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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

（注）21年３月期第２四半期については、四半期財務諸表を作成しておりませんので、各項目の前年同四半期実績、対前年同四半期増減率及び22年３月
期第２四半期の各項目の対前年同四半期増減率は記載を省略しております。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第2四半期 2,727 ― 383 ― 374 ― 212 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第2四半期 58.45 57.04
21年3月期第2四半期 ― ―

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

22年3月期第2四半期 6,741 3,413 50.6 939.33
21年3月期 6,908 3,281 47.5 903.10

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,413百万円 21年3月期  3,281百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
22年３月期（予想）の１株当たり配当金については、平成21年９月15日付で公表しております株式分割を考慮した額を記載しております。詳しくは、２ページ
「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 14.50 14.50

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
22年３月期の業績予想における１株当たり当期純利益については、平成21年９月15日付で公表しております株式分割を考慮した額を記載しております。詳
しくは、２ページ「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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 5,700 10.0 770 8.9 750 18.0 431 16.6 79.23
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 3,980,000株 21年3月期  3,980,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  346,460株 21年3月期  346,460株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 3,633,540株 21年3月期第2四半期 2,829,540株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．平成21年９月15日付で公表しておりますとおり、平成21年10月１日を効力発生日として、普通株式１株につき２株の割合で株式を分割しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、前事業年度に端を発した金融危機が世界的な実体経済に

影響を及ぼす中、海外経済に支えられた外需が寄与し景気底入れの兆しが見え始めたものの、設備投資の

低迷、雇用情勢や所得環境の悪化等、依然として好転の兆しが見えない状況が継続しております。 

 また、医療機器業界を取り巻く事業環境は、国の医療費抑制政策が進められるとともに、海外製品との

競争もより厳しさを増してきており、引き続き業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。

 このような状況のもと、当社は、高品質製品の常時安定供給を優先事項と掲げ、ユーザーと密着した営

業活動の推進、品質を確保しながらもコスト競争力をもった生産体制の構築並びに高度先進医療分野への

研究開発活動の強化に取り組んでまいりました。 

当第２四半期累計期間の経営成績の分析は次のとおりであります。 

 なお、前第２四半期累計期間との比較につきましては、当社は前第２四半期累計期間の四半期財務諸表

を作成しておりませんので、記載を省略しております。 

(１) 売上高 

売上高は2,727百万円となりました。これは、主力のフィットフィックス関連及びシリンジェクター

関連が好調に推移したこと等によるものです。フィットフィックス関連ではフィットフィックス及びキ

ューインポットが好調に推移し、シリンジェクター関連では特定医療保険材料であるPCAセットの伸び

率が大きく寄与したことが主な要因であります。 

(２) 営業利益 

営業利益は383百万円となりました。これは主として売上増加に伴い売上総利益、販売費が増加した

こと及び研究開発費が増加したこと等によるものです。 

(３) 経常利益 

経常利益は374百万円となりました。営業外費用につきましては主として借入金が減少したこと等に

よる利息負担の軽減等によるものです。 

(４) 四半期純利益 

四半期純利益は212百万円となりました。これは法人税等を151百万円、固定資産除却損を９百万円そ

れぞれ計上したことによるものです。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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(１) 資産 

流動資産は前事業年度末に比べて、166百万円減少し3,679百万円となりました。これは、主として売

上増加により受取手形及び売掛金が30百万円増加したものの、現金及び預金が146百万円、たな卸資産

が53百万円それぞれ減少したこと等によるものです。 

固定資産は前事業年度末に比べて、１百万円減少し3,062百万円となりました。これは、主として有

形固定資産が６百万円増加したものの、無形固定資産が５百万円減少したこと等によるものです。 

(２) 負債 

流動負債は前事業年度末に比べて、123百万円増加し2,458百万円となりました。これは、主として支

払手形及び買掛金が90百万円、１年内返済予定の長期借入金が130百万円それぞれ減少したものの、短

期借入金が400百万円増加したこと等によるものです。 

固定負債は前事業年度末に比べて、422百万円減少し869百万円となりました。これは、主として償還

期限が１年内になったことにより社債が100百万円、借入金の返済により長期借入金が322百万円それぞ

れ減少したこと等によるものです。 

(３) 純資産 

純資産は前事業年度末に比べて、131百万円増加し3,413百万円となりました。これは主として繰越利

益剰余金が剰余金の配当により79百万円減少したものの、四半期純利益の計上により212百万円増加し

たことによるものです。 

  

平成22年３月期第２四半期累計期間については、売上高が若干増加したことに加え、生産・販売効率の

改善による全社的なコスト削減に努めた結果、営業利益、経常利益及び四半期純利益は前回発表予想を大

幅に上回りました。このような状況をふまえ、平成21年５月15日の決算短信で発表いたしました通期個別

業績予想数値を以下のとおり見直しを行っております。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

（平成22年３月期 通期） 

 
 ※ 当社は、平成21年９月15日に発表しましたとおり、平成21年10月１日付をもって株式１株につき２株の株式分

割を実施しており、今回発表予想の１株当たり当期純利益は、当該株式分割を反映した株式数により算出して

おります。また、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における前回発表予想の通期の１株当たり

当期純利益は56円49銭となり、前期実績の１株当たり当期純利益は64円29銭となります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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）

前回発表予想（Ａ） 5,600 726 700 410 112.99

今回発表予想（Ｂ） 5,700 770 750 431 79.23

増減額（Ｂ－Ａ） 100 44 50 21 －

増減率（％） 1.8 6.1 7.1 5.1 －

（ご参考）前期実績 5,181 707 635 369 128.58
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度の貸倒実績率等を使用して貸倒見積額を算定しております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

③税金費用の計算 

 当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

  

4. その他

(１) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(２) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,014,617 1,161,023

受取手形及び売掛金 1,888,045 1,857,666

製品 334,301 366,406

原材料 229,785 255,609

仕掛品 84,105 80,173

繰延税金資産 79,824 79,824

その他 49,350 45,590

貸倒引当金 △1,000 △1,000

流動資産合計 3,679,030 3,845,295

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 883,384 882,939

土地 1,197,677 1,197,677

その他（純額） 527,917 522,327

有形固定資産合計 2,608,978 2,602,944

無形固定資産 78,888 84,757

投資その他の資産   

投資有価証券 16,591 17,900

繰延税金資産 241,310 240,780

その他 142,842 143,448

貸倒引当金 △26,192 △26,204

投資その他の資産合計 374,551 375,924

固定資産合計 3,062,418 3,063,626

資産合計 6,741,449 6,908,921
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 484,345 575,336

短期借入金 800,000 400,000

1年内償還予定の社債 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 670,875 801,794

未払法人税等 157,408 211,724

未払費用 174,395 162,977

その他 71,683 183,773

流動負債合計 2,458,707 2,335,606

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 366,863 689,751

退職給付引当金 57,845 54,045

役員退職慰労引当金 432,958 436,208

その他 11,982 11,870

固定負債合計 869,648 1,291,875

負債合計 3,328,356 3,627,481

純資産の部   

株主資本   

資本金 495,875 495,875

資本剰余金 418,121 418,121

利益剰余金 2,665,321 2,532,890

自己株式 △167,617 △167,617

株主資本合計 3,411,701 3,279,270

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,391 2,169

評価・換算差額等合計 1,391 2,169

純資産合計 3,413,092 3,281,440

負債純資産合計 6,741,449 6,908,921
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,727,210

売上原価 1,368,008

売上総利益 1,359,202

販売費及び一般管理費 976,118

営業利益 383,083

営業外収益  

受取利息 334

受取配当金 104

受取補償金 660

その他 700

営業外収益合計 1,800

営業外費用  

支払利息 10,499

その他 155

営業外費用合計 10,654

経常利益 374,229

特別利益 －

特別損失  

固定資産除却損 9,902

特別損失合計 9,902

税引前四半期純利益 364,326

法人税等 151,958

四半期純利益 212,368
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 364,326

減価償却費 88,104

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,250

受取利息及び受取配当金 △438

支払利息 10,499

固定資産除却損 9,902

売上債権の増減額（△は増加） △30,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 53,997

仕入債務の増減額（△は減少） △70,742

未払金の増減額（△は減少） △64,552

未払費用の増減額（△は減少） 11,416

その他 △36,043

小計 336,630

利息及び配当金の受取額 342

利息の支払額 △10,215

法人税等の支払額 △200,781

営業活動によるキャッシュ・フロー 125,976

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 △87,547

無形固定資産の取得による支出 △49,740

その他 △1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,896

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 400,000

長期借入金の返済による支出 △453,807

配当金の支払額 △79,678

財務活動によるキャッシュ・フロー △133,485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △146,406

現金及び現金同等物の期首残高 1,161,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,014,617
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。 

 また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期損益計算書 

 当社は、平成22年３月期より第２四半期財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 当社は、平成22年３月期より第２四半期財務諸表を作成しているため、記載しておりません。 

(４) 継続企業の前提に関する注記

(５) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考」
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生産、受注及び販売の状況 

当第２四半期累計期間における生産実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 金額は、製造原価によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 前年同四半期比につきましては、当社は前第２四半期累計期間の四半期財務諸表を作成しておりませんの

で、記載を省略しております。 

  

当社は、見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間における販売実績を製品群別に示すと、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 前年同四半期比につきましては、当社は前第２四半期累計期間の四半期財務諸表を作成しておりませんの

で、記載を省略しております。 

  
  
  

  

6. その他の情報

(１) 生産実績

製品群 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

フィットフィックス関連 692,060 ―

シリンジェクター関連 376,609 ―

電動ポンプ関連 43,454 ―

手洗い設備関連 138,117 ―

その他 101,759 ―

合計 1,352,001 ―

(２) 受注実績

(３) 販売実績

製品群 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

 フィットフィックス関連 1,431,918 ―

 シリンジェクター関連 770,431 ―

電動ポンプ関連 35,342 ―

手洗い設備関連 342,658 ―

その他 146,860 ―

合計 2,727,210 ―
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