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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 14,968 0.9 274 48.0 236 159.1 134 220.2

24年３月期第２四半期 14,834 △1.2 185 92.2 91 － 41 －

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２四半期 22 43 －

24年３月期第２四半期 7 00 －

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第２四半期 18,718 4,731 25.3

24年３月期 15,973 4,661 29.2

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 4,731百万円 24年３月期 4,661百万円

２．配当の状況

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 － 8 00 － 7 00 15 00

25年３月期 － 7 00

25年３月期(予想) － 7 00 14 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)

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 30,330 2.1 582 37.9 475 31.7 265 53.3 44 22



  

 

 
（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Ｐ．４「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。 

 

・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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

・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、その達成を当社として約束する趣旨のものでは

ありません。また、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、添付資料Ｐ．３「１．

当四半期決算に関する定性的情報」（３）業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 6,000,000株 24年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 8,181株 24年３月期 8,181株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 5,991,819株 24年３月期２Ｑ 5,992,452株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな景気回復基調のなか、中国経済の成長鈍化や

長引く欧州金融不安などの不安定な国際経済情勢、そして長期間の円高の影響も加わり、景気先行きに

対する不透明感が増加しております。当医療衛生材料業界におきましても、引き続き厳しい経営環境が

継続しております。 

このような状況下で当社の当第２四半期累計期間の業績は、売上高は149億68百万円（前年同四半期

比0.9％増加）、営業利益は２億74百万円（同48.0％増加）、経常利益は２億36百万円（同159.1％増

加）、四半期純利益は１億34百万円（同220.2％増加）で増収増益となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、第１四半期会計期間より販売管理体制を変更

したことに伴い、前事業年度の「メディカル部門国内向け」と「アパレル部門」を統合して「国内向

け」セグメントとし、「メディカル部門海外向け」を「海外向け」に改称いたしました。これに伴い、

前年同四半期比較につきましては、変更後のセグメントに組み替えた数値で比較しております。 

（国内向け） 

製品では、衛生材料において医療機関・学識経験者との共同開発による手術関連の高付加価値製品

が増加いたしました。医療用品では重点販売製品の販売を一層強化したことで、「感染予防関連製

品」、「セットパック製品」及び「ステリコットα」が増加し、介護用品では「口腔ケア用品」が継

続して増加しております。一方アパレル製品では、市場規模の縮小が続く「ねまき」及び「ガーゼハ

ンカチ」は減少しましたが、販売店との関係強化に努めた「ベビー用衣料品」は増加いたしました。

商品では、医療用品は一部の収益性の低い商品の販売を抑えたことでやや減少しましたが、販売体

制の連携を強化したこともあって大手量販店向け販売が好調に推移し育児用品が増加いたしました。

これらの結果、売上高は144億62百万円（同1.3％増加）となりました。 

（海外向け） 

中近東を中心に欧州・アジア・中南米等の幅広い市場に対して、国内製の衛生材料や医療用製品に

海外からの調達品を加えた多種にわたる製品群を積極的に販売いたしました。しかし、当第２四半期

累計期間が円高で推移したことや中近東市場における医療機器輸入制度の改正による影響が継続して

おり、売上高は５億５百万円（同8.8％減少）となりました。 

利益面では、付加価値の高い製品の販売強化などの利益重視策を積極的に行ったことにより、売上総

利益率は前年同四半期に対して0.3ポイント上昇し、売上総利益は29億24百万円（同2.9％増加）となり

ました。 

経費面では、全般的な支出の節減に努めたことで販売費及び一般管理費は26億50百万円（同0.3％減

少）となりました。 

営業外収益では、過年度に評価損を認識した為替予約を実行し、為替予約残高が減少したため、デリ

バティブ評価益（為替予約評価益）が12百万円（前年同四半期は25百万円の評価損）発生いたしまし

た。 

営業外費用では、「支払利息」及び「債権売却損」の総額削減を目的として債権の割引減少に努めた

結果、合計額は41百万円（前年同四半期比22.4％減少）となりました。また、当第２四半期累計期間が

円高で推移した影響で為替差損が49百万円（同12.3％増加）発生いたしました。 

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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（資産） 

当第２四半期会計期間末の総資産は187億18百万円で前事業年度末に対して27億44百万円増加いたし

ました。 

流動資産は、138億82百万円で前事業年度末に対して28億55百万円増加いたしました。「現金及び預

金」が３億39百万円減少、「受取手形」・「売掛金」が４億70百万円増加、「たな卸資産」が45百万円

増加、「未収入金」では支払利息及び債権売却損の総額削減を目的にファクタリング入金の現金化時期

を遅らせたことでの残高増により26億81百万円増加したことが主な要因です。 

固定資産は、48億36百万円で前事業年度末に対して１億10百万円減少いたしました。有形固定資産

で、「建物」・「機械及び装置」が67百万円減少、「リース資産」が25百万円減少、投資その他の資産

で、「投資有価証券」が19百万円減少したことが主な要因です。 

（負債） 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、139億87百万円で前事業年度末に対して26億74百万円増加い

たしました。 

流動負債は、95億61百万円で前事業年度末に対して16億74百万円増加いたしました。「支払手形」・

「買掛金」が42百万円減少、「短期借入金」・「１年内返済予定の長期借入金」は債権の割引減少に対

応するための借入金増により17億91百万円増加、「未払金」が32百万円減少、「未払法人税等」が30百

万円減少したことが主な要因です。 

固定負債は、44億25百万円で前事業年度末に対して９億99百万円増加いたしました。「長期借入金」

は短期借入金増加と同じ要因により10億12百万円増加したことが主な要因です。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末の純資産は、47億31百万円で前事業年度末に対して70百万円増加いたしまし

た。「繰越利益剰余金」が92百万円増加、「その他有価証券評価差額金」が22百万円減少したことが主

な要因です。 

今後も厳しい環境は当面継続すると見込まれるなか、当社は、重点施策である「自社製品の開発促進

と販売拡大」、「販売体制の連携強化」、「物流業務の効率化推進」、「海外向け販売拡充の体制整

備」、「投下資本の効率化」に注力するとともに、全社をあげて効率的な経費支出を推進し、一層の利

益面の向上策を進めて、安定した収益の確保につなげてまいります。 

業績予想につきましては、平成24年11月５日発表の数値を変更しておりません。 

（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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該当事項はありません。 

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日以降に取得した有形固

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。 

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四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

（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）
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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２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,471,079 2,131,969

受取手形 989,651 1,384,787

売掛金 4,426,374 4,502,061

商品及び製品 1,793,732 1,826,770

仕掛品 328,445 348,503

原材料及び貯蔵品 170,603 163,228

繰延税金資産 181,611 177,358

未収入金 606,503 3,287,612

その他 60,571 61,714

貸倒引当金 △1,826 △1,734

流動資産合計 11,026,746 13,882,271

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,426,683 1,380,965

機械及び装置（純額） 144,496 122,524

土地 1,999,059 1,999,059

リース資産（純額） 104,737 78,755

その他（純額） 86,603 78,452

有形固定資産合計 3,761,580 3,659,756

無形固定資産   

リース資産 15,126 12,459

その他 35,177 36,872

無形固定資産合計 50,303 49,332

投資その他の資産   

投資有価証券 425,058 405,778

長期貸付金 150,000 150,000

繰延税金資産 173,827 182,776

その他 443,228 407,084

貸倒引当金 △56,991 △18,507

投資その他の資産合計 1,135,123 1,127,131

固定資産合計 4,947,007 4,836,220

資産合計 15,973,753 18,718,491
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,811,908 2,698,585

買掛金 1,821,022 1,891,609

短期借入金 1,371,000 2,524,500

1年内返済予定の長期借入金 744,372 1,382,770

リース債務 58,953 57,744

未払金 81,289 48,925

未払費用 421,865 446,788

未払法人税等 135,879 105,156

預り金 13,717 15,876

賞与引当金 238,656 238,004

役員賞与引当金 8,700 －

売上割戻引当金 147,207 145,990

その他 32,588 5,953

流動負債合計 7,887,161 9,561,903

固定負債   

長期借入金 2,611,016 3,623,401

リース債務 66,903 38,031

退職給付引当金 509,950 536,571

資産除去債務 16,711 16,852

為替予約 184,577 171,643

その他 36,347 38,687

固定負債合計 3,425,507 4,425,186

負債合計 11,312,668 13,987,090

純資産の部   

株主資本   

資本金 883,000 883,000

資本剰余金   

資本準備金 1,192,597 1,192,597

資本剰余金合計 1,192,597 1,192,597

利益剰余金   

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金   

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 1,397,612 1,490,101

利益剰余金合計 2,488,712 2,581,201

自己株式 △3,666 △3,666

株主資本合計 4,560,643 4,653,131

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100,441 78,270

評価・換算差額等合計 100,441 78,270

純資産合計 4,661,084 4,731,401

負債純資産合計 15,973,753 18,718,491
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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）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 14,834,508 14,968,378

売上原価 11,991,609 12,043,753

売上総利益 2,842,899 2,924,625

販売費及び一般管理費 2,657,710 2,650,456

営業利益 185,188 274,168

営業外収益   

受取利息 2,058 1,905

受取配当金 5,924 7,033

デリバティブ評価益 － 12,934

仕入割引 18,770 19,378

その他 11,844 14,242

営業外収益合計 38,597 55,495

営業外費用   

支払利息 28,415 33,322

債権売却損 24,797 7,970

為替差損 43,958 49,383

デリバティブ評価損 25,734 －

その他 9,770 2,921

営業外費用合計 132,675 93,599

経常利益 91,110 236,064

特別利益   

受取補償金 10,971 －

その他 44 －

特別利益合計 11,015 －

特別損失   

固定資産除売却損 324 0

投資有価証券評価損 3,175 1,299

特別損失合計 3,500 1,300

税引前四半期純利益 98,626 234,764

法人税、住民税及び事業税 31,832 96,765

法人税等調整額 24,815 3,566

法人税等合計 56,648 100,332

四半期純利益 41,977 134,431
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当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

当第２四半期累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

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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