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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54期

第１四半期
連結累計期間

第55期
第１四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成27年４月１日
至平成27年６月30日

自平成26年４月１日
至平成27年３月31日

売上高 （百万円） 8,398 8,639 35,233

経常利益 （百万円） 2,016 2,195 8,768

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 1,317 1,491 5,659

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 1,121 1,493 9,670

純資産額 （百万円） 76,076 84,354 83,301

総資産額 （百万円） 89,660 96,675 102,944

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 83.78 94.83 359.81

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 （％） 84.8 87.2 80.9

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 583 962 7,935

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △695 △8,346 △11,973

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △424 △440 △1,747

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 27,653 14,831 22,661

（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。

４．「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結

累計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

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】

　当第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を

適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における国内経済は、政府や日本銀行の経済・金融政策を背景に緩やかな回復基調に

あるものの、為替の変動による輸入品・材料費等の物価上昇の影響を受け、先行きが不透明な状況で推移いたしま

した。医療行政におきましては、社会保障・税の一体改革で描かれた2025年の医療・介護の将来像の実現に向け

て、機能分化を強化した医療制度改革が進められております。

　当医療機器業界における経営環境は、この政策の改革に伴い医療機関の二極化が進み、変化する医療環境に対応

するため経営の合理化がより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、医療機関の経営合理化に貢献できる「オペラマスター」の販売強化

と、契約医療機関でのキット製品販売の立上げ促進、新製品の開発及び販売に注力してまいりました。

　「オペラマスター」の契約状況は、医療機関の経営改善に対する意識の高まりと、継続的な提案と「オペラマス

ター」のセミナー活動等を行った結果、新規契約11件と順調に推移いたしました。一方、解約は３件で、累計契約

件数は250件となりました。

　製品の販売状況は、キット製品が「オペラマスター」を中心に売上高を伸張することができ、4,719百万円（前

年同期比6.7％増）となりました。以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,639百万円（同2.9％増）

となりました。なお、手術室運営の効率化と医療機関の経営改善に貢献する「手術管理システム」は、第３四半期

に２施設での売上計上を予定しております。

　売上原価は、期初計画通り為替変動に伴う原価率上昇影響と、在庫影響（総平均法によるたな卸資産の評価が売

上原価に与える影響）が原価率押下げ要因に働き、原価率は微増にとどまりました。販売費及び一般管理費は、必

要経費に集中化したことにより減少いたしました。この結果、営業利益は2,147百万円（同6.9％増）となりまし

た。経常利益は、為替変動に伴う影響により2,195百万円（同8.9％増）となりました。親会社株主に帰属する四半

期純利益は1,491百万円（同13.2％増）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14,831百万

円となり、前連結会計年度末に比べ7,829百万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2,197百万円、減価償却費を680百万円計上

し、売上債権の減少193百万円、たな卸資産の増加51百万円、仕入債務の減少66百万円、法人税等の支払1,430百万

円がありました。これらの結果、キャッシュ・フローは962百万円となり、前年同期に比べ378百万円増加いたしま

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、新キット工場の建築や機械設備の構築等に伴う有形固定資産の取得によ

る支出8,222百万円等がありました。これらの結果、8,346百万円の支出となり、前年同期に比べ7,650百万円支出

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、440百万円の支出となり、前

年同期に比べ15百万円支出が増加いたしました。

(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。
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(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、85百万円であります。

　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27年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成27年８月12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27年４月１日～

平成27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27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    612,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 15,696,400 156,964 －

単元未満株式 普通株式     32,355 － －

発行済株式総数 16,341,155 － －

総株主の議決権 － 156,964 －

　（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27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
612,400 － 612,400 3.74

計 － 612,400 － 612,400 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。

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27年４月１日から平

成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 23,033 15,198

受取手形及び売掛金 10,932 10,737

商品及び製品 3,571 3,719

仕掛品 434 428

原材料及び貯蔵品 3,515 3,419

その他 1,381 1,396

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 42,863 34,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,326 11,149

機械装置及び運搬具（純額） 4,306 4,910

土地 9,626 9,625

建設仮勘定 19,068 20,214

その他（純額） 517 505

有形固定資産合計 44,845 46,405

無形固定資産 2,532 2,640

投資その他の資産 ※１ 12,703 ※１ 12,735

固定資産合計 60,081 61,780

資産合計 102,944 96,675

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,472 4,404

未払法人税等 1,419 688

引当金 523 146

その他 10,205 4,050

流動負債合計 16,620 9,290

固定負債   

退職給付に係る負債 245 236

その他 2,776 2,794

固定負債合計 3,021 3,031

負債合計 19,642 12,321
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年６月30日)

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 64,335 65,387

自己株式 △3,323 △3,324

株主資本合計 76,472 77,522

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,229 5,376

繰延ヘッジ損益 922 813

為替換算調整勘定 742 706

退職給付に係る調整累計額 △70 △70

その他の包括利益累計額合計 6,823 6,825

非支配株主持分 6 6

純資産合計 83,301 84,354

負債純資産合計 102,944 96,675
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

売上高 8,398 8,639

売上原価 4,179 4,361

売上総利益 4,218 4,277

販売費及び一般管理費 2,210 2,130

営業利益 2,007 2,147

営業外収益   

受取利息 1 3

受取配当金 20 21

為替差益 － 20

その他 13 5

営業外収益合計 34 51

営業外費用   

投資事業組合運用損 4 3

為替差損 21 －

その他 1 0

営業外費用合計 26 3

経常利益 2,016 2,195

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 0

固定資産廃棄損 4 0

特別損失合計 4 0

税金等調整前四半期純利益 2,012 2,197

法人税等 694 706

四半期純利益 1,317 1,491

非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,317 1,491
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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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年６月30日)

四半期純利益 1,317 1,491

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 88 146

繰延ヘッジ損益 △160 △108

為替換算調整勘定 △126 △35

退職給付に係る調整額 1 0

その他の包括利益合計 △196 2

四半期包括利益 1,121 1,493

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,121 1,493

非支配株主に係る四半期包括利益 △0 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26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27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 2,012 2,197

減価償却費 627 680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △0

受取利息及び受取配当金 △21 △25

投資事業組合運用損益（△は益） 4 3

為替差損益（△は益） 17 △20

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） △278 193

たな卸資産の増減額（△は増加） 226 △51

仕入債務の増減額（△は減少） △601 △66

その他 465 △540

小計 2,447 2,367

利息及び配当金の受取額 21 25

法人税等の支払額 △1,885 △1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー 583 962

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 △369 △8,222

有形固定資産の売却による収入 2 68

無形固定資産の取得による支出 △324 △209

貸付けによる支出 △0 －

貸付金の回収による収入 1 0

その他 △4 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △695 △8,346

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △424 △439

財務活動によるキャッシュ・フロー △424 △440

現金及び現金同等物に係る換算差額 △36 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △574 △7,829

現金及び現金同等物の期首残高 28,227 22,661

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 27,653 ※１ 14,831
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）、「連結財務諸表に関する会計

基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号　平成25年９月13日）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株

主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半

期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っており

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。

 

（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27年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成27年６月30日）

投資その他の資産 7百万円 7百万円

 

（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26年４月１日
至 平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日）

現金及び預金勘定 28,025百万円 15,198百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △372 △367

現金及び現金同等物 27,653 14,831

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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26年４月10日

取締役会
普通株式 424 27  平成26年３月31日  平成26年５月30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26年７月10日

取締役会
普通株式 440 28  平成26年６月30日  平成26年８月29日 利益剰余金

 

EDINET提出書類

株式会社ホギメディカル(E02315)

四半期報告書

13/17



 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27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27年４月10日

取締役会
普通株式 440 28  平成27年３月31日  平成27年５月29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27年７月10日

取締役会
普通株式 456 29  平成27年６月30日  平成27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26年４月１日　至　平成26年６月30日）及び当第１四半期連結累計期

間（自　平成27年４月１日　至　平成27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。

 

（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26年４月１日
至　平成26年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年６月30日）

１株当たり四半期純利益 83円78銭 94円83銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 1,317 1,491

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（百万円）
1,317 1,491

普通株式の期中平均株式数（株） 15,729,140 15,728,690

　（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。
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２【その他】

（剰余金の配当）

平成27年４月10日及び平成27年７月10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27年４月10日開催　取締役会決議

・配当金の総額　　　　　440百万円

・１株当たり配当額　　　28円

・基準日　　　　　　　　平成27年３月31日

・効力発生日　　　　　　平成27年５月29日

②平成27年７月10日開催　取締役会決議

・配当金の総額　　　　　456百万円

・１株当たり配当額　　　29円

・基準日　　　　　　　　平成27年６月30日

・効力発生日　　　　　　平成27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２７年８月１２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

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　秀満　　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27年４月１日から平成28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27年４月１日か

ら平成27年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27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27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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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