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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(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 ％

24年3月期第1四半期 1,502 5.2 182 △16.5 189 △11.9 △75 ―

23年3月期第1四半期 1,427 4.4 218 20.1 214 21.3 124 18.9

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1四半期 △10.29 ―

23年3月期第1四半期 16.99 16.65

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,929 3,912 49.3
23年3月期 7,861 4,149 52.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,911百万円 23年3月期  4,148百万円

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3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 23.00 23.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3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) 3,300 11.4 500 5.1 475 2.6 85 △68.3 11.53
通期 7,000 12.1 1,190 22.1 1,120 17.7 474 △14.6 64.27



(1) 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、添付資料４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。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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1Q 7,960,000 株 23年3月期 7,960,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 582,020 株 23年3月期 585,020 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,376,365 株 23年3月期1Q 7,308,761 株

※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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により減少を続けていたアジアや

アメリカ等への輸出が少しずつ上向いてきてはいるものの、持続的な円高基調や個人消費の低迷、厳し

い雇用情勢等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 また、医療機器を取り巻く事業環境は、国による医療費抑制政策が進められていることに加え、国内

外の電機メーカーを中心とした異業種からの新規参入も相次いでいることから、企業間競争もより厳し

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１四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。 

① 売上高 

売上高は1,502百万円（前年同期比5.2％増）となりました。これは、主力のフィットフィックス

関連では、とりわけ病棟用の吸引器である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、前期末の一時的な需要増加の反動の影響があったものの、特定保険医療材料であるPCAセ

ットが堅調に推移したこと等によるものです。 

② 営業利益 

営業利益は182百万円（前年同期比16.5％減）となりました。これは、主として当期以降の売上

拡大を図るために既存製品及び新規製品に係る販促費用が増加したこと、４月より活動を開始した

低侵襲治療用具の研究開発拠点の設置に伴い固定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189百万円（前年同期比11.9％減）となりました。これは、主として営業利益が減少

したこと等によるものです。 

④ 四半期純損失 

四半期純損失は75百万円（前年同期は124百万円の利益）となりました。これは、主として役員

退職慰労金制度の廃止による役員退職慰労金の打ち切り支給に伴い、繰延税金資産を取り崩し、法

人税等を185百万円計上したこと等によるものです。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、255百万円増加し5,103百万円となりました。これは、主とし

て受取手形及び売掛金が190百万円減少したものの、現金及び預金が236百万円、製品が125百万

円、原材料が42百万円それぞれ増加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、187百万円減少し2,826百万円となりました。これは、主とし

て役員退職慰労金の打ち切り支給に伴い、繰延税金資産が185百万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、786百万円増加し3,211百万円となりました。これは、主とし

て未払法人税等が142百万円減少したものの、短期借入金が400百万円、流動負債その他が役員退職

慰労引当金からの振り替え等により400百万円、支払手形及び買掛金が118百万円それぞれ増加した

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、482百万円減少し804百万円となりました。これは、主として

役員退職慰労引当金が459百万円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、236百万円減少し3,912百万円となりました。これは、主として

繰越利益剰余金が剰余金の配当により162百万円減少したこと、四半期純損失を75百万円計上した

こと等によるものです。 

  

当第１四半期累計期間の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、第２四半期累計期間及び通期の

業績につきましても、現時点では、平成23年３月期決算短信（平成23年５月13日公表）に記載いたしま

した業績予想と変更はございません。 

 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。 

  

（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
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○ 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。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,498,499 1,734,648

受取手形及び売掛金 2,370,902 2,180,043

製品 571,756 696,984

仕掛品 59,967 68,637

原材料 172,211 215,064

繰延税金資産 121,528 121,528

その他 55,036 88,295

貸倒引当金 △1,969 △1,969

流動資産合計 4,847,933 5,103,233

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 853,320 845,566

土地 1,197,677 1,197,677

その他（純額） 488,338 472,613

有形固定資産合計 2,539,336 2,515,857

無形固定資産 87,436 114,138

投資その他の資産

投資有価証券 9,739 4,606

繰延税金資産 261,237 75,818

その他 141,777 141,525

貸倒引当金 △25,700 △25,700

投資その他の資産合計 387,055 196,250

固定資産合計 3,013,828 2,826,246

資産合計 7,861,762 7,929,480
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 935,917 1,054,462

短期借入金 100,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 683,420 678,589

未払法人税等 225,253 82,613

未払費用 248,359 263,208

その他 231,969 632,792

流動負債合計 2,424,919 3,211,665

固定負債

長期借入金 744,928 721,134

退職給付引当金 71,212 72,250

役員退職慰労引当金 459,375 －

その他 11,587 11,592

固定負債合計 1,287,102 804,976

負債合計 3,712,022 4,016,642

純資産の部

株主資本

資本金 495,875 495,875

資本剰余金 422,549 422,672

利益剰余金 3,371,976 3,133,806

自己株式 △141,604 △140,878

株主資本合計 4,148,796 3,911,475

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △382 △462

評価・換算差額等合計 △382 △462

新株予約権 1,326 1,824

純資産合計 4,149,739 3,912,838

負債純資産合計 7,861,762 7,929,480
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（２）四半期損益計算書

 【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 1,427,478 1,502,251

売上原価 729,272 766,699

売上総利益 698,206 735,551

販売費及び一般管理費 480,106 553,520

営業利益 218,099 182,030

営業外収益

受取利息 103 80

受取配当金 106 123

役員退職慰労引当金戻入額 － 10,333

その他 1,099 1,075

営業外収益合計 1,309 11,612

営業外費用

支払利息 4,070 3,438

その他 347 733

営業外費用合計 4,418 4,171

経常利益 214,991 189,471

特別損失

固定資産除却損 7 941

投資有価証券売却損 － 696

特別損失合計 7 1,637

税引前四半期純利益 214,983 187,833

法人税等 90,841 263,752

四半期純利益又は四半期純損失（△） 124,142 △75,919
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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当社の事業は、医療機器等の製造販売及びこれらの付随業務の単一セグメントであるため、生産、受

注及び販売の状況につきましては、当社の製品群別に記載しております。 

① 生産実績 

 
(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。 

  

② 受注実績 

   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。 

  

③ 販売実績 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

４．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

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 547,378 119.8

シリンジェクター関連 228,608 108.2

電動ポンプ関連 24,436 103.4

手洗い設備関連 74,723 104.8

その他 46,099 85.0

合計 921,246 112.7

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 864,410 110.7

シリンジェクター関連 392,038 100.4

電動ポンプ関連 15,137 86.3

手洗い設備関連 148,951 106.7

その他 81,713 82.5

合計 1,502,251 105.2
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