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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年3月期第3四半期 11,165 3.1 2,531 3.0 2,596 2.4 1,349 8.1
25年3月期第3四半期 10,827 △0.8 2,459 △17.7 2,535 △16.7 1,248 △11.6

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,379百万円 （11.9％） 25年3月期第3四半期 1,232百万円 （△11.4％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年3月期第3四半期 144.19 ―
25年3月期第3四半期 133.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 38,502 33,105 86.0
25年3月期 37,006 32,240 87.1
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 33,105百万円 25年3月期 32,240百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年3月期 ― 0.00 ― 55.00 55.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 55.00 55.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 14,561 4.1 3,102 1.8 3,157 0.2 1,906 4.2 203.77



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)当社は、平成24年10月１日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し
て発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及
び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ２「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 9,440,000 株 25年3月期 9,440,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 82,144 株 25年3月期 82,120 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 9,357,860 株 25年3月期3Q 9,357,880 株
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（１）経営成績に関する説明 

    当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策などの効果により円安・株高が進行し、

   企業収益や個人消費が改善されるなど、緩やかな回復基調となりました。しかし、欧州債務問題や新興国経済の成

   長鈍化など世界経済の下振れによる影響が懸念され、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

 当社グループの属する医療関連業界におきましては、持続可能な医療保険制度を堅持し、効率的かつ効果的な医

療資源の配分の重要性を踏まえ、診療報酬改定が定期的に実施されております。医療を取り巻く環境は、引き続き

厳しく、関連各企業におきましては、強く効率化の推進が必要とされる状況にあります。 

   このような事業環境下におきまして、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は11,165百万円（前年同四半期比

  3.1％増）、連結営業利益は2,531百万円（同3.0％増）、連結経常利益は2,596百万円（同2.4％増）、連結四半期 

  純利益は1,349百万円（同8.1％増）となりました。 

   当社の商品区分である品目別の売上高は以下のとおりであります。 

    人工透析類におきましては、4,159百万円（前年同四半期比1.8％増）となりました。静脈留置針類におきまして

  は、3,179百万円（同5.2％増）となりました。アンギオ類におきましては、3,802百万円（同2.8％増）となりまし

  た。  

 なお、当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略

しております。 

   

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。   

 総資産は前連結会計年度末に比べ、1,495百万円増加し38,502百万円となりました。 

 流動資産は同1,188百万円増の28,500百万円、固定資産は同307百万円増の10,002百万円となりました。 

 流動資産増加の主な要因は、現金及び預金の増加792百万円、受取手形及び売掛金の増加517百万円等によるもの

です。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ、630百万円増加し5,396百万円となりました。 

 流動負債は同523百万円増の3,150百万円、固定負債は同106百万円増の2,246百万円となりました。 

 なお、純資産は前連結会計年度末に比べ、865百万円増加し33,105百万円となりました。この主な要因は、当四 

半期純利益の計上と配当金の支払いにより、差引き利益剰余金が834百万円増加したことによるものです。 

 この結果、自己資本比率は86.0％となりました。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。通期の見通しにつきましては、医療費抑制 

      の流れに変化はなく、医療関連業界並びに当社グループにおきましても、引き続き、厳しい状況が続くものと思わ

   れます。 

 当社グループにおきましては、製造部門・販売部門が一体となり、医療現場でのニーズを的確に把握し、新製品

を開発、上市する事により、商品を差別化し、拡販してまいります。製造部門におきましては、上記の顧客ニーズ

を的確に捉え、また、効率化を推進して参ります。 

    通期の業績予想につきましては、連結売上高14,561百万円（前年同期比4.1％増）、連結営業利益3,102百万円 

   （同1.8％増）、連結経常利益3,157百万円（同0.2％増）、連結当期純利益1,906百万円（同4.2％増）を計画してお

     ります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,312,628 21,105,313

受取手形及び売掛金 3,436,933 3,954,577

金銭の信託 1,500,000 1,500,000

商品及び製品 631,420 520,088

仕掛品 841,979 841,017

原材料及び貯蔵品 292,248 346,873

繰延税金資産 195,249 126,035

その他 101,594 106,601

貸倒引当金 △349 △399

流動資産合計 27,311,705 28,500,107

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,305,860 3,154,491

機械装置及び運搬具（純額） 1,166,761 1,143,813

工具、器具及び備品（純額） 1,174,504 1,223,358

土地 2,510,141 2,507,850

建設仮勘定 133,453 518,855

有形固定資産合計 8,290,721 8,548,369

無形固定資産 30,758 25,126

投資その他の資産   

投資有価証券 390,556 438,413

保険積立金 68,037 68,275

繰延税金資産 667,088 681,597

その他 253,810 246,512

貸倒引当金 △6,001 △6,001

投資その他の資産合計 1,373,491 1,428,797

固定資産合計 9,694,971 10,002,294

資産合計 37,006,676 38,502,401
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,431,380 1,647,331

未払法人税等 405,359 584,460

賞与引当金 289,293 146,646

その他 500,178 771,566

流動負債合計 2,626,211 3,150,003

固定負債   

退職給付引当金 223,375 295,967

役員退職慰労引当金 1,136,981 1,154,696

訴訟損失引当金 129,938 129,938

資産除去債務 10,168 10,168

その他 639,197 655,662

固定負債合計 2,139,660 2,246,432

負債合計 4,765,872 5,396,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,250 1,241,250

資本剰余金 10,378,585 10,378,585

利益剰余金 20,770,431 21,605,095

自己株式 △190,433 △190,515

株主資本合計 32,199,833 33,034,415

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,970 71,550

その他の包括利益累計額合計 40,970 71,550

純資産合計 32,240,803 33,105,965

負債純資産合計 37,006,676 38,502,401
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 10,827,777 11,165,627

売上原価 5,957,389 6,135,738

売上総利益 4,870,387 5,029,889

販売費及び一般管理費 2,411,306 2,497,981

営業利益 2,459,081 2,531,908

営業外収益   

受取利息 13,682 9,733

受取配当金 9,642 9,007

受取地代家賃 23,744 26,434

その他 39,482 29,347

営業外収益合計 86,552 74,523

営業外費用   

支払利息 6,972 7,259

減価償却費 2,190 2,054

その他 705 706

営業外費用合計 9,868 10,020

経常利益 2,535,764 2,596,410

特別利益   

固定資産売却益 － 593

特別利益合計 － 593

特別損失   

投資有価証券評価損 6,958 －

固定資産除却損 0 1,244

減損損失 4,493 2,291

訴訟損失引当金繰入額 129,938 －

特別損失合計 141,390 3,535

税金等調整前四半期純利益 2,394,374 2,593,468

法人税、住民税及び事業税 1,083,541 1,206,693

法人税等調整額 62,619 37,428

法人税等合計 1,146,160 1,244,121

少数株主損益調整前四半期純利益 1,248,213 1,349,347

四半期純利益 1,248,213 1,349,347
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,248,213 1,349,347

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,416 30,579

その他の包括利益合計 △15,416 30,579

四半期包括利益 1,232,796 1,379,927

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,232,796 1,379,927

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

当社グループは、医療機器の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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