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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 64,070 5.0 5,892 46.2 5,969 41.4 3,565 69.3
22年3月期第3四半期 61,030 △2.4 4,030 △8.4 4,222 △3.2 2,105 △13.8

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

23年3月期第3四半期 195.74 ―
22年3月期第3四半期 111.67 ―

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

23年3月期第3四半期 98,820 75,150 76.0 4,370.04
22年3月期 102,909 76,049 73.9 4,117.89

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  75,150百万円 22年3月期  76,049百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
23年3月期 ― 40.00 ―
23年3月期 

（予想） 40.00 80.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 88,000 △0.2 7,500 7.1 7,500 7.0 4,300 22.9 236.08



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。 
２．業績予想の前提となる条件等については、【添付資料】の１ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３） 連結業績予想に関する定性
的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】の２ページ「２．その他の情報」をご覧下さい。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 19,588,000株 22年3月期  19,588,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,391,304株 22年3月期  1,119,910株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 18,213,826株 22年3月期3Q 18,858,007株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の内需拡大に伴う輸出や生産の増加による企業収益回

復の兆しが見られたものの、デフレの長期化、低迷する雇用情勢に加え、急激な円高の進行が不安材料となるなど

引き続き厳しい状況が続きました。 

医療機器業界においては、診療報酬が10年振りにプラス改定となり、医療機関の経営環境改善が期待されており

ますが、一方では患者様の自己負担増加に伴う受診抑制が懸念されるなど不透明な状況が続いております。 

このような経済状況の下、当社グループの当第３四半期連結売上高は640億70百万円（前年同期比5.0％増）、営

業利益58億92百万円（前年同期比46.2％増）、経常利益59億69百万円（前年同期比41.4％増）、四半期純利益35億

65百万円（前年同期比69.3％増）となりました。 

  

① 生体検査装置部門  

心電計関連、血圧脈波検査装置の売上は引き続き伸張しました。システム製品は、診療報酬プラス改定により

病院の設備投資意欲が除々に回復してきたこともあり売上が増加しました。 

その結果、連結売上高は171億94百万円（前年同期比7.4％増）となりました。 

② 生体情報モニタ部門 

新製品投入効果もあり売上は引き続き伸張しました。 

その結果、連結売上高は50億72百万円（前年同期比24.3％増）となりました。 

③ 治療装置部門 

在宅医療向けレンタル事業は引き続き伸張しましたが、人工呼吸器は昨年度の新型インフルエンザ需要の反動

により減少しました。ペースメーカーは販売台数はほぼ横ばいで推移しましたが、公定償還価格改定の影響を受

け売上は減少しました。ＡＥＤは第３四半期においてやや回復の傾向が見られました。 

その結果、連結売上高は273億78百万円（前年同期比0.5％増）となりました。 

④ 消耗品等部門 

消耗品等部門は、記録紙、ディスポーザブル電極や上記各部門の器械装置に使用する消耗品や修理、保守を含

みます。 

消耗品等部門の連結売上高は144億25百万円（前年同期比5.3％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３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比べて40億88百万円減少し、988億20

百万円となりました。 

これは、投資その他の資産が49億22百万円増加したものの、現金及び預金が54億58百万円減少、受取手形及び売

掛金が47億44百万円減少したことなどが主な原因であります。 

負債は、前連結会計年度末と比べて31億89百万円減少し、236億70百万円となりました。 

これは、長期借入金が３億72百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が22億83百万円減少、賞与引当金が６

億81百万円減少したことなどが主な原因であります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べて８億99百万円減少し、751億50百万円となりました。 

これは、利益剰余金が20億82百万円増加したものの、自己株式が25億46百万円増加、その他有価証券評価差額金

が４億３百万円減少したことなどが主な原因であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年３月期における通期の業績予想につきまして、当第３四半期までは概ね順調に推移していることより平

成22年10月22日に公表した業績予想の当期純利益37億50百万円を43億円に修正致しました。 

なお、業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づいて当社が判断したものであり、実際の業績は今

後発生する様々な要因により、結果が異なる可能性があります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

連結子会社の税金費用の計算にあたり、税引前四半期純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用

後の法人税等の負担率を乗じて計算しております。 

なお、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

２．特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

（製品保証引当金に関する会計方針の変更） 

従来、無償で行う補修費用については、支出時に費用処理を行っておりましたが、基幹業務システムの運用に

伴い過去の実績に基づき将来の費用発生見込額の合理的な見積りが可能となったことにより、期間損益の適正

化、財務体質の健全化を図るため、前連結会計年度より将来発生する補修費用の見込額を引当計上することに致

しました。 

これによる、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微でありま

す。 

なお、前連結会計年度末より合理的な見積りが可能になったため、前第３四半期連結会計期間末の製品保証引

当金については、影響額を算定しておりません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,171 28,630

受取手形及び売掛金 19,338 24,082

有価証券 1,199 1,099

商品及び製品 7,540 6,920

仕掛品 139 86

原材料及び貯蔵品 1,729 1,664

その他 3,847 3,015

貸倒引当金 △54 △212

流動資産合計 56,911 65,285

固定資産   

有形固定資産 19,935 20,144

無形固定資産 1,915 2,344

投資その他の資産   

その他 20,373 15,405

貸倒引当金 △15 △18

投資損失引当金 △300 △251

投資その他の資産合計 20,057 15,134

固定資産合計 41,908 37,623

資産合計 98,820 102,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,553 13,836

短期借入金 1,600 1,950

未払法人税等 1,454 1,497

賞与引当金 972 1,654

製品保証引当金 271 303

その他の引当金 88 117

その他 2,839 2,834

流動負債合計 18,779 22,195

固定負債   

長期借入金 372 －

退職給付引当金 3,225 3,397

その他の引当金 173 173

その他 1,119 1,094

固定負債合計 4,890 4,664

負債合計 23,670 26,859
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,621 4,621

資本剰余金 9,982 9,982

利益剰余金 65,757 63,674

自己株式 △5,047 △2,501

株主資本合計 75,313 75,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8 411

為替換算調整勘定 △171 △139

評価・換算差額等合計 △163 272

純資産合計 75,150 76,049

負債純資産合計 98,820 102,909
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 61,030 64,070

売上原価 32,397 33,707

売上総利益 28,632 30,362

販売費及び一般管理費 24,602 24,470

営業利益 4,030 5,892

営業外収益   

受取利息 15 29

受取配当金 151 121

為替差益 17 －

その他 95 160

営業外収益合計 279 311

営業外費用   

支払利息 22 15

為替差損 － 58

投資損失引当金繰入額 － 48

投資事業組合運用損 54 88

その他 10 23

営業外費用合計 87 234

経常利益 4,222 5,969

特別利益   

固定資産売却益 4 1

投資有価証券売却益 － 63

貸倒引当金戻入額 56 155

保険解約返戻金 270 195

保険差益 33 －

その他 2 13

特別利益合計 367 429

特別損失   

前期損益修正損 129 －

固定資産売却損 0 6

固定資産除却損 14 10

減損損失 5 2

投資有価証券評価損 665 8

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21

その他 51 2

特別損失合計 866 52

税金等調整前四半期純利益 3,723 6,347

法人税、住民税及び事業税 1,598 2,866

法人税等調整額 18 △84

法人税等合計 1,617 2,781

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,565

少数株主利益 0 －

四半期純利益 2,105 3,565
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該当事項はありません。  

  

  

当社は、平成22年11月４日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され

る、同法第156条の規定に基づく自己株式の取得に係る事項について決議し、平成22年11月５日付けで大阪証券取

引所のＪ－ＮＥＴ市場における取引により、普通株式1,271,300株、取得総額2,546百万円の自己株式を取得してお

ります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が5,047百万円となりました。  

  

（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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