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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 8,371 4.1 2,099 4.0 2,194 8.7 1,375 8.8
25年3月期第1四半期 8,040 2.6 2,018 △7.8 2,018 △8.0 1,264 △4.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 1,865百万円 （25.9％） 25年3月期第1四半期 1,482百万円 （7.2％）

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

26年3月期第1四半期 87.47 ―
25年3月期第1四半期 80.36 ―

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

26年3月期第1四半期 79,004 71,058 89.9 4,517.14
25年3月期 78,279 69,602 88.9 4,424.56
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  71,052百万円 25年3月期  69,596百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

25年3月期 24.00 24.00 26.00 26.00 100.00
26年3月期 27.00
26年3月期（予想） 27.00 27.00 27.00 108.00

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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) 17,130 5.0 4,440 9.9 4,530 11.9 2,840 12.7 180.55
通期 34,760 5.0 8,970 10.6 9,160 9.7 5,730 9.2 364.29



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）詳細は、添付資料３ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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レビュー手続の対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 16,341,155 株 25年3月期 16,341,155 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 611,713 株 25年3月期 611,583 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 15,729,526 株 25年3月期1Q 15,729,900 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 
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、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、当企業集団では、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、

新製品の販売及び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。更に、社内でのノウハウの蓄積や、新製品発売やショールーム・

工場見学招聘活動の強化による営業活動活性化等の効果もあり、契約件数が堅調に推移し 12 件の医療機関と

契約を締結することができました。解約は２件で、累計契約件数は 187 件となりました。現在は前年に契約

いただいた医療機関における「オペラマスター」の立上げが徐々に進んでおり、売上高伸長の牽引力となっ

ております。また、「オペラマスター戦略」を更に推進すべく、機能の充実と拡張を行い、手術室の「見える

化」に貢献する「手術管理システム」の販売強化に努めており、今期中の販売実績が見込める状況となって

おります。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は 8,371 百万円（前年同期比 4.1％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」を中心に伸長し、4,270 百万円（同 9.3％

増）となりました。また、手術用品類の医療用不織布製品は、売上高 2,571 百万円（同 2.4％減）となりま

した。 

売上原価は、海外取引の際に円安のデメリットを受けましたものの、生産数量増加による生産性の改善等

もあり原価率は前年並みとなりました。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等の影響もあり増加いたしました。その結果、連結営業利益は 2,099 百万円（同 4.0％

増）となりました。連結経常利益は 2,194 百万円（同 8.7％増）、連結四半期純利益は 1,375 百万円（同 8.8％

増）となりました。 

 

 

（２）財政状態に関する説明 
当第１四半期連結会計期間末の総資産は 79,004 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 725 百万円増加い

たしました。流動資産は 41,949 百万円となり、912 百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び預金の

増加 462 百万円、受取手形及び売掛金の増加 310 百万円となります。固定資産は 37,055 百万円となり 186 百

万円減少いたしました。うち有形固定資産は 28,223 百万円となり 206 百万円減少いたしました。無形固定資

産は 1,538 百万円、投資その他の資産は 7,293 百万円となり共に大きな変動はありませんでした。 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は 7,946 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 730 百万円減少

いたしました。流動負債は 6,570 百万円となり 740 百万円減少いたしました。固定負債は 1,376 百万円とな

り大きな変動はありませんでした。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は 71,058 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,455 百万円

増加いたしました。主な要因は、当四半期純利益 1,375 百万円の計上による増加、剰余金の配当による 408

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 88.9％から 89.9％となり

ました。 

 

（キャッシュ・フローについて） 

当第１四半期連結会計期間末の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 22,566 百

万円となり、前連結会計年度末に比べ 460 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、税金等調整前四半期純利益を 2,195 百万円、減価償却費を 687 百

万円計上いたしました。一方、法人税等の支払 1,262 百万円、売上債権の増加 270 百万円等がありました。

この結果、キャッシュ・フローは 1,137 百万円となり、前年同期に比べ 55 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、有形固定資産の取得による支出 299 百万円等により 364 百万円の

支出となり、前年同期に比べ 487 百万円支出が減少いたしました。 
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（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、409 百万円の支出となり、

前年同期に比べ 47 百万円支出が増加いたしました。 

 
 

通期のキャッシュ・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、約 7,500 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、筑波工場増設（新工場）により約 6,500 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により約 1,700

百万円の支出を見込んでおります。 
 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 
今後の国内経済は、急激な為替の変動、原油価格の高騰や電気料金の値上げなどによる材料費の高騰も予

想され、引き続き不透明感が続くものと考えられます。 

当企業集団におきましては、「飛躍へのたゆまぬ挑戦」を会社方針とし、「オペラマスター戦略」の更なる

飛躍へと向けて「手術管理システム」を拡販し、医療機関にとってより有益となる機能の充実と拡張を図っ

てまいります。また、会社の成長を促進させるために、「医療の現場に貢献する製品」をコンセプトとした製

品開発を進めてまいります。 

このような状況を踏まえ、通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 34,760 百万円 （前期比  5.0％増） 

営 業 利 益     8,970 百万円 （前期比 10.6％増） 

経 常 利 益   9,160 百万円 （前期比  9.7％増） 

当 期 純 利 益  5,730 百万円 （前期比  9.2％増） 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 法人税等の計上基準   

法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

 

３．継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 
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４．四半期連結財務諸表 
（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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,471 22,933

受取手形及び売掛金 10,470 10,781

商品及び製品 3,703 3,754

仕掛品 341 347

原材料及び貯蔵品 2,944 3,021

その他 1,111 1,120

貸倒引当金 △5 △9

流動資産合計 41,037 41,949

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,966 11,870

機械装置及び運搬具（純額） 5,768 5,501

土地 9,410 9,439

建設仮勘定 789 930

その他（純額） 495 480

有形固定資産合計 28,430 28,223

無形固定資産 1,605 1,538

投資その他の資産 7,206 7,293

固定資産合計 37,242 37,055

資産合計 78,279 79,004

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,391 3,958

未払法人税等 1,324 865

引当金 460 165

その他 1,134 1,581

流動負債合計 7,311 6,570

固定負債   

引当金 186 168

その他 1,179 1,207

固定負債合計 1,365 1,376

負債合計 8,676 7,946
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 56,472 57,439

自己株式 △3,318 △3,319

株主資本合計 68,613 69,579

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,422 1,360

繰延ヘッジ損益 463 650

為替換算調整勘定 △902 △538

その他の包括利益累計額合計 983 1,472

少数株主持分 5 6

純資産合計 69,602 71,058

負債純資産合計 78,279 79,004
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 8,040 8,371

売上原価 3,940 4,122

売上総利益 4,100 4,249

販売費及び一般管理費 2,082 2,149

営業利益 2,018 2,099

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 21 23

為替差益 － 48

その他 9 23

営業外収益合計 32 95

営業外費用   

為替差損 31 －

その他 0 0

営業外費用合計 31 0

経常利益 2,018 2,194

特別利益   

固定資産売却益 3 0

特別利益合計 3 0

特別損失   

固定資産売却損 0 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 2,022 2,195

法人税等 758 819

少数株主損益調整前四半期純利益 1,264 1,375

少数株主利益 0 0

四半期純利益 1,264 1,375
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,264 1,375

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 6 △62

繰延ヘッジ損益 △64 186

為替換算調整勘定 276 364

その他の包括利益合計 217 489

四半期包括利益 1,482 1,865

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,481 1,865

少数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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 2,022 2,195

減価償却費 693 687

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 4

受取利息及び受取配当金 △22 △24

為替差損益（△は益） 29 △51

有形固定資産売却損益（△は益） △3 △0

売上債権の増減額（△は増加） △26 △270

たな卸資産の増減額（△は増加） △317 19

仕入債務の増減額（△は減少） 119 △488

その他 321 302

小計 2,813 2,375

利息及び配当金の受取額 22 24

法人税等の支払額 △1,754 △1,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,081 1,137

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 △679 △299

有形固定資産の売却による収入 2 1

貸付けによる支出 △6 △0

貸付金の回収による収入 1 1

その他 △169 △67

投資活動によるキャッシュ・フロー △852 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △361 △408

財務活動によるキャッシュ・フロー △362 △409

現金及び現金同等物に係る換算差額 60 96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72 460

現金及び現金同等物の期首残高 19,239 22,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,167 22,566
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

  該当事項はありません。 

 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

  該当事項はありません。 

 

 

（セグメント情報等） 

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セグメントである

ため、記載を省略しております。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱ホギメディカル（3593）　平成26年３月期　第１四半期決算短信

- 9 -




