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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 31,339 1.1 7,974 6.3 8,020 5.2 4,921 37.3
21年3月期 31,009 6.9 7,501 3.7 7,627 4.7 3,584 △11.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 315.74 ― 8.9 12.3 25.4
21年3月期 238.47 ― 7.1 12.4 24.2

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 68,259 58,506 85.7 3,718.27
21年3月期 61,941 51,505 83.1 3,425.71

（参考） 自己資本   22年3月期  58,492百万円 21年3月期  51,493百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 8,173 △3,713 750 17,405
21年3月期 6,023 △2,270 △2,344 12,182

2.  配当の状況 

（注）平成23年３月期 配当金の内訳 記念配当 各四半期２円、合計８円 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 23.00 23.00 23.00 23.00 92.00 1,382 38.6 2.7
22年3月期 23.00 23.00 23.00 23.00 92.00 1,447 29.1 2.6
23年3月期 

（予想）
25.00 25.00 25.00 25.00 100.00 30.6

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間 15,960 0.7 4,310 7.2 4,340 9.6 2,590 9.0 164.64

通期 32,200 2.7 8,550 7.2 8,610 7.4 5,140 4.4 326.74
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、22ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 16,341,155株 21年3月期 16,341,155株
② 期末自己株式数 22年3月期  610,158株 21年3月期  1,309,568株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 31,046 2.2 7,379 4.5 7,488 3.4 4,477 34.7
21年3月期 30,374 5.9 7,061 5.0 7,241 6.1 3,325 △11.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 287.30 ―
21年3月期 221.20 ―

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

22年3月期 66,009 56,229 85.2 3,574.46
21年3月期 59,798 49,787 83.3 3,312.18

（参考） 自己資本 22年3月期  56,229百万円 21年3月期  49,787百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご覧ください。 

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

第2四半期 
累計期間 15,920 2.0 4,030 7.8 4,080 11.3 2,420 11.8 153.84

通期 32,100 3.4 8,000 8.4 8,160 9.0 4,850 8.3 308.31
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

   当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の悪化に底打ちの兆しが見られるものの、引き続き世界的な金融・ 

  経済危機による景気停滞、急激な為替変動が企業収益へ影響を及ぼすとともに雇用・所得環境にも改善が見られず 

  デフレ圧力が強まるなど、依然として厳しい状況が続いております。 

   医療業界におきましても、医療費抑制の影響による厳しい経営環境の中、第１四半期に新型インフルエンザが発 

  生し診療に大きな影響を与えました。これらの影響もあり当医療機器業界を取り巻く各企業は、より一層の経営の 

  効率化・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、当社は、患者及び医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・省力化に貢献できる 

  製商品群を提供した結果、当連結会計年度の連結売上高は 31,339 百万円（前期比 1.1％増）となり、会社設立以来 

  49 期連続増収を達成いたしました。製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」を中心に、手術用品類の医 

  療用キット製品の売上高は 13,808 百万円（同 4.3％増）と伸長いたしました。なお、第３・第４四半期において、 

16 件の医療機関と契約を結び６件解約がございました。契約いただいた医療機関は手術件数が多く、今後の売上高 

増加が見込まれます。大型案件が多いため売上高増加までには時間がかかることを想定しております。また手術用 

品類の医療用不織布製品は安価・高機能・高品質を基本コンセプトとする「サーレム戦略」を強化したことにより 

前年度並みの売上高 10,893 百万円を確保いたしました。また第１四半期に発生した新型インフルエンザの影響によ 

り手術用品類のその他不織布製品の売上高が 1,713 百万円（同 18.4％増）と大きく伸長いたしました。連結子会社 

の一部事業を７月に売却したことから、その他の売上高が 916 百万円（同 26.4％減）に減少いたしました。売上原 

価は、製造量増加による生産性の改善等により原価率は前年同期に比べ改善いたしました。販売費及び一般管理費 

は効率的な経費使用に注力いたしました。この結果、連結営業利益は 7,974 百万円（同 6.3％増）となりました。 

   営業外損益の主なものは為替差損の 62 百万円であり、この結果、連結経常利益は 8,020 百万円（同 5.2％増）と 

  なりました。 

   特別損益の主なものは、負ののれん一括償却額が 83 百万円ありました。なお、前連結会計年度は投資有価証券の 

  評価損 1,620 百万円を計上しております。この結果、連結当期純利益は 4,921 百万円（同 37.3％増）と会社設立以 

  来の 高益となりました。 

 

（次期の見通し） 

   次期の見通しにつきましては、わが国経済状況は一部改善が期待されますが、引き続き予断を許さない状況が続く

ものと思われます。医療業界におきましても、10 年ぶりに診療報酬全体が引き上げられ、医療機関の経営環境の改善

が期待されるものの二極化の傾向はさらに進み、引き続き厳しい状況が続くものと考えられます。当医療機器業界を

取り巻く各企業は、これまで以上に経営の効率化・合理化が求められます。 

   当企業集団におきましては設立 50 年目の節目を迎え、より一層の企業価値向上に努めると共に、引き続き「オペ 

  ラマスター戦略」、そして「サーレム戦略」を果断に推進することにより、他企業との差別化を図ってまいります。 

  このような状況を踏まえ、次期の連結業績予想は以下のとおりであります。 

 
 （連結業績予想） 

売 上 高 32,200 百万円 （前期比 2.7％増） 

営 業 利 益    8,550 百万円 （前期比 7.2％増） 

経 常 利 益   8,610 百万円 （前期比 7.4％増） 

当 期 純 利 益  5,140 百万円 （前期比 4.4％増） 

 

（2）財政状態に関する分析 

   ① 資産負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は68,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,317百万円増加いたしました。 

 流動資産は 33,363 百万円となり 5,247 百万円増加いたしました。その主な要因は自己株式の処分及び営業活 

 動に伴う現金預金の 5,265 百万円の増加となります。固定資産は 34,895 百万円となり 1,069 百万円増加いたし 

 ました。うち有形固定資産は 30,121 百万円となり 1,048 百万円増加いたしました。その主な要因は筑波新滅菌 

 センター関連の設備投資による 1,862 百万円の増加となります。また、無形固定資産は 597 百万円となり 94 百 
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万円増加し、投資その他の資産は 4,176 百万円となり 73 百万円減少となりました。 

 当連結会計年度末の負債合計は 9,752 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 683 百万円減少いたしました。 

 流動負債は 8,006 百万円となり 779 百万円増加いたしました。主な要因は未払法人税等の 1,150 百万円の増加や 

 設備関係支払手形の 265 百万円の減少となります。固定負債は 1,746 百万円となり 1,462 百万円減少いたしま 

 した。主な要因は長期借入金返済による 1,000 百万円の減少、退職給付引当金の 383 百万円の減少となります。 

    当連結会計年度末の純資産の部は58,506百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,000百万円増加いたしました。 

   主な要因は自己株式の処分による 3,183 百万円の増加、当期純利益 4,921 百万円の計上による増加、配当金の支 

   払いによる 1,431 百万円の減少となっております。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 83.1％から 

   85.7％となりました。 
 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末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 17,405 百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ 5,223 百万円増加いたしました。 

（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、税金等調整前当期純利益 8,103 百万円、減価償却費 2,557 百万円、棚卸

資産の減少 121 百万円を計上する一方、法人税等の支払いによる 2,266 百万円の減少、売上債権の増加による 22

百万円の減少等がありました。この結果、キャッシュ・フローは 8,173 百万円となり、前連結会計年度に比べ 2,149

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、主に筑波新滅菌センター新設等により 3,713 百万円の支出となり、前連

結会計年度に比べ 1,442 百万円支出が増加いたしました。これらの投資資金は、自己資金及び平成 21 年６月 15 日

払込の自己株式の売出しによる調達資金の一部を充当いたしました。 

（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、当第１四半期において、自己株式の処分による株式の売出を実施し、3,183

百万円を調達する一方、長期借入金の返済や配当金の支払い等がありました。この結果、750 百万円の収入（前年

同期は 2,344 百万円の支出）となりました。なお、この自己株式の処分により調達した資金は筑波新滅菌センター

新設等に充当いたしました。 

 

次期のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、業績を反映し約 7,000 百万

円の増加を予想しております。投資活動によるキャッシュ・フローは、主に筑波新滅菌センター関連取得及び既存

設備入替により約 3,100 百万円の支出を見込んでおります。財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の

支払いや借入金の返済等により約 2,500 百万円の支出を見込んでおります。 

 

（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 第４６期 第４７期 第４８期 第４９期 

 平成１９年３月期 平成２０年３月期 平成２１年３月期 平成２２年３月期

自己資本比率（％） 81.1 80.7 83.1 85.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 152.0 136.3 141.9 103.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
0.9 0.5 0.5 0.2 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
338.1 127.3 117.0 224.4 

※ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 
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１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し 

 ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を 

 対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用して 

 おります。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期、次期の配当 

   当社の利益配分に関する基本方針は配当政策を重視し、創立以来培ってまいりました社訓「顧客、株主、社員、 

  企業の共存共栄を図る」を常に念頭に、株主の皆様に積極的、継続的に利益の還元を行うことであります。 

   経営成績の成果をいち早く株主の皆様に還元するため、2007 年３月期から四半期配当を実施しております。 

   具体的な１株当たり配当金は、当期におきましては、各四半期とも 23 円、通期 92 円を予定しております（第１ 

  四半期末、第２四半期末、第３四半期末はすでに実施。期末は本年５月 31 日を予定）。また、次期の１株当たり配 

  当金は、各四半期とも 23 円、通期 92 円、記念配当金は各四半期とも２円、通期８円を予定しております。 

 

（4）事業等のリスク 

   当企業集団の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあり 
  ます。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計期間末現在において当企業集団が判断したものであり 
  ます。 

・法的規制について 
当企業集団の取扱製品・商品である医療用キット製品、医療用不織布製品、手術用ゴム手袋等の大部分につい 

ては、薬事法の規制を受けており、これらの製造販売を行うためには、厚生労働大臣の承認、製造所については 
都道府県知事の許可を必要とします。よって、これらの許認可が監督官庁に認められない場合、あるいは既に取 
得している許認可が取り消される場合には、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

・主要な部材・原材料の供給停止等について 
原油、原材料及び為替の大幅な変動により、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 
また、当企業集団の取扱製品・商品について、不具合等が発生し回収等を実施した場合、当企業集団の業績に 

影響を与える可能性があります。さらに、当社医療用キット製品の構成部材を供給しているメーカーが、該当部 
材について不具合報告及び回収等を実施した場合には、該当部材を投入している医療用キット製品を回収すると 
いう事態になり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

・海外製造拠点における製造不能について 
当社は、インドネシア国に製造子会社を有しております。インドネシア国において予期しない法律または規制 

の変更や、政情不安・テロ・暴動・戦争及び自然災害・新型インフルエンザ等の不可抗力による事故が発生した 
場合は、当社への製品供給が一時滞ることとなり、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。 

・国内製造拠点における製造・供給不能について 
当社の製造及び配送拠点は、茨城県美浦・牛久地区に集中しており、地震・火災・風水害等の自然災害により 

多大なる損害を蒙った場合、他地域に製造及び配送拠点を持っていないため、製造並びに製品供給が一時滞るこ 
とにより、当企業集団の業績に影響を与える可能性があります。  
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２．企業集団の状況 
当企業集団は、株式会社ホギメディカル（当社）、及びＰ．Ｔ．ホギインドネシア（子会社）により構成されており 

ます。事業は、医療用消耗品、医療機器、医療用記録紙及び医療用不織布製品等の製造・販売であります。当社は、 

医療用不織布製品、医療用消耗品の一部につき、子会社に製造を委託しております。また、子会社の生産品はほぼ全 

量当社に供給されております。従って、子会社は当社の主要な製造拠点と捉えていただきたいと存じます。 

〔事業系統図〕 

当企業集団の取引を図示しますと、以下の通りとなります。 

 

国 内  海 外 

株式会社ホギメディカル 

（製造・販売） 

原材料・半製品 

 

 

 

製品・半製品 

Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア 

（子会社） 

（製造） 

 

 

 

国内ユーザー 

  

 

 

３．経営方針 
（1）会社の経営の基本方針 

当社は、「社業を通じて医療進歩の一翼を担い、人々の健やかな生命と幸福に尽くし、もって社会の繁栄に寄

与する」を社是とし、「院内感染防止」をテーマに掲げ、患者・医療従事者等の安全と医療機関等の経営の合理化・

省力化に貢献できる製商品群を製造・販売しております。 

 

（2）目標とする経営指標 

経営指標といたしましては、１株当たり当期純利益（ＥＰＳ）、自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）を重視して

おり、ＥＰＳは 500 円、ＲＯＥは 10％以上を目標にしております。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、常に製品のライフサイクルを重視しており、「優れた製品でも成長は長く続かない」と考え、「主力製

品の売上高が伸びている間に次の成長製品を軌道に乗せる」ことにより、中長期にわたる継続した増収・増益が

達成できるものと考えております。そのために、新製品開発に経営資源を重点配分しております。 
当社は、引き続き「オペラマスター」を中心に営業戦略を展開してまいります。「オペラマスター」は製品・

物流・情報管理からなるシステムで、中核をなす製品であるフルキットは、手術室で使用される医療材料を組み

込み滅菌したものであります。また、「オペラマスター」はフルキットを医師、疾病別にワンセットずつ作ること

をコンセプトとし、医療現場の効率化・省力化に貢献でき、手術の安全性を向上させるとともに、単品別の在庫

管理を不要とする等病院経営の改善に資する製品であります。物流面においては、筑波工場の製造日数を 短で

４日間とし、病院の専用端末からダイレクトに当社が受注し、手術の前日までに納入するというシステムを構築

いたしました。このシステムにより、各医療機関は在庫負担の軽減が期待できます。さらに、情報面では、オン

ラインの発注システムに加え、手術予定管理・人員管理・原価管理のシステムを一体化して提供いたします。こ

のシステムの利用により、手術室のスケジュール管理を容易にし稼働率を高めることが期待できます。また、材

料の受け払いを簡略化することで在庫管理の負担を軽減し、簡単に原価計算を行うことが可能になります。 
当社の「オペラマスター」はソリューションサービスとして、手術数増加による増収増益を必要とする医療機

関に今後ますます普及させていくことが重要な課題と言えます。さらに、主に医療用不織布製品を対象とし、安

価・高機能・高品質を基本コンセプトにした「サーレム戦略」を推進することにより、医療機関のニーズにより

一層的確に対応してシェアの拡大を図ってまいります。 
当医療機器業界を取り巻く各企業は安全性の確保と法令遵守がますます重要となっており、当社といたしまし

ても、安全な製品の安定した供給により一層注力してまいります。さらに、継続的な原価低減活動の推進、また、

経営の透明性を確保するため、内部統制システム・コンプライアンスの一層の充実を図ってまいります。 
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（4）会社の対処すべき課題 

当社は、「社会貢献・安全なもの作り」、「お客様との共存共栄」、「社員満足度の向上」、「安定成長」、「利益改

善」をキーワードとして掲げております。具体的には、以下の点を重要課題として捉え、これらを具体的施策に

落とし込んだ上、積極果断に遂行し、企業価値の向上を図ってまいります。 

・「オペラマスター戦略」及び「サーレム戦略」の一層の強化 

・新製品の開発 

・安全な製品の安定的供給 

・全社的な生産性向上 

・経営目標達成のための設備投資計画 

・外部環境への対応 

・内部統制システム・コンプライアンスの一層の強化 

・人材育成・社内体制の強化 

 

（5）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,501 17,766

受取手形及び売掛金 9,096 9,124

商品及び製品 3,151 3,075

仕掛品 351 308

原材料及び貯蔵品 2,252 2,259

繰延税金資産 310 386

その他 453 446

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 28,115 33,363

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,988 24,788

減価償却累計額 △11,627 △12,414

建物及び構築物（純額） 12,360 12,374

機械装置及び運搬具 19,174 19,903

減価償却累計額 △13,641 △15,007

機械装置及び運搬具（純額） 5,532 4,896

土地 7,684 9,410

建設仮勘定 3,128 3,137

その他 2,478 2,489

減価償却累計額 △2,112 △2,187

その他（純額） 366 302

有形固定資産合計 29,073 30,121

無形固定資産   

ソフトウエア 328 276

ソフトウエア仮勘定 159 306

電話加入権 13 13

その他 0 0

無形固定資産合計 502 597

投資その他の資産   

投資有価証券 2,096 2,698

差入保証金 552 547

繰延税金資産 106 67

前払年金費用 494 148

その他 1,043 767

貸倒引当金 △42 △51

投資その他の資産合計 4,250 4,176

固定資産合計 33,826 34,895

資産合計 61,941 68,259
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,694 3,452

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 841 1,991

賞与引当金 478 455

役員賞与引当金 90 90

設備関係支払手形 448 182

その他 674 834

流動負債合計 7,227 8,006

固定負債   

長期借入金 1,925 925

繰延税金負債 53 29

退職給付引当金 417 34

負ののれん 97 －

長期未払金 394 394

その他 320 362

固定負債合計 3,208 1,746

負債合計 10,436 9,752

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 43,725 46,598

自己株式 △7,110 △3,313

株主資本合計 52,074 58,744

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 345

繰延ヘッジ損益 227 80

為替換算調整勘定 △790 △678

評価・換算差額等合計 △580 △252

少数株主持分 11 14

純資産合計 51,505 58,506

負債純資産合計 61,941 68,259
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 31,009 31,339

売上原価 15,474 15,143

売上総利益 15,534 16,195

販売費及び一般管理費 8,033 8,220

営業利益 7,501 7,974

営業外収益   

受取利息 8 7

受取配当金 53 44

負ののれん償却額 27 13

受取賃貸料 5 5

助成金収入 36 31

その他 52 54

営業外収益合計 184 157

営業外費用   

支払利息 50 35

為替差損 0 62

賃貸収入原価 4 3

その他 3 10

営業外費用合計 58 111

経常利益 7,627 8,020

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9 －

固定資産売却益 2 5

負ののれん一括償却額 － 83

保険差益 － 8

特別利益合計 12 97

特別損失   

固定資産売却損 1 3

固定資産廃棄損 21 10

投資有価証券評価損 1,620 －

特別損失合計 1,643 13

税金等調整前当期純利益 5,996 8,103

法人税、住民税及び事業税 2,288 3,247

法人税等調整額 121 △67

法人税等合計 2,409 3,180

少数株主利益 1 2

当期純利益 3,584 4,921
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,123 7,123

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,123 7,123

資本剰余金   

前期末残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

利益剰余金   

前期末残高 41,479 43,725

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,584 4,921

自己株式の処分 △0 △617

当期変動額合計 2,246 2,872

当期末残高 43,725 46,598

自己株式   

前期末残高 △7,104 △7,110

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,800

当期変動額合計 △6 3,797

当期末残高 △7,110 △3,313

株主資本合計   

前期末残高 49,834 52,074

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,584 4,921

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,183

当期変動額合計 2,240 6,670

当期末残高 52,074 58,744
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △425 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 408 362

当期変動額合計 408 362

当期末残高 △16 345

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 265 227

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 △146

当期変動額合計 △38 △146

当期末残高 227 80

為替換算調整勘定   

前期末残高 △57 △790

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △733 112

当期変動額合計 △733 112

当期末残高 △790 △678

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △217 △580

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △363 327

当期変動額合計 △363 327

当期末残高 △580 △252

少数株主持分   

前期末残高 14 11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 2

当期変動額合計 △2 2

当期末残高 11 14

純資産合計   

前期末残高 49,631 51,505

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,584 4,921

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,183

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △365 330

当期変動額合計 1,874 7,000

当期末残高 51,505 58,506
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 5,996 8,103

減価償却費 2,936 2,557

負ののれん償却額 △27 △97

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35 △36

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3 9

受取利息及び受取配当金 △61 △51

支払利息 50 35

投資有価証券評価損益（△は益） 1,620 －

為替差損益（△は益） △4 74

有形固定資産売却損益（△は益） △2 △1

有形固定資産処分損益（△は益） 22 10

売上債権の増減額（△は増加） △709 △22

たな卸資産の増減額（△は増加） △341 121

仕入債務の増減額（△は減少） 28 △248

未払消費税等の増減額（△は減少） △138 △39

その他の流動資産の増減額（△は増加） △72 △25

その他の流動負債の増減額（△は減少） 73 △2

投資その他の資産の増減額（△は増加） △129 △19

その他の固定負債の増減額（△は減少） 6 40

その他 △79 14

小計 9,128 10,422

利息及び配当金の受取額 61 53

利息の支払額 △51 △36

法人税等の支払額 △3,115 △2,266

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,023 8,173

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △33 △44

定期預金の払戻による収入 15 3

有形固定資産の取得による支出 △2,150 △3,491

有形固定資産の売却による収入 7 25

無形固定資産の取得による支出 △145 △189

貸付けによる支出 △20 △8

貸付金の回収による収入 16 8

投資その他の資産の増減額（△は増加） 40 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,270 △3,713
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △1,000 △1,000

自己株式の売却による収入 1 3,183

自己株式の取得による支出 △8 △2

配当金の支払額 △1,337 △1,430

その他 － 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,344 750

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,343 5,223

現金及び現金同等物の期首残高 10,838 12,182

現金及び現金同等物の期末残高 12,182 17,405
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（５）継続企業の前提に関する注記 
   該当事項はありません。 
 
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  １．連結の範囲に関する事項 

連結子会社・・・・・１社（Ｐ．Ｔ．ホギインドネシア） 

非連結子会社・・・・０社 

 なお、前連結会計年度において子会社であったＰ.Ｔ.ホギは、当連結会計年度においてＰ.Ｔ.ホギインドネシア 

に吸収合併されております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

該当する会社はありません。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

連結財務諸表提出会社と同じもの・・・・・ ０社 

連結財務諸表提出会社と異なるもの・・・・ １社 

 

４．会計処理基準に関する事項 

(１)有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・・ 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 
 
(２)デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
 
(３)棚卸資産の評価基準及び評価方法 

商品・・・・・・・・・・・・・ 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定） 

製品・半製品・仕掛品・原材料・ 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 
 
(４)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産・・・・・ 提出会社では平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については

定額法、それ以外のものについては定率法、他の連結子会社では定額法 

無形固定資産・・・・・ 定額法 

長期前払費用・・・・・ 定額法 
 
(５)重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

賞与引当金・・・・・・ 提出会社は、従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・ 提出会社は、役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上して

おります。 

退職給付引当金・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異については、主に 10 年による按分額を配分処理しております。 

 数理計算上の差異は、主に各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の

一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することとしております。 
 
(６)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債、収益及び費用は在外子会社等の連結決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 
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(７)重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約及び通貨スワップについて振当処理を適用しております。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・ 為替予約、通貨スワップ 

ヘッジ対象・・・・・・・ 外貨建輸入予定取引 

③ ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約及び通貨スワップとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引に関する重要な条件

が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 
 
(８)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 消費税等の処理方法・・・・・ 税抜き方式を採用しております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却については、５年間の均等償却によっております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっております。 

 

 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 
１．「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用 

当連結会計年度より「退職給付債務に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年 7

月 31 日）を適用しております。 

 これにより、退職給付債務及び数理計算上の差異が 239 百万円増加しております。ただし、数理計算上の差異は

翌連結会計年度から費用処理しているため、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

 

 

（８）連結財務諸表に関する注記事項    
   

（連結損益計算書関係） 
 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

荷 造 運 搬 費 ８１４百万円 

見 本 費 ２８４百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，３５６百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ２９３百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 １４４百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４７６百万円 

試 験 研 究 費 ３８６百万円 

減 価 償 却 費 ７１５百万円 

旅 費 交 通 費 ３８３百万円 

２.販売費及び一般管理費と売上原価に含まれる研究開発費                 ４４３百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
 

前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株

式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注）1,2 1,308 1 0 1,309 

合計 1,308 1 0 1,309 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取り 1 千株による増加であります。 

    ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増し 0 千株による減少であります。 

 

２．配当に関する事項 

（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 

平成 20 年４月 11 日 

取締役会 
普通株式 300 20 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年５月 30 日

平成 20 年７月 10 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20 年６月 30 日 平成 20 年８月 29 日

平成 20 年 10 月 10 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20 年９月 30 日 平成 20年 11 月 28 日

平成 21 年１月 20 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 20年 12月 31日 平成 21 年２月 27 日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 21 年 4月 13 日 

取締役会 
普通株式 345 利益剰余金 23 平成 21年 3月 31日 平成 21 年 5月 29 日

 

 

当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22 年３月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株

式数（千株） 

当連結会計年度増加

株式数（千株） 

当連結会計年度減少

株式数（千株） 

当連結会計年度末株

式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 16,341 － － 16,341 

合計 16,341 － － 16,341 

自己株式     

普通株式（注）1,2 1,309 0 700 610 

合計 1,309 0 700 610 

（注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0 千株による増加であります。 

    ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 700 千株は、自己株式の処分及び売出し 700 千株及び単元未満株式の買増

し 0千株よる減少であります。 

㈱ホギメディカル（3593）　平成22年3月期　決算短信

- 17 -



 

 

 

２．配当に関する事項 

（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 

平成 21 年４月 13 日 

取締役会 
普通株式 345 23 平成 21 年３月 31 日 平成 21 年５月 29 日

平成 21 年７月 10 日 

取締役会 
普通株式 361 23 平成 21 年６月 30 日 平成 21 年８月 31 日

平成 21 年 10 月 13 日 

取締役会 
普通株式 361 23 平成 21 年９月 30 日 平成 21年 11 月 30 日

平成 22 年１月 15 日 

取締役会 
普通株式 361 23 平成 21年 12月 31日 平成 22 年２月 26 日

 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総

額（百万円）
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 22 年 4月 12 日 

取締役会 
普通株式 361 利益剰余金 23 平成 22年 3月 31日 平成 22 年 5月 31 日

 
 
（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期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

                                 (平成 22 年３月 31 日現在) 

現金及び預金  １７，７６６百万円 

現金及び預金のうち預入期間が３ヵ月を超えるもの  △ ３６０百万円 

現金及び現金同等物期末残高  １７，４０５百万円 

 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 

至平成 22 年３月 31 日） 

当社及び連結子会社の事業は、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事業であります。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので記載は省略しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）    

 日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ  売上高及び営業損益 

売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 30,374 634 31,009 －  31,009

（２）セグメント間の内部売上高 － 3,554 3,554 (3,554) －

計 30,374 4,189 34,563 (3,554) 31,009

営業費用 23,313 3,721 27,034 (3,526) 23,507

営業利益 7,061 467 7,529 (27) 7,501

Ⅱ  資産 59,798 4,680 64,478 (2,536) 61,941
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当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22 年３月 31 日） 

  （単位：百万円）    

 日本 インドネシア 計 消去又は全社 連結 

Ⅰ  売上高及び営業損益 

売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 31,046 292 31,339 －  31,339

（２）セグメント間の内部売上高 － 4,051 4,051 (4,051) －

計 31,046 4,343 35,390 (4,051) 31,339

営業費用 23,667 3,709 27,376 (4,012) 23,364

営業利益 7,379 634 8,013 (38) 7,974

Ⅱ  資産 66,009 5,175 71,184 (2,925) 68,259

 

３．海外売上高 

前連結会計年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 21 年４月１日 

至平成 22 年３月 31 日） 

海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため記載は省略しております。 
 

 

（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

 

 

（関連当事者との取引） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   
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（税効果会計関係） 
 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳             
 前 連 結 会 計 年 度 当 連 結 会 計 年 度 

 (平成 21 年３月 31 日) (平成 22 年３月 31 日) 

繰延税金資産（流動）  

未払事業税 ６２百万円 １４６百万円

賞与引当金 １９０百万円 １８１百万円

未払賞与に係る社会保険料 ２７百万円 ２６百万円

棚卸資産未実現利益 ４８百万円 ５８百万円

その他 ３２百万円 ９百万円

計 ３６０百万円 ４２２百万円

繰延税金負債（流動） 

 繰延ヘッジ損益 △５０百万円 △３６百万円

計 △５０百万円 △３６百万円

繰延税金資産（流動）の純額 ３１０百万円 ３８６百万円

 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 ５百万円 ８百万円

役員退職慰労引当金 １５７百万円 １５７百万円

有価証券評価損 ４８百万円 １８３百万円

その他有価証券評価差額金 １１百万円 －百万円

ゴルフ会員権評価損 ２２百万円 ２３百万円

その他 ５百万円 ５百万円

計 ２４９百万円 ３７９百万円

繰延税金負債（固定） 

退職給付引当金 △３８百万円 △５８百万円

 繰延ヘッジ損益 △９９百万円 △１６百万円

固定資産課税対象簿価圧縮額 △５８百万円 △３８百万円

その他有価証券評価差額金 －百万円 △２２８百万円

計 △１９６百万円 △３４１百万円

繰延税金資産（固定）の純額 ５２百万円 ３７百万円

 

     

（金融商品関係） 

    決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（有価証券関係） 
 

前連結会計年度（平成 21 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 取 得 原 価 
連結貸借対 

照表計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 ３３１ ４５３ １２１ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ ０ 

小計 ４３１ ５５３ １２１ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 １，６９２ １，５４２ △１４９ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 １，６９２ １，５４２ △１４９ 

合計 ２，１２４ ２，０９６ △２８ 

 

 

当連結会計年度（平成 22 年３月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの                                                          

（単位：百万円） 

 種 類 取 得 原 価 
連結貸借対 

照表計上額 
差 額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

(１)株式 １，６０５ ２，１９６ ５９１ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 １００ １００ ０ 

小計 １，７０５ ２，２９６ ５９１ 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

(１)株式 ４１９ ４０１ △１７ 

(２)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(３)その他 － － － 

小計 ４１９ ４０１ △１７ 

合計 ２，１２４ ２，６９８ ５７３ 
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（デリバティブ取引関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

 

 

（退職給付関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

 

（ストック・オプション等関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

   

 

（企業結合等関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

 

（賃貸等不動産関係） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日 

 １株当たり純資産額 3,425円 71銭   １株当たり純資産額 3,718 円 27 銭 

 １株当たり当期純利益 238 円 47 銭   １株当たり当期純利益 315 円 74 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

 

（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前連結会計年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

当連結会計年度 

自  平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 3,584 4,921 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,584 4,921 

期中平均株式数（株） 15,032,286 15,585,531 

 
         

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,473 16,955

受取手形 4,824 4,927

売掛金 4,060 4,104

商品及び製品 3,083 3,089

仕掛品 206 180

原材料及び貯蔵品 1,472 1,543

前渡金 126 14

前払費用 99 126

繰延税金資産 261 327

通貨スワップ 61 49

為替予約 64 43

その他 10 13

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 25,744 31,371

固定資産   

有形固定資産   

建物 21,415 21,535

減価償却累計額 △9,953 △10,606

建物（純額） 11,461 10,929

構築物 1,002 1,002

減価償却累計額 △785 △811

構築物（純額） 216 190

機械及び装置 18,264 18,482

減価償却累計額 △13,016 △14,296

機械及び装置（純額） 5,248 4,185

車両運搬具 165 178

減価償却累計額 △123 △123

車両運搬具（純額） 41 54

工具、器具及び備品 2,357 2,358

減価償却累計額 △2,016 △2,081

工具、器具及び備品（純額） 340 276

土地 7,342 9,064

建設仮勘定 2,708 2,844

有形固定資産合計 27,359 27,545

無形固定資産   

ソフトウエア 328 276

ソフトウエア仮勘定 159 306

電話加入権 13 13

その他 0 0

無形固定資産合計 502 597
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,096 2,698

関係会社株式 737 737

出資金 1 1

長期貸付金 4 3

従業員に対する長期貸付金 41 40

関係会社長期貸付金 1,326 1,618

破産更生債権等 10 15

長期前払費用 23 14

繰延税金資産 104 67

前払年金費用 494 148

差入保証金 552 547

保険積立金 424 436

ゴルフ会員権 165 165

通貨スワップ 139 30

為替予約 111 10

その他 0 10

貸倒引当金 △42 △51

投資その他の資産合計 6,191 6,494

固定資産合計 34,054 34,637

資産合計 59,798 66,009

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,081 2,094

買掛金 1,463 1,541

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払金 263 466

未払費用 169 172

未払法人税等 788 1,939

未払消費税等 166 126

前受金 0 0

預り金 23 26

前受収益 0 0

賞与引当金 478 455

役員賞与引当金 90 90

設備関係支払手形 448 182

流動負債合計 6,973 8,097

固定負債   

長期借入金 1,925 925

退職給付引当金 396 －

長期未払金 394 394

その他 320 362

固定負債合計 3,037 1,682

負債合計 10,011 9,779
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,123 7,123

資本剰余金   

資本準備金 8,336 8,336

資本剰余金合計 8,336 8,336

利益剰余金   

利益準備金 564 564

その他利益剰余金   

別途積立金 19,300 19,300

繰越利益剰余金 21,364 23,793

利益剰余金合計 41,228 43,658

自己株式 △7,110 △3,313

株主資本合計 49,577 55,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 345

繰延ヘッジ損益 227 80

評価・換算差額等合計 210 425

純資産合計 49,787 56,229

負債純資産合計 59,798 66,009
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 28,046 28,537

商品売上高 2,328 2,509

売上高合計 30,374 31,046

売上原価   

製品期首たな卸高 1,564 1,801

商品期首たな卸高 468 431

当期製品製造原価 14,351 14,237

当期商品仕入高 1,472 1,598

合計 17,855 18,069

他勘定振替高 343 319

製品期末たな卸高 1,801 1,915

商品期末たな卸高 431 387

売上原価合計 15,279 15,446

売上総利益 15,094 15,600

販売費及び一般管理費 8,033 8,220

営業利益 7,061 7,379

営業外収益   

受取利息 12 37

有価証券利息 0 0

受取配当金 121 107

為替差益 8 －

受取賃貸料 5 5

助成金収入 36 31

その他 51 53

営業外収益合計 237 236

営業外費用   

支払利息 49 34

為替差損 － 82

賃貸収入原価 4 3

その他 2 6

営業外費用合計 56 127

経常利益 7,241 7,488
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9 －

固定資産売却益 0 0

保険差益 － 8

特別利益合計 10 8

特別損失   

固定資産売却損 1 3

固定資産廃棄損 21 10

投資有価証券評価損 1,620 －

特別損失合計 1,643 13

税引前当期純利益 5,608 7,483

法人税、住民税及び事業税 2,123 3,039

法人税等調整額 160 △34

法人税等合計 2,283 3,005

当期純利益 3,325 4,477
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 7,123 7,123

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,123 7,123

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

資本剰余金合計   

前期末残高 8,336 8,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,336 8,336

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 564 564

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 564 564

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 19,300 19,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,300 19,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 19,376 21,364

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,325 4,477

自己株式の処分 △0 △617

当期変動額合計 1,987 2,429

当期末残高 21,364 23,793

利益剰余金合計   

前期末残高 39,241 41,228

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,325 4,477

自己株式の処分 △0 △617

当期変動額合計 1,987 2,429

当期末残高 41,228 43,658
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △7,104 △7,110

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,800

当期変動額合計 △6 3,797

当期末残高 △7,110 △3,313

株主資本合計   

前期末残高 47,596 49,577

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,325 4,477

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,183

当期変動額合計 1,980 6,226

当期末残高 49,577 55,803

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △425 △16

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 408 362

当期変動額合計 408 362

当期末残高 △16 345

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 265 227

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38 △146

当期変動額合計 △38 △146

当期末残高 227 80

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △160 210

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 370 215

当期変動額合計 370 215

当期末残高 210 425

純資産合計   

前期末残高 47,436 49,787

当期変動額   

剰余金の配当 △1,337 △1,431

当期純利益 3,325 4,477

自己株式の取得 △8 △2

自己株式の処分 1 3,183

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 370 215

当期変動額合計 2,350 6,442

当期末残高 49,787 56,229
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（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）重要な会計方針 
１．有価証券の評価基準及び評価方法 

その他有価証券・・・・・・・時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

子会社株式・・・・・・・・・移動平均法による原価法 
 
２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 
 
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法 

  商品・・・・・・・・・・・・・・移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

  製品・半製品・仕掛品・原材料・・総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

貯蔵品・・・・・・・・・・・・・ 終仕入原価法 
 
４．固定資産の減価償却方法 

有形固定資産・・・・・・・・平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定

額法、それ以外のものについては定率法 

無形固定資産・・・・・・・・ソフトウエア（自社利用）については、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法、それ以外のものについては定額法 

長期前払費用・・・・・・・・定額法 
 

５．引当金の計上基準 

貸倒引当金・・・・・・・ 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております｡ 

賞与引当金・・・・・・・ 従業員賞与の支出に充てるため、支給見込額基準により計上しております。 

役員賞与引当金・・・・・ 役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込額を計上しております。 

退職給付引当金・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異については、10 年による按分額を配分処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理することとしております。 
 
６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。 
 
７．ヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっており、為替予約及び通貨スワップについて振当処理を適用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・・・・・・為替予約、通貨スワップ 

ヘッジ対象・・・・・・・・外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金 

③ヘッジ方針 

為替リスクの低減のため、ヘッジ対象の範囲内でヘッジを行っております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段である為替予約及び通貨スワップとヘッジ対象となる外貨建輸入予定取引及び外貨建買掛金に

関する重要な条件が同一であるため、ヘッジに高い有効性があるものと判断しております。 
 
８．その他財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の処理方法・・・・・税抜き方式を採用しております。 
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（６）重要な会計方針の変更  
１．「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）の適用 

 当事業年度より「退職給付債務に係る会計基準」の一部改正（その３）（企業会計基準第 19 号 平成 20 年 7

月 31 日）を適用しております。 

 これにより、退職給付債務及び数理計算上の差異が 239 百万円増加しております。ただし、数理計算上の差

異は翌事業年度から費用処理しているため、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える

影響はありません。 

 
 

（７）個別財務諸表に関する注記事項 
 

（損益計算書関係） 

１．販売費に属する費用のおおよその割合は 59.5％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 40.5％でありま

す。主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

荷 造 運 搬 費 ８１４百万円 

見 本 費 ２８４百万円 

従 業 員 給 与 ・ 賞 与 ２，３５６百万円 

賞 与 引 当 金 繰 入 額 ２９３百万円 

役員賞与引当金繰入額 ９０百万円 

退 職 給 付 費 用 １４４百万円 

不 動 産 賃 借 料 ４７６百万円 

試 験 研 究 費 ３８６百万円 

減 価 償 却 費 ７１５百万円 

旅 費 交 通 費 ３８３百万円 

 

２．研究開発費の総額 

  販売費及び一般管理費と当期総製造費用に含まれる研究開発費        ４４３百万円 

 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自平成 20 年４月１日 至平成 21 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式

数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注）1,2 1,308 1 0 1,309 

合計 1,308 1 0 1,309 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取り 1千株による増加であります。 

   ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 0千株は、単元未満株式の買増し 0 千株による減少であります。 

 

当事業年度（自平成 21 年４月１日 至平成 22 年３月 31 日） 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前事業年度末株式

数（千株） 

当事業年度増加株

式数（千株） 

当事業年度減少株

式数（千株） 

当事業年度末株式

数（千株） 

普通株式（注）1,2 1,309 0 700 610 

合計 1,309 0 700 610 

  （注）１.普通株式の自己株式の株式数の増加 0千株は、単元未満株式の買取り 0千株による増加であります。 

      ２.普通株式の自己株式の株式数の減少 700 千株は、自己株式の処分及び売出し 700 千株及び単元未満株式の

買増し 0千株による減少であります。 
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（リース取引関係） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（有価証券関係） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

         １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 

 (平成 21 年３月 31 日現在) (平成 22 年３月 31 日現在) 

繰延税金資産（流動）     

 未払事業税  ６２百万円  １４６百万円

 賞与引当金  １９０百万円  １８１百万円

 未払賞与に係る社会保険料  ２７百万円  ２６百万円

 その他  ３２百万円  ９百万円

計  ３１２百万円  ３６４百万円

繰延税金負債（流動）    

 繰延ヘッジ損益  △５０百万円  △３６百万円

計  △５０百万円  △３６百万円

繰延税金資産（流動）の純額  ２６１百万円  ３２７百万円

    

繰延税金資産（固定）    

 役員退職慰労引当金  １５７百万円  １５７百万円

有価証券評価損  ４８百万円  １８３百万円

その他有価証券評価差額金  １１百万円  －百万円

ゴルフ会員権評価損  ２２百万円  ２３百万円

その他  ４百万円  ５百万円

計  ２４３百万円  ３７０百万円

繰延税金負債（固定）    

 退職給付引当金  △３８百万円  △５８百万円

 繰延ヘッジ損益  △９９百万円  △１６百万円

 その他有価証券評価差額金  －百万円  △２２８百万円

計  △１３８百万円  △３０３百万円

繰延税金資産（固定）の純額  １０４百万円  ６７百万円

 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日 

 １株当たり純資産額 3,312円 18銭   １株当たり純資産額 3,574 円 46 銭 

 １株当たり当期純利益 221 円 20 銭   １株当たり当期純利益 287 円 30 銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 

  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が

存在しないため記載しておりません。 
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（注）1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

 

前事業年度 

自  平成 20 年４月 １日 

至 平成 21 年３月 31 日 

当事業年度 

自  平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 3,325 4,477 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 3,325 4,477 

期中平均株式数（株） 15,032,286 15,585,531 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
 
 
６．その他 

 
（１） 役員の異動 

１．代表者の異動 

  該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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７．生産、受注及び販売の状況 
１．生産実績 

生産実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますの

で省略しております。 
なお、当連結会計年度の生産実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区 分 

当連結会計年度 

前年同期比（％） 自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 

滅 菌 用 品 類 ３，５２３  98.4   

手 術 用 品 類 ２５，５７７  100.9   

治 療 用 品 類 ２１  91.9   

そ の 他 ４３８  56.9   

合 計 ２９，５６０  99.5   

 
２．商品仕入実績 

商品仕入実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありま

すので省略しております。 
なお、当連結会計年度の商品仕入実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区 分 

当連結会計年度 

前年同期比（％） 自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 

滅 菌 用 品 類 １５３  97.3  

手 術 用 品 類 １，０８０  119.2  

治 療 用 品 類 １２４  91.2  

そ の 他 ３７９  113.2  

合 計 １，７３８  113.2  

 
３．受注実績 

当企業集団は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 
 

４．販売実績 
販売実績の事業の種類別セグメント情報の記載は、医療用消耗品等の製造・販売の単一事業でありますの

で省略しております。 
なお、当連結会計年度の販売実績を使用部署、用途・目的別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：百万円） 

区 分 

当連結会計年度 

前年同期比（％） 自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年 3 月 31 日 

滅 菌 用 品 類 ３，６７９  98.0  

手 術 用 品 類 ２６，４８０  102.9  

治 療 用 品 類 ２６２  94.7  

そ の 他 ９１６  73.6  

合 計 ３１，３３９  101.1  
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