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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28期

第１四半期累計期間
第29期

第１四半期累計期間
第28期

会計期間
自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日

自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日

自　平成25年４月１日
至　平成26年３月31日

売上高 (千円) 6,208,706 7,086,233 26,420,963

経常利益 (千円) 345,754 348,730 1,310,819

四半期（当期）純利益 (千円) 222,868 222,913 788,549

持分法を適用した場合の投資

利益
(千円) － － －

資本金 (千円) 344,457 344,457 344,457

発行済株式総数 (株) 5,640,000 11,280,000 5,640,000

純資産額 (千円) 3,629,560 4,253,234 4,201,482

総資産額 (千円) 10,231,596 11,879,925 11,325,206

１株当たり四半期（当期）純

利益金額
(円) 19.76 19.77 69.92

潜在株式調整後１株当たり四

半期（当期）純利益金額
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 30.00

自己資本比率 (％) 35.5 35.8 37.1

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る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、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益については、持分法を適用する関連会社が存在しないため記載しておりま

せん。

４　平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首に当該

株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。

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

ません。

６　第28期の１株当たり配当額には、記念配当２円が含まれております。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、雇用情勢は緩やかに改善したものの、平成26年４月に実施され

た消費税率の引き上げの影響により、個人消費や住宅投資、民間の機械受注が大きく落ち込む状況となりました。

また為替水準は、１ドル100円台前半の水準で比較的安定して推移することとなりました。

　医療機器業界におきましては、平成26年４月に診療報酬が改定されました。これに伴い、当社の取扱商品に係る

保険償還価格ついては、全般的に引き下げられることとなりました。

　このような情勢のもと、当社では、経営の効率化や販売体制の強化に取り組み、業容の拡大を目指してまいりま

した。

　これらの結果、当第１四半期累計期間の売上高は7,086,233千円（前年同期比14.1％増）となりました。営業利

益は、増収効果はあったものの、新商品の治験費用の発生等により販売費及び一般管理費が増加したことにより

348,897千円（前年同期比3.5％増）となりました。また、経常利益は348,730千円（前年同期比0.9％増）、四半期

純利益は222,913千円（前年同期比0.0％増）となりました。

 

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 不整脈事業

　既存顧客に対するサービスの充実に努めるとともに、新規顧客の開拓にも注力いたしました。その結果、電極カ

テーテルやＣＲＴ－Ｄ（両室ペーシング機能付き植込み型除細動器）等の主力商品の販売数量が増加し、当第１四

半期累計期間の売上高は5,600,840千円（前年同期比8.9％増）、セグメント利益は784,086千円（前年同期比8.4％

増）となりました。

② 虚血事業

　輸入総代理店として取り扱っているエキシマレーザ血管形成システムの関連商品が、本体の普及に伴って好調に

推移いたしました。また、冠動脈ステント等を取り扱っている販売代理店としても、新規顧客の開拓に注力し、好

調に推移いたしました。その結果、当第１四半期累計期間の売上高は1,132,559千円（前年同期比19.8％増）、セ

グメント利益は366,235千円（前年同期比5.5％増）となりました。

③ その他

　脳外科関連商品の販売が好調に推移するとともに、大型機器の販売があったことから、当第１四半期累計期間の

売上高は352,832千円（前年同期比192.0％増）、セグメント利益は35,460千円（前年同期比118.2％増）となりま

した。

 

(2）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題

はありません。

 

(3）研究開発活動

当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、6,523千円であります。

なお、当第１四半期累計期間において、当社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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(4）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期累計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に変更はありません。

 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第１四半期会計期間末における流動資産は、前事業年度末に比べ540,450千円増加し、11,112,679千円となり

ました。これは主に、法人税等の納税及び配当金の支払い等により、現金及び預金が458,263千円減少したもの

の、売上高の増加に伴って受取手形及び売掛金が758,269千円増加したことによるものであります。固定資産は、

前事業年度末に比べ14,269千円増加し、767,246千円となりました。これは主に、無形固定資産が9,807千円増加し

たことによるものであります。

　これらの結果、当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ554,719千円増加し、

11,879,925千円となりました。

（負債）

　当第１四半期会計期間末における流動負債は、前事業年度末に比べ499,938千円増加し、7,340,404千円となりま

した。これは主に、納税により未払法人税等が237,000千円減少したものの、仕入高の増加に伴って買掛金が

542,550千円増加したことによるものであります。固定負債は、前事業年度末に比べ3,029千円増加し、286,286千

円となりました。これは主に、長期借入金が5,622千円減少する一方、退職給付引当金が6,882千円増加したことに

よるものであります。

　これらの結果、当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比べ502,967千円増加し、

7,626,691千円となりました。

（純資産）

　当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ51,751千円増加し、4,253,234千円となり

ました。これは主に、剰余金の配当により169,162千円減少したものの、四半期純利益により222,913千円増加した

ことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は35.8％（前事業年度末は37.1％）となりました。

 

(6）経営者の問題意識と今後の方針について

医療機器業界においては、特定保険医療材料の保険償還価格改定や消費税率の引き上げ、市場の激しい価格競争

等、当社を取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと認識しております。

当社の経営陣は、現在の事業環境及び入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めており、引き

続き積極的な営業活動を展開すると共に、徹底した品質管理の向上に努め、顧客ニーズを捉えた施策による成長を

推し進めて、社会から信頼される企業集団として企業価値を向上させてまいります。
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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 44,000,000

計 44,000,000

 

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26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月14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 11,280,000 11,280,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 11,280,000 11,280,000 ― ―

 

(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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年４月１日

（注）
5,640,000 11,280,000 ― 344,457 ― 314,730

（注）株式分割（１：２）によるものであります。

 

(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】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

平成26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　　　 1,200 ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  5,637,300 56,373
権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式

単元未満株式（注） 普通株式      1,500 ― １単元（100株）未満の株式

発行済株式総数 5,640,000 ― ―

総株主の議決権 ― 56,373 ―

（注）単元未満株式には、当社所有の自己株式38株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26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（％）

ディーブイエックス株式

会社

東京都練馬区小竹町

一丁目16番１号
1,200 － 1,200 0.02

計 ― 1,200 － 1,200 0.02

 

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　四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63号）に基づいて作成しております。

 

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１四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表

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。

 

３　四半期連結財務諸表について
当社には子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【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26年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,186,862 2,728,598

受取手形及び売掛金 6,584,632 7,342,901

商品 550,707 789,403

繰延税金資産 141,000 129,000

その他 111,326 123,674

貸倒引当金 △2,300 △900

流動資産合計 10,572,228 11,112,679

固定資産   

有形固定資産 298,896 302,570

無形固定資産 42,081 51,888

投資その他の資産   

投資有価証券 212,129 209,024

差入保証金 116,467 116,285

繰延税金資産 73,000 76,000

その他 10,402 11,477

投資その他の資産合計 411,999 412,787

固定資産合計 752,977 767,246

資産合計 11,325,206 11,879,925

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,931,865 6,474,416

1年内返済予定の長期借入金 93,533 66,365

未払法人税等 368,000 131,000

賞与引当金 218,939 101,435

売上値引引当金 － 135,957

その他 228,128 431,230

流動負債合計 6,840,466 7,340,404

固定負債   

長期借入金 53,347 47,725

退職給付引当金 148,930 155,812

役員退職慰労引当金 70,918 72,806

その他 10,061 9,942

固定負債合計 283,257 286,286

負債合計 7,123,723 7,626,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 344,457 344,457

資本剰余金 314,730 314,730

利益剰余金 3,510,851 3,564,602

自己株式 △547 △547

株主資本合計 4,169,492 4,223,242

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 31,990 29,991

評価・換算差額等合計 31,990 29,991

純資産合計 4,201,482 4,253,234

負債純資産合計 11,325,206 11,879,925

 

EDINET提出書類

ディーブイエックス株式会社(E03005)

四半期報告書

 8/15



(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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 6,208,706 7,086,233

売上原価 5,121,904 5,900,451

売上総利益 1,086,802 1,185,782

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 269,920 296,319

賞与引当金繰入額 93,364 101,435

役員退職慰労引当金繰入額 2,012 1,887

退職給付費用 11,467 7,088

その他 372,847 430,153

販売費及び一般管理費合計 749,612 836,884

営業利益 337,190 348,897

営業外収益   

受取利息 61 64

為替差益 － 2,201

貸倒引当金戻入額 12,338 1,400

デリバティブ評価益 3,782 －

その他 353 2,126

営業外収益合計 16,536 5,792

営業外費用   

支払利息 371 196

為替差損 7,600 －

デリバティブ評価損 － 5,763

営業外費用合計 7,972 5,959

経常利益 345,754 348,730

特別損失   

固定資産除却損 23 －

特別損失合計 23 －

税引前四半期純利益 345,730 348,730

法人税、住民税及び事業税 88,143 115,709

法人税等調整額 34,719 10,106

法人税等合計 122,862 125,816

四半期純利益 222,868 222,913
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

該当事項はありません。

 

（会計方針の変更）

　該当事項はありません。

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

（追加情報）

該当事項はありません。

 

（四半期貸借対照表関係）

受取手形裏書譲渡高

 
前事業年度

（平成26年３月31日）
当第１四半期会計期間
（平成26年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 456,142千円 340,875千円

 

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期

間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとおりであ

ります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 16,520千円 20,316千円

のれんの償却額 2,096千円 2,096千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月25日

定時株主総会
普通株式 140,969 25 平成25年３月31日 平成25年６月26日 利益剰余金

 
 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 169,162 30 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金

 
 

（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２

 不整脈事業 虚血事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,142,498 945,392 6,087,890 120,815 6,208,706

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 5,142,498 945,392 6,087,890 120,815 6,208,706

セグメント利益 723,468 347,084 1,070,552 16,250 1,086,802

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、脳外科事業及び消化

器事業等を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。
 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。
 

（のれんの金額の重要な変動）

特記すべき重要な事項はありません。
 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

１　報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

    （単位：千円）

 報告セグメント
その他
（注）１

合計
（注）２

 不整脈事業 虚血事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 5,600,840 1,132,559 6,733,400 352,832 7,086,233

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 5,600,840 1,132,559 6,733,400 352,832 7,086,233

セグメント利益 784,086 366,235 1,150,321 35,460 1,185,782

（注）１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、脳外科事業及び消化

器事業等を含んでおります。

　　　２　セグメント利益の合計額は四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。
 

２　報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

該当事項はありません。
 

（のれんの金額の重要な変動）

特記すべき重要な事項はありません。
 

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 19円76銭 19円77銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 222,868 222,913

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 222,868 222,913

普通株式の期中平均株式数（株） 11,277,524 11,277,524

（注）１　当社は、平成26年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期首

に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

２　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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】

該当事項はありません。
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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26年８月14日

ディーブイエックス株式会社

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 北川　　卓哉　　㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 矢崎　　弘直　　㊞

 

　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」に掲げられているディーブイ

エックス株式会社の平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第２９期事業年度の第１四半期会計期間（平成

２６年４月１日から平成２６年６月３０日まで）及び第１四半期累計期間（平成２６年４月１日から平成２６年６月３０

日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

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

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ディーブイエックス株式会社の平成２６年６月３０日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績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　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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