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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 2,499 8.1 368 60.0 347 53.4 228 5.7

27年３月期第２四半期 2,313 10.3 230 11.8 226 7.9 215 56.0
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 242百万円( △5.2％) 27年３月期第２四半期 255百万円( 47.7％)
　

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

28年３月期第２四半期 16.56 －

27年３月期第２四半期 15.66 －
　

　

（２）連結財政状態

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

28年３月期第２四半期 6,614 3,903 58.8 282.51

27年３月期 6,497 3,706 56.9 268.23
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 3,890百万円 27年３月期 3,695百万円
　

　

　

２．配当の状況

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

27年３月期 － － － 3.00 3.00

28年３月期 － －

28年３月期(予想) － 3.00 3.00

(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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 5,074 7.6 626 8.8 607 7.2 100 △75.5 7.26
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 15,463,116株 27年３月期 15,463,116株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 1,690,676株 27年３月期 1,687,590株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 13,774,203株 27年３月期２Ｑ 13,780,670株
　

　

※ 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連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。
※ 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予想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２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。
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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２四半期連結累計期間（平成27年４月１日～平成27年９月30日）におけるわが国経済は、中国をはじめとす

るアジア新興国の景気減速懸念や円安進行による輸入コストの上昇などのリスク要因があるものの、企業業績や雇

用環境の改善傾向が続き、景気は緩やかな回復基調で推移しました。

このような事業環境の中、当社グループは、暮らしに欠かせない文化と科学を提案するため、積極的な営業活動

を展開しました結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,499百万円（前年同四半期比8.1％増）、営業利益は

368百万円（前年同四半期比60.0％増）、経常利益は347百万円（前年同四半期比53.4％増）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は228百万円（前年同四半期比5.7％増）となりました。

　

セグメント別の状況は次のとおりであります。

（テクノ製品事業）

テクノ製品事業は、輸出売上が引き続き堅調に推移しました結果、売上高は1,927百万円（前年同四半期比10.1％

増）、セグメント利益（営業利益）は488百万円（前年同四半期比37.4％増）となりました。

（メディカル製品事業）

メディカル製品事業は、競合他社との厳しい市場競争の状況の中、主力製品のインフューザー及びガイドワイヤ

ーの販売に注力しました結果、売上高は571百万円（前年同四半期比1.5％増）、セグメント利益（営業利益）は28百

万円（前年同四半期49.2％増）となりました。

　

　

（２）財政状態に関する説明

当第２四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117百万円増加し、6,614百万円となりました。

これは主に、現金及び預金200百万円の増加、商品及び製品42百万円の増加、投資有価証券71百万円の減少、その他

流動資産53百万円の減少などによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べ78百万円減少し、2,711百万円となりました。これは主に、長期借入金122百万円

の減少、支払手形及び買掛金63百万円の減少、未払法人税等75百万円の増加、その他流動負債16百万円の増加など

によるものです。

純資産は前連結会計年度末に比べ196百万円増加し、3,903百万円となりました。これは主に、利益剰余金182百万

円の増加、その他有価証券評価差額金19百万円の増加、為替換算調整勘定５百万円の減少などによるものです。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

210百万円増加し、1,497百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、340百万円の資金の増加（前年同四半期 352百万円の資金の増加）となり

ました。これは主に、たな卸資産の増加93百万円はありましたが、税金等調整前四半期純利益348百万円、減価償却

費91百万円などがあったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、24百万円の資金の増加（前年同四半期 61百万円の資金の減少）となりま

した。これは主に、有形固定資産の取得による支出82百万円はありましたが、投資有価証券の償還による収入100百

万円、保険積立金の解約による収入24百万円などがあったことによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、173百万円の資金の減少（前年同四半期 150百万円の資金の減少）となり

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出122百万円、配当金の支払額45百万円などがあったことによるも

のです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成27年５月15日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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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

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(企業結合に関する会計基準等の適用)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）

等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額

を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更い

たしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方

法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更

を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、

四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及び

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点

から将来にわたって適用しております。

なお、当第２四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,373,530 1,573,646

受取手形及び売掛金 1,175,178 1,147,023

商品及び製品 197,748 240,254

仕掛品 949,906 969,595

原材料及び貯蔵品 229,441 258,854

繰延税金資産 90,768 71,303

その他 177,735 124,664

貸倒引当金 △4,126 △4,219

流動資産合計 4,190,182 4,381,122

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,024,713 2,043,949

減価償却累計額 △1,400,360 △1,421,899

建物及び構築物（純額） 624,353 622,049

機械装置及び運搬具 2,380,475 2,394,326

減価償却累計額 △2,000,035 △2,027,295

機械装置及び運搬具（純額） 380,440 367,030

土地 722,523 722,523

リース資産 54,132 66,683

減価償却累計額 △15,896 △20,646

リース資産（純額） 38,236 46,036

建設仮勘定 143,285 182,675

その他 352,734 359,372

減価償却累計額 △312,925 △323,626

その他（純額） 39,809 35,745

有形固定資産合計 1,948,648 1,976,061

無形固定資産

特許権 5,915 6,513

リース資産 4,064 3,636

その他 11,748 11,752

無形固定資産合計 21,727 21,901

投資その他の資産

投資有価証券 233,370 162,335

出資金 210 210

繰延税金資産 － 309

その他 114,349 84,146

貸倒引当金 △11,283 △11,283

投資その他の資産合計 336,646 235,717

固定資産合計 2,307,022 2,233,679

資産合計 6,497,204 6,614,802
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 538,458 475,440

1年内返済予定の長期借入金 212,772 164,952

リース債務 10,754 12,424

未払法人税等 33,698 109,478

賞与引当金 129,870 114,519

その他 192,368 209,226

流動負債合計 1,117,922 1,086,041

固定負債

長期借入金 1,242,970 1,168,714

リース債務 31,512 36,466

繰延税金負債 26,117 35,240

再評価に係る繰延税金負債 33,392 33,309

株式給付引当金 19,471 23,059

退職給付に係る負債 318,562 328,213

その他 745 745

固定負債合計 1,672,771 1,625,749

負債合計 2,790,694 2,711,790

純資産の部

株主資本

資本金 1,939,834 1,939,834

資本剰余金 496,043 496,043

利益剰余金 1,389,714 1,572,545

自己株式 △194,518 △195,144

株主資本合計 3,631,073 3,813,278

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 68,073 87,273

土地再評価差額金 △78,904 △78,822

為替換算調整勘定 74,792 69,088

その他の包括利益累計額合計 63,961 77,540

非支配株主持分 11,476 12,192

純資産合計 3,706,510 3,903,011

負債純資産合計 6,497,204 6,614,802
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 2,313,015 2,499,953

売上原価 1,551,760 1,605,023

売上総利益 761,254 894,930

販売費及び一般管理費 530,687 526,040

営業利益 230,567 368,889

営業外収益

受取利息 1,330 1,349

受取配当金 1,117 1,243

為替差益 8,516 －

その他 2,653 5,747

営業外収益合計 13,617 8,339

営業外費用

支払利息 13,203 11,846

為替差損 － 5,438

その他 4,378 12,361

営業外費用合計 17,582 29,645

経常利益 226,602 347,583

特別利益

固定資産売却益 － 1,177

特別利益合計 － 1,177

特別損失

固定資産除却損 102 10

特別損失合計 102 10

税金等調整前四半期純利益 226,500 348,750

法人税、住民税及び事業税 13,900 100,609

法人税等調整額 △4,767 19,345

法人税等合計 9,133 119,955

四半期純利益 217,366 228,795

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,538 716

親会社株主に帰属する四半期純利益 215,828 228,079
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 217,366 228,795

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 18,853 19,200

土地再評価差額金 － 82

為替換算調整勘定 19,345 △5,703

その他の包括利益合計 38,199 13,579

四半期包括利益 255,566 242,374

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 254,028 241,658

非支配株主に係る四半期包括利益 1,538 716
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９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 226,500 348,750

減価償却費 82,824 91,508

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,591 9,651

株式給付引当金の増減額（△は減少） 3,062 3,588

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,002 △15,306

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,696 93

受取利息及び受取配当金 △2,447 △2,592

保険解約損益（△は益） － 4,609

支払利息 13,203 11,846

為替差損益（△は益） △10,002 5,091

有形固定資産除却損 102 10

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,177

売上債権の増減額（△は増加） △72,888 31,255

たな卸資産の増減額（△は増加） 603 △93,746

仕入債務の増減額（△は減少） 90,627 △62,614

未払消費税等の増減額（△は減少） 23,901 21,959

その他の流動資産の増減額（△は増加） △270 10,812

その他の流動負債の増減額（△は減少） △11,824 6,153

その他の固定資産の増減額（△は増加） 3,343 5,559

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,039 3,172

小計 367,882 378,625

利息及び配当金の受取額 2,416 2,562

利息の支払額 △13,323 △11,908

法人税等の支払額 △4,957 △28,687

営業活動によるキャッシュ・フロー 352,018 340,592

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 △12,007 △12,012

貸付金の回収による収入 800 －

有形固定資産の取得による支出 △54,638 △82,058

有形固定資産の売却による収入 － 1,567

無形固定資産の取得による支出 － △1,996

投資有価証券の取得による支出 △783 △831

投資有価証券の償還による収入 － 100,000

保険積立金の積立による支出 － △3,395

保険積立金の解約による収入 － 24,290

敷金の差入による支出 △1,760 △1,022

投資その他の資産の増減額（△は増加） 6,653 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,737 24,541

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 △101,940 △122,076

配当金の支払額 △44,803 △45,490

リース債務の返済による支出 △2,821 △5,788

自己株式の取得による支出 △1,062 △626

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,628 △173,980

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,199 △3,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 145,853 188,103

現金及び現金同等物の期首残高 1,141,494 1,309,520

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,287,347 1,497,623
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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）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30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：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,749,792 562,796 2,312,579 436 2,313,015

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 14,580 14,580

計 1,749,792 562,786 2,312,579 15,016 2,327,595

セグメント利益 355,656 19,056 374,713 8,107 382,820

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計 374,713

「その他」の区分の利益 8,107

全社費用（注） △152,253

四半期連結損益計算書の営業利益 230,567

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30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：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
テクノ
製品事業

メディカル
製品事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,927,252 571,018 2,498,271 1,682 2,499,953

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 14,580 14,580

計 1,927,252 571,018 2,498,271 16,262 2,514,533

セグメント利益 488,649 28,436 517,086 9,746 526,832

（注）「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業を含んでおります。

　

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：千円）

利益 金額

報告セグメント計 517,086

「その他」の区分の利益 9,746

全社費用（注） △157,943

四半期連結損益計算書の営業利益 368,889

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門に係る費用であります。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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