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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 24,078 0.8 6,160 △8.3 6,169 △7.1 3,627 △7.9
23年3月期第3四半期 23,891 △0.1 6,718 7.6 6,640 6.1 3,940 2.7

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 3,269百万円 （△4.6％） 23年3月期第3四半期 3,426百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 230.61 ―
23年3月期第3四半期 250.47 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第3四半期 70,222 62,931 89.6 4,000.36
23年3月期 69,834 60,698 86.9 3,857.83
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  62,925百万円 23年3月期  60,684百万円

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  ：  有  
 

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

23年3月期 25.00 25.00 25.00 25.00 100.00
24年3月期 20.00 20.00 23.00
24年3月期（予想） 23.00 86.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有   

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 31,460 0.5 7,380 △14.2 7,400 △13.6 4,350 △2.3 276.54



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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） 

※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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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
② ①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） 24年3月期3Q 16,341,155 株 23年3月期 16,341,155 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 611,134 株 23年3月期 610,955 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 15,730,101 株 23年3月期3Q 15,730,727 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から一部回復の兆しがみられた一方、

欧州の財政不安等による世界的な景気の停滞、急激な円高進行等により先行きの不透明感が続いております。 

当医療機器業界におきましては、次回診療報酬が僅かながらプラス改定になりましたものの、国の厳しい財

政状態もあり、引き続き各企業はより一層の経営の効率化及び合理化が求められる状況となっております。 

このような環境の下、当企業集団では東日本大震災により損傷を受けました生産設備の復旧と生産遅延の解

消に全社で総力を上げ取り組んでまいりました。営業体制につきましては、第１四半期は震災対応を中心と

して行ってまいりましたが、第２四半期以降徐々に通常の体制へと移行することができました。また、「オペ

ラマスター」契約促進と他社との差別化のため、本社ショールーム見学や筑波工場見学等を積極的に活用し

てまいりました。研究開発におきましては、「医療の現場に貢献する製品」をコンセプトに「医療安全」・「低

侵襲」を中心とした分野で引き続き製品開発を進めてまいります。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は 24,078 百万円（前年同期比 0.8％増）となりまし

た。このうち、製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」を中心に、手術用品類の医療用キット製

品の売上高は 11,443 百万円（同 4.6％増）と伸長いたしました。なお、「オペラマスター」につきましては、

当第３四半期連結累計期間において 13 件の医療機関と契約を締結する一方、５件の解約があり累計契約件数

は 139 件となりました。また、手術用品類の医療用不織布製品は、一部製品で単価の下落があり、売上高 8,130

百万円（同 3.0％減）となりました。 

売上原価は、生産量増加による生産性の改善等がありましたものの、2011 年５月より段階的に稼動いたし

ました滅菌センターの償却費が増加したことにより、原価率は前年同期に比べ悪化いたしました。販売費及

び一般管理費は生産遅延への対応と、その後の営業活動活性化に関わる費用が発生いたしました。また、将

来的に会社が成長するための費用として、オペラマスター手術管理システムの開発及び試験研究に注力し、

前年より費用が増加いたしました。その結果、連結営業利益は 6,160 百万円（同 8.3％減）となりました。

連結経常利益は 6,169 百万円（同 7.1％減）、連結四半期純利益は 3,627 百万円（同 7.9％減）となりました。

なお、期初予定より業績向上が見込まれるため、期初予定から第３四半期末、期末それぞれ３円の増配とし、

年間配当金の予想を累計 86 円とすることといたしました。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期連結会計期間末の総資産は 70,222 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 387 百万円増加い

たしました。流動資産は 35,257 百万円となり、1,744 百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び

売掛金の増加 1,285 百万円、現金及び預金の増加 453 百万円となります。固定資産は 34,964 百万円となり

1,356 百万円減少いたしました。うち有形固定資産は 30,052 百万円となり 1,466 百万円減少いたしました。

機械装置及び運搬具 6,671 百万円のうち、筑波滅菌センター増築分の製造設備増設として 3,613 百万円増加

しております。また、無形固定資産は 1,073 百万円となり 184 百万円増加し、投資その他の資産は 3,839 百

万円となりました。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は 7,290 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,845 百万円減

少いたしました。流動負債は 6,289 百万円となり 2,032 百万円減少いたしました。主な要因は、借入金の返

済による 925 百万円の減少、未払法人税等の 506 百万円の減少、災害損失引当金の 283 百万円の減少、賞与

引当金の 273 百万円の減少となります。なお、有利子負債はなくなりました。固定負債は 1,000 百万円とな

り、187 百万円増加いたしました。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産の部は 62,931 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,233 百万円

増加いたしました。主な要因は、当四半期純利益 3,627 百万円の計上による増加、剰余金の配当による 1,022

百万円の減少となっております。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の 86.9％から 89.6％となり

ました。 
 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより 18,591 百

万円となり、前連結会計年度末に比べ 452 百万円増加いたしました。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を 6,166 百万円、減価償却費を 2,235

百万円計上いたしました。一方、法人税等の支払い 2,691 百万円、売上債権の増加 1,309 百万円等がありま

した。この結果、キャッシュ・フローは 3,984 百万円となり、前年同期に比べ 9 百万円減少いたしました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に筑波滅菌センター増設関連の有形固定資産の取得等により

1,524 百万円の支出となり、前年同期に比べ 1,521 百万円支出が減少いたしました。 

 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済や配当金の支払い等がありました。この結果、

1,947 百万円の支出となり、前年同期に比べ 128 百万円支出が減少いたしました。 

 
 

通期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、業績を反映し約 5,100

百万円の増加を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、既存設備入替により約 2,000 百

万円の支出を見込んでおります。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払いや借入金の返

済等により約 2,200 百万円の支出を見込んでおります。 
 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
通期の連結業績につきましては、平成 24 年１月 16 日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

で発表いたしましたとおり、東日本大震災に起因する節電等の影響は期初に想定していたより軽微であった

ため、連結業績予想の修正を行いました。しかしながら、市場環境は依然として予断を許さない状況が続い

ており、当社グループとしては更なる事業基盤の強化を推進してまいります。 

なお、連結業績予想の詳細は平成 24 年１月 16 日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 

 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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 

① 法人税等の計上基準   

法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

 

（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。 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 18,505 18,958

受取手形及び売掛金 9,091 10,377

商品及び製品 2,570 2,886

仕掛品 288 247

原材料及び貯蔵品 2,083 2,057

その他 977 736

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 33,513 35,257

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,302 12,720

機械装置及び運搬具（純額） 4,219 6,671

土地 9,375 9,357

建設仮勘定 4,283 980

その他（純額） 337 321

有形固定資産合計 31,518 30,052

無形固定資産 888 1,073

投資その他の資産 3,913 3,839

固定資産合計 36,320 34,964

資産合計 69,834 70,222

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,338 3,633

1年内返済予定の長期借入金 925 －

未払法人税等 1,576 1,070

引当金 1,188 608

その他 1,294 976

流動負債合計 8,322 6,289

固定負債   

引当金 44 116

その他 768 884

固定負債合計 813 1,000

負債合計 9,135 7,290
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,123 7,123

資本剰余金 8,336 8,336

利益剰余金 49,510 52,115

自己株式 △3,316 △3,317

株主資本合計 61,653 64,257

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78 35

繰延ヘッジ損益 9 △134

為替換算調整勘定 △1,055 △1,232

その他の包括利益累計額合計 △968 △1,331

少数株主持分 13 5

純資産合計 60,698 62,931

負債純資産合計 69,834 70,222
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 23,891 24,078

売上原価 11,265 11,738

売上総利益 12,625 12,339

販売費及び一般管理費 5,906 6,179

営業利益 6,718 6,160

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 51 55

助成金収入 27 －

その他 37 38

営業外収益合計 118 95

営業外費用   

支払利息 16 5

為替差損 178 81

その他 1 0

営業外費用合計 197 87

経常利益 6,640 6,169

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11 －

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 11 0

特別損失   

固定資産売却損 0 －

固定資産廃棄損 3 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

ゴルフ会員権評価損 9 －

50周年記念事業費 66 －

特別損失合計 112 3

税金等調整前四半期純利益 6,539 6,166

法人税等 2,598 2,538

少数株主損益調整前四半期純利益 3,941 3,628

少数株主利益 1 0

四半期純利益 3,940 3,627
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,941 3,628

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △166 △42

繰延ヘッジ損益 △117 △143

為替換算調整勘定 △231 △172

その他の包括利益合計 △514 △358

四半期包括利益 3,426 3,269

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,426 3,264

少数株主に係る四半期包括利益 0 4
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 6,539 6,166

減価償却費 1,689 2,235

ゴルフ会員権評価損 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △2

受取利息及び受取配当金 △54 △57

支払利息 16 5

為替差損益（△は益） 190 82

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △0

売上債権の増減額（△は増加） △1,285 △1,309

たな卸資産の増減額（△は増加） 659 △306

仕入債務の増減額（△は減少） △106 308

その他 △177 △496

小計 7,495 6,625

利息及び配当金の受取額 54 57

利息の支払額 △20 △7

法人税等の支払額 △3,535 △2,691

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,993 3,984

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,609 △1,185

有形固定資産の売却による収入 2 0

投資有価証券の取得による支出 △75 －

関係会社株式の取得による支出 － △12

貸付けによる支出 △4 △14

貸付金の回収による収入 17 7

その他 △377 △320

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,046 △1,524

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △925 △925

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △2 △0

配当金の支払額 △1,148 △1,021

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,075 △1,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68 △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,196 452

現金及び現金同等物の期首残高 17,405 18,139

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,209 18,591
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 

（５）セグメント情報等 

当社及び連結子会社の事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであ 
るため、記載を省略しております。 

 

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

   該当事項はありません。 
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