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1.  平成23年8月期第1四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成22年11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 ％

23年8月期第1四半期 2,834 12.9 720 24.1 733 17.7 402 12.0
22年8月期第1四半期 2,511 6.7 581 33.1 623 35.4 359 35.4

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

23年8月期第1四半期 23.22 ―

22年8月期第1四半期 20.70 ―

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

23年8月期第1四半期 30,513 27,787 91.1 1,613.37
22年8月期 32,089 28,682 89.4 1,653.94

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  27,787百万円 22年8月期  28,682百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

22年８月期期末配当金の内訳 普通配当金60円00銭 記念配当５円00銭 

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

22年8月期 ― 0.00 ― 65.00 65.00

23年8月期 ―

23年8月期 
（予想）

0.00 ― 65.00 65.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

5,593 2.8 1,286 3.9 1,304 0.1 767 1.2 44.32

通期 14,350 1.9 4,105 2.5 4,133 3.8 2,434 3.8 140.53



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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きの対象外であり、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きは終了しておりません。 

※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直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、
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、添付資料の３ページの「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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） 23年8月期1Q  19,118,000株 22年8月期  19,118,000株

② 期末自己株式数 23年8月期1Q  1,894,535株 22年8月期  1,775,913株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q  17,321,269株 22年8月期1Q  17,342,186株
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 当第１四半期連結会計期間における国内経済は、アジア諸国をはじめとする新興国の経済成長の回復や企業収

益の改善により景気の持ち直しが一部に見られたものの、為替相場の急激な変動やヨーロッパの国々を中心とす

る金融不安に国内外の政局の不安定さも加わり、先行きに不透明さを増す状況であります。 

 医療・介護業界におきましては、医療・介護分野の充実を重要なテーマとして取り組んでいる政府施策の具現

化により、落ち着き感を取り戻しつつある状況と見られます。 

 メディカルウェア業界におきましては、このような環境下、これまで更新が延期されてきた物件の更新が順次

行われるなど、市場は回復傾向にあります。 

 このような状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）は、主力のヘルスケアウェアが更新需要の順

調な受注により前年同期比17.8%の大幅な増収となり、手術ウェア、患者ウェアの周辺商品群も引き続き二桁の売

上増となるなど、前年同期比12.9％の増収となり、第1四半期連結会計期間としては過去 大の売上を達成いたし

ました。 

 生産に関しましては、円高要因等により、売上原価率の低減を図ることができました。 

  特別損失に関しましては、投資有価証券評価損として57百万円を計上いたしました。  

 株主に対する利益還元といたしましては、平成22年10月29日開催の取締役会において、取得する株式の総数の

上限を215,000株、株式の取得価額の総額の上限を５億円とする自己株式の取得を決議し、実施いたしておりま

す。 

 このような状況のもと、当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては28億34百万円（前年同期比12.9％

増）、営業利益は７億20百万円（同24.1％増）、経常利益は７億33百万円（同17.7％増）、四半期純利益は４億

２百万円（同12.0％増）を計上いたしました。 

  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売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。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は305億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億75百万円減

少いたしました。流動資産合計は229億74百万円となり、15億24百万円減少いたしました。主な要因は、現金

及び預金の減少14億97百万円、受取手形及び売掛金の減少５億89百万円、たな卸資産の増加４億20百万円等で

あります。固定資産合計は75億39百万円となり、51百万円減少いたしました。有形固定資産は52億26百万円と

なり17百万円の減少、無形固定資産は58百万円となり大きな変動はなく、投資その他の資産は22億54百万円と

なり33百万円減少いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は27億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億81百万円減少

いたしました。流動負債合計は21億90百万円となり、６億51百万円減少いたしました。主な要因は、支払手形

及び買掛金の増加１億23百万円、確定納付等による未払法人税等の減少８億53百万円等であります。固定負債

合計は５億34百万円となり、29百万円減少いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は277億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億94百万円

減少いたしました。主な要因は、当四半期純利益４億２百万円の計上等による増加、配当金の実施11億27百万

円、自己株式の取得２億26百万円による減少であります。 

 以上により、自己資本比率は、前連結会計年度末の89.4％から91.1％となり1.7ポイント上昇いたしまし

た。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は60億53百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ４億97百万円減少いたしました。 

 当第１四半期連結会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。

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は１億76百万円（前年同期は８億85百万円）となりました。  

  主な要因は、税金等調整前四半期純利益６億74百万円（同６億12百万円）、売上債権の減少額５億88百万

円（同８億70百万円）等による増加と、たな卸資産の増加額4億20百万円（同３億67百万円）、法人税等の

支払額10億79百万円（同10億52百万円）等による減少であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果獲得した資金は９億49百万円（同２億８百万円の使用）となりました。 

  主な要因は、定期預金の預入に対する払戻の超過収入額10億円（前年同期は払戻に対する預入の超過支出

額１億円）等による増加であります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は12億74百万円(同９億60百万円)となりました。 

  これは、配当金の支払額10億48百万円（同９億60百万円）等による減少であります。 

  

 平成22年８月期決算発表時（平成22年９月30日）の予想を変更しておりません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理）  

固定資産の減価償却方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産の減価償却費につきましては、連結会計年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定しております。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。これによる影響はありません。  

  

（表示方法の変更） 

四半期連結損益計算書関係 

 「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20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．その他の情報

（１）重要な子会社の異動の概要

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,137,102 16,634,455

受取手形及び売掛金 3,651,007 4,240,190

有価証券 516,230 516,122

たな卸資産 3,199,088 2,778,105

その他 476,616 335,384

貸倒引当金 △5,867 △5,951

流動資産合計 22,974,178 24,498,307

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,116,444 2,147,541

機械装置及び運搬具（純額） 545,867 523,243

土地 2,524,859 2,524,859

建設仮勘定 － 7,500

その他（純額） 39,460 41,381

有形固定資産合計 5,226,632 5,244,526

無形固定資産 58,526 58,937

投資その他の資産   

投資有価証券 1,660,398 1,669,387

その他 593,756 618,296

貸倒引当金 △45 △45

投資その他の資産合計 2,254,110 2,287,638

固定資産合計 7,539,268 7,591,101

資産合計 30,513,447 32,089,408

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,377,045 1,253,657

未払法人税等 240,312 1,093,457

賞与引当金 155,697 80,607

その他 417,637 414,226

流動負債合計 2,190,692 2,841,948

固定負債   

退職給付引当金 270,841 266,126

役員退職慰労引当金 127,975 158,040

その他 136,036 140,578

固定負債合計 534,852 564,744

負債合計 2,725,545 3,406,692
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,925,273 1,925,273

資本剰余金 2,358,190 2,358,190

利益剰余金 26,714,993 27,439,965

自己株式 △3,171,987 △2,945,423

株主資本合計 27,826,470 28,778,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,400 △41,134

繰延ヘッジ損益 △26,168 △54,155

評価・換算差額等合計 △38,568 △95,290

純資産合計 27,787,901 28,682,716

負債純資産合計 30,513,447 32,089,408
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 2,511,339 2,834,266

売上原価 1,375,293 1,522,955

売上総利益 1,136,046 1,311,310

販売費及び一般管理費 554,934 590,352

営業利益 581,111 720,958

営業外収益   

受取利息 15,147 8,919

受取配当金 92 94

受取賃貸料 18,158 11,500

助成金収入 25,209 －

雑収入 1,364 7,778

営業外収益合計 59,972 28,292

営業外費用   

固定資産賃貸費用 15,607 15,387

為替差損 2,416 －

雑損失 0 813

営業外費用合計 18,024 16,201

経常利益 623,059 733,049

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 84

特別利益合計 － 84

特別損失   

固定資産除売却損 10,529 1,135

投資有価証券評価損 488 57,464

特別損失合計 11,018 58,599

税金等調整前四半期純利益 612,041 674,534

法人税、住民税及び事業税 130,317 237,221

法人税等調整額 122,696 35,048

法人税等合計 253,014 272,270

少数株主損益調整前四半期純利益 － 402,263

四半期純利益 359,027 402,263
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11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 612,041 674,534

減価償却費 71,155 68,738

貸倒引当金の増減額（△は減少） 158 △84

賞与引当金の増減額（△は減少） 75,512 75,090

厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減
少）

△1,044,993 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,024 4,715

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,508 △30,064

受取利息及び受取配当金 △15,239 △9,013

有形固定資産売却損益（△は益） 122 657

有形固定資産除却損 10,406 477

投資有価証券評価損益（△は益） 488 57,464

売上債権の増減額（△は増加） 870,668 588,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △367,381 △420,982

仕入債務の増減額（△は減少） 119,315 123,379

未払消費税等の増減額（△は減少） △117,570 △120,202

その他 △67,807 △118,788

小計 153,411 894,469

利息及び配当金の受取額 13,428 8,433

法人税等の支払額 △1,052,392 △1,079,261

営業活動によるキャッシュ・フロー △885,552 △176,357

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 △2,900,000 △800,000

定期預金の払戻による収入 2,800,000 1,800,000

有形固定資産の取得による支出 △106,733 △47,045

有形固定資産の売却による収入 80 123

無形固定資産の取得による支出 － △3,470

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

その他 △1,873 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △208,676 949,438

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 － △226,564

配当金の支払額 △960,573 △1,048,121

財務活動によるキャッシュ・フロー △960,573 △1,274,685

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,116 4,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,056,919 △497,243

現金及び現金同等物の期首残高 6,250,309 6,550,577

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,193,389 6,053,333
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、各種メディカルウェアの製造販売を行っており、異なる事業区分はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当はあり

ません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

 当社グループは、海外売上高が連結売上高の10％未満で重要性がないため、記載を省略しております。 

  

 当社グループの事業は、メディカルウェア等の製造・販売の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、セグメント情報の記載は省略

し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．生産金額は、製品製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．メディカルウェアの生産実績には、ナースキャップ等の生産実績を含めて記載しておりますが、その

製造原価は少額であります。 

  

② 商品仕入実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、セグメント情報の記載は省略

し、その代替として品目別情報を記載しております。 

 （注）１．商品仕入金額は、実際仕入価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

③ 受注状況 

 当社グループは、見込み生産を行っておりますので、該当事項はありません。 

  

４．補足情報

品目別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日）

  
前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  1,489,546  110.0

シューズ（千円）  －  －

合計（千円）  1,489,546  110.0

品目別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日）

  
前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  360,599  117.3

シューズ（千円）  34,974  110.1

合計（千円）  395,574  116.6
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④ 販売実績 

 当社グループは、メディカルウェア等の製造・販売の単一事業でありますので、セグメント情報の記載は省略

し、その代替として品目別情報を記載しております。  

 （注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

品目別 
当第１四半期連結累計期間
（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  2,787,014  113.1

 （ヘルスケアウェア）  (1,643,149)  (117.8)

 （ドクターウェア）  (411,214)  (107.4)

 （ユーティリティウェア）  (187,770)  (99.2)

 （患者ウェア）  (240,373)  (111.2)

 （手術ウェア）  (259,004)  (110.0)

 （その他）  (45,501)  (98.9)

シューズ（千円）  47,251  102.0

合計（千円）  2,834,266  112.9

相手先 

前第１四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

 当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年９月１日 
至 平成22年11月30日） 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

ワタキューセイモア㈱  450,429  17.9  524,523  18.5
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