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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3四半期 39,840 8.5 600 △63.6 916 △52.7 580 △58.4
25年3月期第3四半期 36,733 5.9 1,649 79.3 1,937 58.3 1,394 74.8

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 1,674百万円 （△12.0％） 25年3月期第3四半期 1,904百万円 （―％）

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3四半期 11.89 ―
25年3月期第3四半期 32.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 54,169 30,758 56.6
25年3月期 51,286 29,462 57.3
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 30,664百万円 25年3月期 29,390百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
26年3月期 ― 4.00 ―
26年3月期（予想） 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（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

通期 52,500 7.0 1,000 △37.3 1,200 △36.2 600 △53.0 12.30



(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 

(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、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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 49,466,932 株 25年3月期 49,466,932 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 702,319 株 25年3月期 693,451 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 48,769,017 株 25年3月期3Q 43,155,687 株
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当社グループを取り巻く環境は、海外においては、先進国をはじめ新興国の堅調な需要拡大を背景

に、欧米大手各社が事業統合などにより規模の利益を追求するなど、企業間競争は厳しさを増していま

す。一方、国内においては、少子高齢化の進展、国家財政及び医療保険財政の深刻化を背景に、医療費

全体の伸びを抑える医療政策が継続しているものの、本格化する高齢社会に対応する医療機器や、再生

医療をサポートする周辺機器の提供が求められる等、新たな市場も現れつつあります。 

 このような環境の中、当社グループは、「患者様第一主義」の企業理念に基づき、お客様に感動を与

える製品とサービスの提供を目指し、「医療の安全」「医療の効率化」「再生医療」の３つをキーワー

ドとして、販売品目を４つのシステム群に分類し、輸液輸血群及び一般用品群では、医療の安全に貢献

する輸液及び経腸栄養関連製品を、透析群では、医療の効率化に資する血液透析及び腹膜透析の両分野

の製品を、循環器群では、膜型人工肺、人工心肺回路等の高付加価値製品を中心に、製品の開発・生

産・販売を進め収益拡大に努めております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、円安による為替換算の影響も加わり、前年同四

半期に比べ31億7百万円増加の398億40百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。 

 利益につきましては、労務費の増加に加え、増産対応のための自動化設備の増設等に伴う償却負担に

より、営業利益は6億円（前年同四半期比63.6％減）となりました。また、持分法による投資利益や為

替差益を計上したことにより、経常利益は9億16百万円（前年同四半期比52.7％減）となり、税金費用

等を差し引いた結果、四半期純利益は5億80百万円（前年同四半期比58.4％減）となりました。 

  
セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

血液透析装置の販売が減少したものの、輸液輸血関連製品や医療用手袋の販売が引き続き伸長し

たため、売上高は304億58百万円（前年同四半期比0.6％増）となりました。また、セグメント利益

については、積極的な設備投資にかかる減価償却費の増加のほか、円安による輸入金額の増加によ

り5億43百万円（前年同四半期比59.1％減）となりました。 

日本向けの人工腎臓用血液回路の販売が減少したものの、米国向けの成分献血用回路の販売が好

調に推移したため、売上高は127億74百万円（前年同四半期比21.5％増）となりました。また、セ

グメント損益については、労務費の増加等により、前年同四半期に比べ3億69百万円減の1億2百万

円の損失となりました。 

欧米向け及び中国国内向けのＡＶＦ針（血液透析用針）の販売が引き続き伸長したため、売上高

は26億45百万円（前年同四半期比11.2％増）となりました。また、セグメント損益については、為

替による円建ての売上金額減少により、前年同四半期に比べ1億9百万円減の53百万円の損失となり

ました。 

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

 ① 日本

 ② 東南アジア

 ③ 中国
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ＥＵ圏におけるＡＶＦ針の販売が減少したものの、血液浄化関連製品の販売が堅調に推移したた

め、売上高は21億94百万円（前年同四半期比17.4％増）となりました。また、セグメント利益につ

いては、為替による円建ての仕入金額減少により2億4百万円（前年同四半期比109.0％増）となり

ました。 

北米向けのＡＶＦ針の販売が大口顧客の在庫調整により減少したものの、血液バッグの販売が伸

長したため、売上高は20億56百万円（前年同四半期比26.4％増）となりました。また、セグメント

利益については、所有株式の配当金受取により1億53百万円（前年同四半期比60.7％増）となりま

した。 

売上高は11億81百万円（前年同四半期比33.6％増）、セグメント利益については、32百万円（前

年同四半期比70.3％減）となりました。 

  

なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ28億83百万円増加の541億69百万

円となりました。資産、負債及び純資産の内容は次のとおりであります。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ9億29百万円増加の319億74百万円となりました。この主な

要因は、受取手形及び売掛金の増加であります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ19億53百万円増加の221億95百万円となりました。この主

な要因は、有形固定資産の取得によるものであります。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ7億51百万円増加の186億38百万円となりました。この主な

要因は、短期借入金の増加であります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ8億36百万円増加の47億73百万円となりました。この主な

要因は、長期借入金の増加であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ12億95百万円増加の307億58百万円となりました。この主な

要因は、為替換算調整勘定の変動によるものであります。 

 なお、自己資本比率は0.7ポイント低下の56.6％となりました。 

  

平成25年11月６日に修正開示した予想数値からの変更はありません。 

 ④ ドイツ

 ⑤ アメリカ

 ⑥ その他

（２）財政状態に関する説明

（資産）

（負債）

（純資産）

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,153 3,066

受取手形及び売掛金 15,026 16,134

商品及び製品 5,214 5,789

仕掛品 1,973 2,176

原材料及び貯蔵品 3,571 3,834

その他 1,110 979

貸倒引当金 △5 △7

流動資産合計 31,044 31,974

固定資産   

有形固定資産   

機械装置及び運搬具（純額） 5,286 5,772

その他（純額） 10,742 11,978

有形固定資産合計 16,029 17,750

無形固定資産 734 737

投資その他の資産   

投資その他の資産 3,481 3,710

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 3,477 3,707

固定資産合計 20,241 22,195

資産合計 51,286 54,169
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,474 7,685

短期借入金 3,237 4,445

1年内返済予定の長期借入金 1,386 1,548

未払法人税等 503 110

製品保証引当金 6 7

賞与引当金 1,002 571

資産除去債務 21 21

その他 4,254 4,249

流動負債合計 17,886 18,638

固定負債   

長期借入金 2,393 3,132

退職給付引当金 447 525

役員退職慰労引当金 51 59

資産除去債務 146 148

その他 897 907

固定負債合計 3,936 4,773

負債合計 21,823 23,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,411 7,411

資本剰余金 10,362 10,362

利益剰余金 12,687 12,877

自己株式 △271 △274

株主資本合計 30,189 30,376

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 286 412

為替換算調整勘定 △1,084 △124

その他の包括利益累計額合計 △798 288

少数株主持分 71 93

純資産合計 29,462 30,758

負債純資産合計 51,286 54,169
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 36,733 39,840

売上原価 26,231 29,711

売上総利益 10,501 10,129

販売費及び一般管理費 8,852 9,528

営業利益 1,649 600

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 22 63

持分法による投資利益 156 153

為替差益 112 158

その他 99 84

営業外収益合計 396 465

営業外費用   

支払利息 57 52

支払手数料 32 75

その他 17 21

営業外費用合計 107 150

経常利益 1,937 916

特別利益   

固定資産売却益 2 5

投資有価証券売却益 2 －

特別利益合計 4 5

特別損失   

固定資産売却損 1 3

固定資産廃棄損 29 58

投資有価証券評価損 50 －

特別損失合計 81 61

税金等調整前四半期純利益 1,861 860

法人税、住民税及び事業税 459 233

法人税等調整額 △3 38

法人税等合計 456 272

少数株主損益調整前四半期純利益 1,405 588

少数株主利益 10 8

四半期純利益 1,394 580
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,405 588

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 59 126

為替換算調整勘定 439 960

その他の包括利益合計 499 1,086

四半期包括利益 1,904 1,674

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,884 1,652

少数株主に係る四半期包括利益 19 22
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

セグメント情報 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、国内子会社及び韓国の現地法人の事業活動を含んでおります。 

  

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
日本

東南 
アジア

中国 ドイツ アメリカ 計

売上高                

  外部顧客への売上高 26,818 4,803 733 1,867 1,627 35,849 884 36,733

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,450 5,714 1,647 2 ─ 10,814 ─ 10,814

計 30,268 10,517 2,380 1,869 1,627 46,663 884 47,547

セグメント利益 
又は損失 (△)

1,328 267 56 97 95 1,845 108 1,954
 

利益 金額

報告セグメント計 1,845

「その他」の区分の利益又は損失（△） 108

セグメント間取引消去 △120

持分法投資利益又は損失（△） 157

その他の調整額 △53

四半期連結損益計算書の経常利益 1,937
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）「その他」の区分は、国内子会社及び韓国の現地法人の事業活動を含んでおります。 

  
２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

（単位：百万円）

  

 

報告セグメント
その他 
(注)

合計
日本

東南 
アジア

中国 ドイツ アメリカ 計

売上高                

  外部顧客への売上高 27,261 6,165 983 2,192 2,056 38,659 1,181 39,840

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,196 6,608 1,662 1 ─ 11,469 ─ 11,469

計 30,458 12,774 2,645 2,194 2,056 50,129 1,181 51,310

セグメント利益 
又は損失 (△)

543 △102 △53 204 153 745 32 777
 

利益 金額

報告セグメント計 745

「その他」の区分の利益又は損失（△） 32

セグメント間取引消去 2

持分法投資利益又は損失（△） 155

その他の調整額 △19

四半期連結損益計算書の経常利益 916
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