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1.  平成25年3月期第3四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年12月31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 ％

25年3月期第3四半期 5,330 10.5 1,017 37.6 1,008 36.1 629 163.6
24年3月期第3四半期 4,823 5.1 739 △5.7 741 △2.7 238 △43.7

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

25年3月期第3四半期 85.04 83.95
24年3月期第3四半期 32.37 31.94

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 7,826 4,871 62.2
24年3月期 7,814 4,400 56.3
（参考） 自己資本 25年3月期第3四半期 4,867百万円 24年3月期 4,397百万円

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
平成25年３月期期末配当予想につきましては、本日公表の「平成25年３月期（第45期）配当予想の修正（増配）に関するお知らせ」をご覧ください。

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

24年3月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00
25年3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 40.00 40.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 7,100 9.0 1,230 21.2 1,200 18.3 735 82.0 99.40



(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「２.サマリー情報（注記事項）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

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

(3) 発行済株式数（普通株式）

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 7,960,000 株 24年3月期 7,960,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 525,104 株 24年3月期 560,084 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 7,407,641 株 24年3月期3Q 7,382,456 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要とエコカー補助金などの

政策効果に支えられ回復を続けてまいりましたが、円高、欧州の景気後退、中国経済減速の影響から輸

出の低迷が続いており、政権交代後、一部変化が見られるものの、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、２年に一度の診療報酬改定においてプラス改定が決定し、急

性期医療や在宅医療へ重点的に配分されることとなりました。しかしながら、国による医療費抑制政策

は喫緊の課題であることに変わりはなく、さらに国内外の電機メーカーを中心とした異業種からの新規

参入や既存メーカーの新分野への積極的な取り組みなど、他メーカーとの競合も激しさを増しており、

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３四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5,330百万円（前年同期比10.5％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、手術室用の吸引器であるフィットフィックス及び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たこと、シリンジェクター関連では、特定保健医療材料であるPCAセットが好

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1,017百万円（前年同期比37.6％増）となりました。これは、主として売上の拡大等

により売上総利益が増加したこと、販管費の節減に努めたこと等によるものです。

③ 経常利益

経常利益は1,008百万円（前年同期比36.1%増）となりました。これは、主として営業利益が増加

したこと等によるものです。

④ 四半期純利益

四半期純利益は629百万円（前年同期比163.6％増）となりました。これは、主として経常利益が

増加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、121百万円増加し5,241百万円となりました。これは、主とし

て製品が62百万円、原材料が30百万円減少したものの、現金及び預金が71百万円、受取手形及び売

掛金が152百万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、109百万円減少し2,585百万円となりました。これは、主とし

て減価償却費が有形・無形固定資産の取得を上回ったことにより有形固定資産が98百万円、無形固

定資産が９百万円それぞれ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、196百万円減少し2,257百万円となりました。これは、主とし

て未払費用が37百万円増加したものの、１年内返済予定の長期借入金が103百万円、短期借入金が

100百万円、未払法人税等が34百万円それぞれ減少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、262百万円減少し697百万円となりました。これは、主として

確定拠出年金制度への移行に伴い、長期未払金（固定負債の「その他」）が41百万円増加したもの

の、長期借入金が221百万円、退職給付引当金が82百万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、471百万円増加し4,871百万円となりました。これは、主として

四半期純利益を629百万円計上したものの、繰越利益剰余金が剰余金の配当により170百万円減少し

たこと等によるものです。

当第３四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、通期の業績につきましても、現

時点では、平成25年３月期第２四半期決算短信（平成24年10月31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しております。

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、この変更による当第３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,656,488 1,727,736

受取手形及び売掛金 2,217,122 2,369,496

製品 738,206 676,155

仕掛品 67,994 62,591

原材料 247,028 216,375

繰延税金資産 120,906 120,906

その他 73,347 69,495

貸倒引当金 △1,590 △1,590

流動資産合計 5,119,505 5,241,165

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 817,235 794,008

土地 1,197,677 1,197,677

その他（純額） 381,675 306,022

有形固定資産合計 2,396,588 2,297,709

無形固定資産 103,510 93,599

投資その他の資産

投資有価証券 4,709 4,975

繰延税金資産 73,113 73,019

その他 143,646 135,527

貸倒引当金 △26,537 △19,187

投資その他の資産合計 194,931 194,334

固定資産合計 2,695,030 2,585,642

資産合計 7,814,535 7,826,807
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 789,224 799,944

短期借入金 450,000 350,000

1年内返済予定の長期借入金 523,660 420,456

未払法人税等 221,951 187,656

未払費用 266,325 304,002

その他 202,922 195,900

流動負債合計 2,454,083 2,257,961

固定負債

長期借入金 866,227 644,230

退職給付引当金 82,544 －

その他 11,605 53,288

固定負債合計 960,376 697,518

負債合計 3,414,459 2,955,479

純資産の部

株主資本

資本金 495,875 495,875

資本剰余金 423,574 425,966

利益剰余金 3,613,834 4,073,547

自己株式 △135,606 △127,156

株主資本合計 4,397,678 4,868,232

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △435 △264

評価・換算差額等合計 △435 △264

新株予約権 2,833 3,360

純資産合計 4,400,075 4,871,328

負債純資産合計 7,814,535 7,826,807
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（２）四半期損益計算書
第３四半期累計期間

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 4,823,366 5,330,669

売上原価 2,441,466 2,643,209

売上総利益 2,381,899 2,687,460

販売費及び一般管理費 1,642,354 1,669,523

営業利益 739,544 1,017,936

営業外収益

受取利息 214 292

受取配当金 144 179

役員退職慰労引当金戻入額 10,333 －

受取補償金 2,132 1,922

その他 452 808

営業外収益合計 13,277 3,202

営業外費用

支払利息 10,373 8,043

その他 1,335 4,311

営業外費用合計 11,708 12,354

経常利益 741,113 1,008,783

特別利益

ゴルフ会員権貸倒引当金戻入額 － 7,350

特別利益合計 － 7,350

特別損失

固定資産除却損 4,433 5,094

投資有価証券売却損 696 －

ゴルフ会員権評価損 4,000 －

その他 650 －

特別損失合計 9,780 5,094

税引前四半期純利益 731,332 1,011,039

法人税等 492,344 381,128

四半期純利益 238,988 629,910
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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

当第３四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。

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

当第３四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) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

（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

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 1,508,558 98.0

シリンジェクター関連 777,032 100.2

電動ポンプ関連 32,589 37.6

手洗い設備関連 216,775 103.2

その他 112,134 90.8

合計 2,647,090 96.8

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 3,276,028 113.2

シリンジェクター関連 1,334,231 105.3

電動ポンプ関連 58,811 127.6

手洗い設備関連 494,291 113.0

その他 167,306 94.2

合計 5,330,669 110.5
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