
  

１．平成25年８月期第２四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成25年２月28日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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四半期決算補足説明資料作成の有無：  無      

四半期決算説明会開催の有無      ：  有    （証券アナリスト向け）

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年８月期第２四半期  6,463  4.5  1,771  12.9  2,157  27.2  1,321  38.5

24年８月期第２四半期  6,186  7.0  1,569  11.5  1,696  21.2  954  15.5

（注）包括利益 25年８月期第２四半期 1,564百万円（ ％） 50.1   24年８月期第２四半期 1,042百万円 （ ％） 21.3

  
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 

25年８月期第２四半期  38.39  －

24年８月期第２四半期  27.71  －

  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 

25年８月期第２四半期  34,546  31,209  90.3  911.32

24年８月期  34,988  31,080  88.8  902.29

（参考）自己資本 25年８月期第２四半期 31,209百万円   24年８月期 31,080百万円 

  
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 

24年８月期  － 0.00 － 35.00  35.00

25年８月期  － 0.00     

25年８月期（予想）     － 35.00  35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年８月期の連結業績予想（平成24年９月１日～平成25年８月31日）

  （％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 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通期  15,450  1.8  4,834  4.1  4,886  2.1  2,991  26.1  86.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）詳細は、添付資料の４ページの「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会

計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期２Ｑ 38,236,000株 24年８月期 38,236,000株

②  期末自己株式数 25年８月期２Ｑ 3,989,416株 24年８月期 3,789,371株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期２Ｑ 34,431,206株 24年８月期２Ｑ 34,446,650株

この四半期短信は、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。

本資料に記載されている業務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、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、添付資料の３ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する

定性的情報」をご覧ください。
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 当第２四半期連結累計期間における国内経済は、東日本大震災からの復旧・復興需要を背景に、穏やかな景気

回復の動きが継続し、平成24年12月の政権交代後の経済政策への期待感から、円安基調への転換・株価の回復等

も見られましたが、依然として不安定な欧州債務問題や円安による輸入原料価格の高止まりなどの懸念される事

項も多く、依然として先行きが不透明な状況で推移いたしました。 

 医療・介護業界におきましては、前年４月実施の診療報酬及び介護報酬のプラス改定を受け、業界は安定化し

つつあります。しかしながら、平成22年度国民医療費が37兆円を超え毎年過去 大額を更新する中、社会保障・

税一体改革は徐々に進行しているものの、特に増大する高齢者医療に対する制度改革は未だ検討段階であり、中

長期的には不透明感が強い環境下にあるものと思われます。 

 メディカルウェア業界におきましては、市場の安定を背景に概ね業界は順調でありました。 

 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、ドクターウェ

アが東日本を中心に順調に拡大し、また手術ウェアも好調に推移した結果、前期に引き続き４期連続して過去

高の売上・営業利益を達成することとなりました。 

 生産に関する状況といたしましては、各種原材料・加工賃の上昇及び、円安の急激な進行の影響を受ける一

方、当社グループにおきましては、海外シフト率の向上及び為替リスクヘッジのための先物予約による円高効果

により売上高総利益率は、昨年並みの46.9％を確保できました。営業外収支といたしましては、外貨預金の為替

差益増加により、前年同期比２億57百万円好転いたしました。 

 また、平成25年２月に株主還元の一環として、取得株式総数20万株、取得価格総額２億29百万円の自己株式を

取得いたしました。 

 このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては64億63百万円（前年同期比4.5％

増）、営業利益は17億71百万円（同12.9％増）、経常利益は21億57百万円（同27.2％増）、四半期純利益は13億

21百万円（同38.5％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  

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の資産合計は345億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億42百万円減少

いたしました。流動資産合計は241億８百万円となり10億87百万円減少し、主な要因は、現金及び預金の減少14

億93百万円、有価証券の減少４億99百万円及びたな卸資産の増加８億82百万円等であります。固定資産合計は

104億38百万円となり、６億45百万円増加いたしました。その内訳として有形固定資産は76億51百万円となり３

億34百万円増加、無形固定資産は85百万円となり微減、投資その他の資産は27億１百万円となり３億11百万円増

加いたしました。 

（負債）  

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は33億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億71百万円減少い

たしました。流動負債合計は27億49百万円となり５億90百万円減少し、主な要因は、未払法人税等の減少５億67

百万円等であります。固定負債合計は５億86百万円となり、19百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は312億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億28百万円増

加いたしました。主な要因は、繰延ヘッジ損益の増加１億92百万円であります。 

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の88.8％から90.3％となりました。 

  

１．当四半期決算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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② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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53億51百万円となり、

前連結会計年度末に比べ25億93百万円減少いたしました。 

 当第２四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） 

 営業活動の結果使用した資金は２億８百万円（前年同期は１億91百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益21億47百万円（同16億86百万円）、売上債権の減少額１億25百万円

（同４億85百万円）、仕入債務の増加額２億34百万円（同２億３百万円）等による増加と、たな卸資産の増加額

８億82百万円（同10億８百万円）、法人税等の支払額14億58百万円（同11億38百万円）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） 

 投資活動の結果使用した資金は12億86百万円（同51百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、定期預金の払戻に対する預入の超過支出額６億円（前年同期は預入に対する払戻の超過収入額２

億円）と新本社社屋着工等設備投資を含む有形固定資産の取得による支出５億35百万円（同１億15百万円）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14億34百万円(同12億４百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額12億４百万円（同12億４百万円）と自己株式の取得による支出２億29百万円（同0百万

円）による減少であります。 

  

 平成24年８月期決算発表時（平成24年10月１日）の予想を変更しておりません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取得

した有形固定資産のうち定率法を採用するものについては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。 

 なお、これに伴う当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,627,769 15,134,343

受取手形及び売掛金 4,219,658 4,095,105

有価証券 716,590 216,668

たな卸資産 3,396,201 4,278,355

その他 237,740 385,837

貸倒引当金 △2,125 △2,116

流動資産合計 25,195,835 24,108,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,793,038 1,743,068

機械装置及び運搬具（純額） 501,818 523,191

土地 4,962,615 4,962,615

建設仮勘定 24,424 389,600

その他（純額） 34,871 32,925

有形固定資産合計 7,316,768 7,651,400

無形固定資産 86,325 85,320

投資その他の資産   

投資有価証券 1,665,205 1,742,991

その他 726,748 960,434

貸倒引当金 △1,902 △1,860

投資その他の資産合計 2,390,051 2,701,565

固定資産合計 9,793,146 10,438,287

資産合計 34,988,981 34,546,482

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,362,891 1,598,103

未払法人税等 1,353,288 785,523

賞与引当金 81,933 77,514

その他 542,448 288,680

流動負債合計 3,340,561 2,749,821

固定負債   

退職給付引当金 321,402 336,045

役員退職慰労引当金 153,500 159,730

その他 92,641 91,140

固定負債合計 567,544 586,916

負債合計 3,908,105 3,336,738
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年２月28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 29,972,867 30,089,050

自己株式 △3,172,297 △3,401,953

株主資本合計 31,084,034 30,970,560

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 173 50,022

繰延ヘッジ損益 △3,331 189,160

その他の包括利益累計額合計 △3,157 239,183

純資産合計 31,080,876 31,209,744

負債純資産合計 34,988,981 34,546,482
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 6,186,336 6,463,550

売上原価 3,284,333 3,429,433

売上総利益 2,902,002 3,034,116

販売費及び一般管理費 1,332,922 1,262,119

営業利益 1,569,080 1,771,997

営業外収益   

受取利息 8,781 9,897

受取配当金 3,529 3,546

受取賃貸料 33,833 30,141

為替差益 101,513 355,040

雑収入 5,941 6,983

営業外収益合計 153,600 405,609

営業外費用   

固定資産賃貸費用 26,338 20,394

雑損失 1 183

営業外費用合計 26,339 20,578

経常利益 1,696,341 2,157,028

特別損失   

固定資産除売却損 9,493 9,708

減損損失 149 －

特別損失合計 9,643 9,708

税金等調整前四半期純利益 1,686,697 2,147,319

法人税、住民税及び事業税 659,821 794,743

法人税等調整額 72,296 30,761

法人税等合計 732,117 825,504

少数株主損益調整前四半期純利益 954,580 1,321,814

四半期純利益 954,580 1,321,814
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 954,580 1,321,814

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 14,730 49,848

繰延ヘッジ損益 73,004 192,492

その他の包括利益合計 87,734 242,341

四半期包括利益 1,042,315 1,564,156

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,042,315 1,564,156
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28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 1,686,697 2,147,319

減価償却費 136,134 124,841

減損損失 149 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △309 △51

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,362 △4,418

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,519 14,642

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,135 6,230

受取利息及び受取配当金 △12,311 △13,443

為替差損益（△は益） △99,575 △342,924

有形固定資産売却損益（△は益） 240 108

有形固定資産除却損 9,253 9,600

売上債権の増減額（△は増加） 485,026 125,101

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,008,328 △882,153

仕入債務の増減額（△は減少） 203,101 234,823

未払消費税等の増減額（△は減少） △93,570 △99,584

その他 △8,058 △78,285

小計 1,323,742 1,241,804

利息及び配当金の受取額 6,976 7,938

法人税等の支払額 △1,138,835 △1,458,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,882 △208,765

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 △1,400,000 △4,300,000

定期預金の払戻による収入 1,600,000 3,700,000

有形固定資産の取得による支出 △115,294 △535,594

有形固定資産の売却による収入 200 465

無形固定資産の取得による支出 △25,469 △3,315

投資有価証券の取得による支出 △468 △476

貸付けによる支出 － △132,105

その他 △7,479 △15,202

投資活動によるキャッシュ・フロー 51,488 △1,286,227

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 △92 △229,655

配当金の支払額 △1,204,197 △1,204,962

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,204,290 △1,434,618

現金及び現金同等物に係る換算差額 99,575 336,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △861,343 △2,593,347

現金及び現金同等物の期首残高 8,701,226 7,944,359

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,839,883 5,351,012
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 該当事項はありません。 

  

 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 ①販売実績 

 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、品目別情報を記載し

ております。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

（１）販売の状況

品目別 
当第２四半期連結累計期間
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年２月28日）

  
 前年同四半期比（％） 

  

メディカルウェア（千円）  6,362,777  104.7

 （ヘルスケアウェア）  (3,725,927)  (104.9)

 （ドクターウェア）  (982,528)  (106.8)

 （ユーティリティウェア）  (352,175)  (95.5)

 （患者ウェア）  (580,758)  (101.2)

 （手術ウェア）  (621,095)  (108.2)

 （その他）  (100,291)  (111.8)

シューズ（千円）  100,773  94.0

合計（千円）  6,463,550  104.5
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