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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第１四半期連結
累計期間

第52期
第１四半期連結
累計期間

第51期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年６月30日

自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 7,838 8,040 31,873

経常利益（百万円） 2,193 2,018 7,825

四半期（当期）純利益（百万円） 1,320 1,264 4,624

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
1,382 1,482 4,713

純資産額（百万円） 61,678 65,133 64,013

総資産額（百万円） 70,131 72,667 72,522

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
83.94 80.36 294.01

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － －

自己資本比率（％） 87.9 89.6 88.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
1,344 1,081 6,278

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△408 △852 △2,810

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△817 △362 △2,310

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
18,282 19,167 19,239

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における当医療機器業界の環境は、診療報酬が僅かながらプラス改定になりましたも

のの、国の厳しい財政状態もあり、引き続き各企業はより一層の経営の効率化及び合理化が求められる状況となっ

ております。

　このような環境の下、当社グループでは、製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」の販売強化と、新製

品の販売と開発に注力してまいりました。「オペラマスター」販売では、学会・セミナー等を通じて医療機関の関

係者へ理解の浸透を図りました。さらに、社内でのノウハウの蓄積や、新製品発売やショールーム・工場見学の強化

による営業活動活性化等の効果もあり、四半期では過去最高となる14件の医療機関と契約を締結することが出来ま

した。解約は１件で、累計契約件数157件となりました。今後、契約いただいた医療機関での「オペラマスター」立上

げにかなりの労力が必要とされるため、全社をあげて取り組んでまいります。新製品として発売いたしました「IC

TRACER」は、手術中に使用したガーゼが体内に遺残しないように、ガーゼにICタグを取り付け機械でトレースする

ことができる製品であり、医療の安全と効率に寄与できる製品です。現在、多くのお客様に試用をしていただき、

「IC TRACER」の評価をしていただいている段階です。

　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は8,040百万円（前年同期比2.6％増）となりました。手術用

品類の医療用キット製品の売上高は「オペラマスター」を中心に3,909百万円（同5.7％増）と伸長いたしました。

また、手術用品類の医療用不織布製品は、シェア拡大のための戦略的価格政策により、売上高2,636百万円（同3.4％

減）となりました。

　売上原価は、一過性の要因として、前年の第１四半期連結累計期間に、東日本大震災の影響による一時的な受注増

加を解消するための増産により生産性の改善があり、当第１四半期連結累計期間はその反動を受け原価率が上昇い

たしました。販売費及び一般管理費は前年より稼動している、オペラマスター手術管理システムの償却費もあり、増

加いたしました。その結果、連結営業利益は2,018百万円（同7.8％減）となりました。連結経常利益は2,018百万円

（同8.0％減）、連結四半期純利益は1,264百万円（同4.3％減）となりました。

　当社グループの事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグ

メント別の記載を省略しております。　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより19,167百万

円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円減少いたしました。

　当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を2,022百万円、減価償却費を693百万円計上い

たしました。一方、法人税等の支払い1,754百万円、売上債権の増加26百万円等がありました。この結果、キャッシュ

・フローは1,081百万円となり、前年同期に比べ262百万円減少いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、オペラマスター手術管理システムの開発等により852百万円の支出とな

り、前年同期に比べ443百万円支出が増加いたしました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等がありました。この結果、362百万円の支出となり、前年同

期に比べ455百万円支出が減少いたしました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、97百万円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 65,000,000

計 65,000,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年８月８日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,341,155 16,341,155
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 16,341,155 16,341,155 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
 （百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年４月１日～

平成24年６月30日
－　 16,341,155 　－ 7,123 　－ 8,336

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年６月30日現在

区分 株式数（株）
議決権の数
（個）

内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 611,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　15,697,200 156,972 －

単元未満株式 普通株式　　　32,655 － －

発行済株式総数 16,341,155 － －

総株主の議決権 － 156,972 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権の数３個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

 平成24年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ホギメディカル
港区赤坂

２丁目７番７号
611,300 － 611,300 3.74

計 － 611,300 － 611,300 3.74

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１

個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含

めて記載しております。
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日から平成

24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,610 19,537

受取手形及び売掛金 10,357 10,410

商品及び製品 3,070 3,162

仕掛品 303 307

原材料及び貯蔵品 2,137 2,418

その他 993 924

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 36,465 36,755

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,552 12,419

機械装置及び運搬具（純額） 6,353 6,093

土地 9,361 9,378

建設仮勘定 982 1,073

その他（純額） 335 428

有形固定資産合計 29,585 29,394

無形固定資産 1,291 1,413

投資その他の資産 ※1
 5,179

※1
 5,104

固定資産合計 36,056 35,911

資産合計 72,522 72,667
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,715 3,849

未払法人税等 1,801 784

引当金 584 271

その他 1,504 2,048

流動負債合計 7,606 6,954

固定負債

引当金 147 143

その他 754 436

固定負債合計 902 580

負債合計 8,508 7,534

純資産の部

株主資本

資本金 7,123 7,123

資本剰余金 8,336 8,336

利益剰余金 52,750 53,653

自己株式 △3,317 △3,318

株主資本合計 64,892 65,794

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 326 332

繰延ヘッジ損益 25 △39

為替換算調整勘定 △1,236 △959

その他の包括利益累計額合計 △884 △667

少数株主持分 5 5

純資産合計 64,013 65,133

負債純資産合計 72,522 72,667
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

売上高 7,838 8,040

売上原価 3,643 3,940

売上総利益 4,194 4,100

販売費及び一般管理費 2,006 2,082

営業利益 2,188 2,018

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 25 21

その他 11 9

営業外収益合計 37 32

営業外費用

支払利息 2 －

為替差損 30 31

その他 0 0

営業外費用合計 33 31

経常利益 2,193 2,018

特別利益

固定資産売却益 0 3

特別利益合計 0 3

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産廃棄損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 2,193 2,022

法人税等 872 758

少数株主損益調整前四半期純利益 1,320 1,264

少数株主利益 0 0

四半期純利益 1,320 1,264
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,320 1,264

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 6

繰延ヘッジ損益 △62 △64

為替換算調整勘定 127 276

その他の包括利益合計 61 217

四半期包括利益 1,382 1,482

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,379 1,481

少数株主に係る四半期包括利益 3 0
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 2,193 2,022

減価償却費 642 693

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △1

受取利息及び受取配当金 △26 △22

支払利息 2 －

為替差損益（△は益） 32 29

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △3

売上債権の増減額（△は増加） △392 △26

たな卸資産の増減額（△は増加） △299 △317

仕入債務の増減額（△は減少） 218 119

その他 210 321

小計 2,582 2,813

利息及び配当金の受取額 26 22

利息の支払額 △4 －

法人税等の支払額 △1,259 △1,754

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,344 1,081

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 △304 △679

有形固定資産の売却による収入 0 2

関係会社株式の取得による支出 △8 －

貸付けによる支出 － △6

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △97 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △408 △852

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △425 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △392 △361

財務活動によるキャッシュ・フロー △817 △362

現金及び現金同等物に係る換算差額 25 60

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143 △72

現金及び現金同等物の期首残高 18,139 19,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 18,282

※1
 19,167
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【会計方針の変更等】

（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、当第１四半期連結会計期間より、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。

　この変更に伴う、当第１四半期連結累計期間の営業利益、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。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。

　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。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成24年６月30日）

投資その他の資産 14百万円 14百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下

記のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

現金及び預金勘定 18,648百万円 19,537百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △365 △370

現金及び現金同等物 18,282 19,167
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

１．配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年４月19日

取締役会
普通株式 393 25  平成23年３月31日 平成23年５月31日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年７月12日

取締役会
普通株式 314 20  平成23年６月30日 平成23年８月31日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

１．配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年４月11日

取締役会
普通株式 361 23  平成24年３月31日 平成24年５月31日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年７月11日

取締役会
普通株式 377 24  平成24年６月30日 平成24年８月31日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　当社グループの事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントで

あるため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

１株当たり四半期純利益 83円94銭 80円36銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 1,320 1,264

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 1,320 1,264

普通株式の期中平均株式数（株） 15,730,180 15,729,900

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

２【その他】

（剰余金の配当）

平成24年４月11日及び平成24年７月11日開催の取締役会において、剰余金の配当を行うことを決議しております。

①平成24年４月11日開催　取締役会決議

・配当金の総額　　　　　361百万円

・１株当たり配当額　　　23円

・基準日　　　　　　　　平成24年３月31日

・効力発生日　　　　　　平成24年５月31日

②平成24年７月11日開催　取締役会決議　

・配当金の総額　　　　　377百万円

・１株当たり配当額　　　24円

・基準日　　　　　　　　平成24年６月30日

・効力発生日　　　　　　平成24年８月31日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２４年８月８日

株式会社ホギメディカル

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 網本　重之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 向井　誠　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホギメ

ディカルの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年４月１日

から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ホギメディカル及び連結子会社の平成24年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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