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1.  平成24年8月期第1四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成23年11月30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8月期第1四半期 2,353 3.8 922 14.0 934 13.9 574 10.9
23年8月期第1四半期 2,266 1.3 809 △4.2 820 △3.2 518 △1.2

（注）包括利益 24年8月期第1四半期 401百万円 （14.4％） 23年8月期第1四半期 351百万円 （―％）

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8月期第1四半期 50.04 ―
23年8月期第1四半期 45.17 45.09

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年8月期第1四半期 19,677 17,888 90.9
23年8月期 19,916 18,081 90.8
（参考） 自己資本   24年8月期第1四半期  17,888百万円 23年8月期  18,081百万円

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

23年8月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
24年8月期 ―
24年8月期（予想） 31.00 ― 31.00 62.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,920 5.2 1,811 6.4 1,827 4.5 1,144 6.7 99.49
通期 10,167 7.5 3,770 8.8 3,802 7.6 2,374 17.5 206.39



(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） 

※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おりません。 

※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。 

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8月期1Q 11,879,000 株 23年8月期 11,879,000 株
② 期末自己株式数 24年8月期1Q 466,096 株 23年8月期 373,792 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期1Q 11,481,240 株 23年8月期1Q 11,468,292 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における医療機器業界は、新興国では経済発展に伴い医療インフラの整備が進み、

先進国では患者のQOL（生活の質）の向上というコンセプトが定着し先進医療技術が進んでいるため、全体として

は引き続き市場の拡大を見込んでいます。一方、円高、ドル・ユーロ安などの影響や、世界各国の医療費抑制政

策強化やグローバルレベルでの競争激化、病院の安全対策強化による高コスト化、コスト削減を求めたグループ

購入化などの市場環境の影響を受け、依然として厳しい状況で推移しております。  

  このような環境下、当社グループにおきましては、従来顧客への拡販と新規顧客開拓に努めた結果、サージカ

ル関連製品の売上は減少したものの、アイレス針関連製品及びデンタル関連製品の売上がその減少を補い、売上

高は前年同期比3.8％増の2,353百万円となりました。 

  一方、生産面について、海外工場におきましては、ベトナムの生産拠点MANI HANOI CO.,LTD.（当社100％出

資）は、日本からの生産工程移管による生産規模の拡大、並びに品質向上と原価低減を実現するため、フーエン

第７期工場の建設準備を進めてまいりました。またミャンマーの生産拠点MANI YANGON LTD.（MANI HANOI CO., 

LTD.100％出資）につきましては、引き続き生産性向上に努めており、ベトナム生産拠点への一極集中リスク回避

のため増築・生産能力増強を計画しております。さらに、ラオスの生産拠点MANI VIENTIANE CO.,LTD.（MANI  

HANOI CO.,LTD.100％出資）につきましては、品質の安定化に努めてまいりました。国内工場におきましては、新

製品の量産準備と並行して、国内から海外拠点への生産工程移管の推進に力を入れてまいりました。 

  開発面では、引き続き、生産技術開発・既存製品改良研究を行うとともに新製品開発に力を入れてまいりまし

た。また、当第１四半期連結累計期間中に新製品として、根管ポスト除去用の「サージカルバー」（デンタル関

連製品）を発売いたしました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,353百万円（前年同期比3.8％増）、営業利益は922百万

円（同14.0％増）、経常利益は934百万円（同13.9％増）、四半期純利益は574百万円（同10.9％増）となりまし

た。 

  

 セグメント別の業績概況は、次のとおりであります。なお、セグメントの売上高につきましては、外部顧客へ

の売上高を記載しております。 

  

（サージカル関連製品） 

  眼科ナイフの売上は堅調に推移したものの、長引く円高、競争の激化及び前連結会計年度より実施している眼

科PGA針付縫合糸の回収等の影響により、売上高は715百万円（前年同期比7.3％減）となりました。また、売上高

の減少により、セグメント利益（営業利益）は253百万円（同8.6％減）となりました。 

  

（アイレス針関連製品） 

 円高及び大口顧客の在庫調整等により依然厳しい状況は続いているものの、心臓血管手術用針が堅調に推移し、

売上高は848百万円（前年同期比2.7％増）となりました。また、MANI HANOI CO.,LTD.への生産工程移管を推進

し、効率化に努めた結果、原価率が大幅に改善し、セグメント利益（営業利益）は412百万円（同16.4％増）とな

りました。 

  

（デンタル関連製品） 

 円高の影響は続いているものの、新興国市場で広がるニセブランド品への対策の一定の効果が現れ始めたこと

から、消耗品のリーマ・ファイル等の輸出が回復し、売上高は789百万円（前年同期比18.1％増）となりました。

また、海外工場への生産工程移管及び利益率の高い消耗品売上の増加により、セグメント利益（営業利益）は256

百万円（同44.4％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ238百万円減少し、19,677百万円とな

りました。これは主に、製品、仕掛品等のたな卸資産ならびに現金及び預金が増加した一方、投資有価証券、そ

の他流動資産、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ45百万円減少し、1,788百万円となりました。これは主に、その他流動負

債が増加した一方、未払法人税等及び賞与引当金が減少したこと等によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ192百万円減少し、17,888百万円となりました。これは主に、利益剰余

金が増加した一方、自己株式の取得及び為替換算調整勘定の影響等により減少したものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

マニー株式会社(7730) 平成24年８月期 第１四半期決算短信

- 2 -



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、「（１）連結経営成績に関する定性的情報」のとおりであ

ります。通期の連結業績予想につきましては、平成23年10月11日付で公表しました数値から変更ありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,011,595 5,104,748

受取手形及び売掛金 1,645,343 1,554,506

有価証券 1,694,990 1,686,815

製品 679,030 775,308

仕掛品 1,224,831 1,286,058

原材料及び貯蔵品 871,175 878,182

繰延税金資産 214,769 159,229

その他 234,384 111,786

貸倒引当金 △2,623 △2,332

流動資産合計 11,573,499 11,554,303

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,510,025 2,437,317

機械装置及び運搬具（純額） 1,558,061 1,490,184

土地 1,146,656 1,146,656

その他（純額） 483,485 548,623

有形固定資産合計 5,698,228 5,622,782

無形固定資産   

ソフトウエア 17,716 19,910

その他 24,507 23,407

無形固定資産合計 42,223 43,318

投資その他の資産   

投資有価証券 2,106,968 1,944,603

繰延税金資産 178,383 193,935

保険積立金 316,150 317,912

その他 602 582

投資その他の資産合計 2,602,105 2,457,033

固定資産合計 8,342,557 8,123,134

資産合計 19,916,057 19,677,437
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,272 102,140

未払金 413,547 427,990

未払法人税等 506,934 297,312

賞与引当金 245,271 140,248

災害損失引当金 83,050 80,550

その他 88,908 351,254

流動負債合計 1,422,983 1,399,495

固定負債   

退職給付引当金 150,450 137,297

役員退職慰労引当金 242,780 233,670

その他 18,400 18,400

固定負債合計 411,630 389,367

負債合計 1,834,613 1,788,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 988,731 988,731

資本剰余金 1,036,311 1,036,311

利益剰余金 17,831,854 18,061,242

自己株式 △1,159,422 △1,408,596

株主資本合計 18,697,475 18,677,689

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,332 △45,736

為替換算調整勘定 △611,699 △743,378

その他の包括利益累計額合計 △616,031 △789,114

純資産合計 18,081,443 17,888,574

負債純資産合計 19,916,057 19,677,437
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 2,266,834 2,353,510

売上原価 900,145 807,083

売上総利益 1,366,689 1,546,426

販売費及び一般管理費 556,939 623,715

営業利益 809,750 922,711

営業外収益   

受取利息 8,198 7,776

受取配当金 3,610 4,005

為替差益 － 745

その他 4,354 3,780

営業外収益合計 16,163 16,308

営業外費用   

支払利息 36 36

投資事業組合運用損 1,218 2,228

為替差損 4,569 －

自己株式取得費用 － 1,554

その他 － 738

営業外費用合計 5,824 4,557

経常利益 820,088 934,462

特別利益   

貸倒引当金戻入額 353 －

投資有価証券売却益 3,870 －

保険解約返戻金 － 1,000

特別利益合計 4,223 1,000

特別損失   

固定資産除却損 6 70

特別損失合計 6 70

税金等調整前四半期純利益 824,305 935,391

法人税、住民税及び事業税 212,913 292,745

法人税等調整額 93,337 68,102

法人税等合計 306,250 360,847

少数株主損益調整前四半期純利益 518,055 574,544

四半期純利益 518,055 574,544
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 518,055 574,544

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △33,716 △41,404

為替換算調整勘定 △133,281 △131,679

その他の包括利益合計 △166,997 △173,083

四半期包括利益 351,057 401,460

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 351,057 401,460
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 該当事項はありません。   

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成23年11月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  報告セグメント 

合計 
調整額 

  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注） 

サージカル

関連製品 

アイレス針

関連製品 

デンタル 

関連製品 

売上高 

 外部顧客への売上高  772,209  825,591  669,033  2,266,834 ―  2,266,834

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 617  40,354 ―  40,971  △40,971 ― 

   計  772,827  865,946  669,033  2,307,806  △40,971  2,266,834

 セグメント利益  277,746  354,370  177,633  809,750 ―  809,750

  報告セグメント 

合計 
調整額 

  

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注） 

サージカル

関連製品 

アイレス針

関連製品 

デンタル 

関連製品 

売上高 

 外部顧客への売上高  715,496  848,039  789,974  2,353,510 ―  2,353,510

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 547  28,474 ―  29,022  △29,022 ― 

   計  716,044  876,514  789,974  2,382,533  △29,022  2,353,510

 セグメント利益  253,915  412,337  256,458  922,711 ―  922,711

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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