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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8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 ％

24年5月期第1四半期 9,745 9.0 △12 ― 6 ― △1 ―

23年5月期第1四半期 8,936 0.9 △148 ― △127 ― △89 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △21百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 △100百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 △0.75 ―

23年5月期第1四半期 △34.92 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 13,710 4,909 35.8
23年5月期 15,379 4,956 32.2

（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  4,907百万円 23年5月期  4,954百万円

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

23年5月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年5月期 ―

24年5月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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）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) 19,499 5.0 △44 ― △14 ― △9 ― △3.64

通期 42,075 4.9 178 12.0 239 △1.6 103 ― 40.65



(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
半期連結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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、【添付資
料】2ページ「1．（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

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） 24年5月期1Q 2,553,000 株 23年5月期 2,553,000 株

② 期末自己株式数 24年5月期1Q 890 株 23年5月期 890 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 2,552,110 株 23年5月期1Q 2,552,125 株
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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 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災により落ち込んだ生産活動に回復の動きが見ら

れた一方、電力供給の制約や原発事故の影響拡大に加え、急激な円高の進行等による金融市場の混乱、更

にはデフレの継続等により、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

医療業界におきましては、平成22年４月の診療報酬改定で急性期医療機関の一部に経営改善の効果が見

られたものの、地域医療機関は慢性的な医師不足の問題等を抱え、厳しい経営環境が続いております。当

社グループが属する医療機器販売業界におきましても、医療材料の償還価格引き下げに加え、顧客である

医療機関の経営改善に向けたコスト削減要請の高まり等により、業者間の販売競争が一層激しくなってお

ります。 

このような状況の下、当社グループでは、本年度を初年度とする３ヶ年の新中期経営計画を策定し、基

盤事業の安定的成長と生産性の向上を目指して、主要施策の取組みをスタートさせました。特に本年度

は、九州全域をカバーする営業拠点と物流ネットワークの活用によるＳＰＤ(院内物品管理)事業の拡大等

基盤事業の強化や、専門部署の設置による商品戦略の強化、更には子会社における整形事業の展開加速に

よるグループ戦略の強化等に重点的に取組んでおります。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は97億45百万円（前年同四半期比9.0％増）となり、

利益面につきましては、売上増加に伴う売上総利益の増加、支払手数料等の経費削減により営業損失は12

百万円（前年同四半期は１億48百万円の営業損失）、経常利益は６百万円（前年同四半期は１億27百万円

の経常損失）、四半期純損失は１百万円（前年同四半期は89百万円の四半期純損失）となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

① 医療機器販売業 

医療機器販売業のうち、一般機器分野では、超音波診断装置等の医療機器備品および理化学機器等の

売上増加により15億65百万円（前年同四半期比10.4％増）となりました。一般消耗品分野では、ＳＰＤ

契約施設の増加による医療機器消耗品や整形消耗品等の売上増加により51億60百万円（前年同四半期比

9.9％増）となりました。低侵襲治療分野では、内視鏡備品や内視鏡処置用医療材料(ＩＶＥ)および心臓

循環器消耗品等の売上増加により21億41百万円（前年同四半期比9.0％増）となりました。メディカルサ

ービス分野では、ＣＴ(コンピューター断層撮影装置)やＭＲＩ(磁気共鳴画像装置)等の放射線機器等の

売上増加により５億86百万円（前年同四半期比5.8％増）となりました。医療情報分野では、画像診断装

置システムや医療情報備品等の売上減少により２億32百万円（前年同四半期比9.8％減）となりました。

この結果、医療機器販売業の売上高は96億86百万円（前年同四半期比9.0％増）、セグメント利益は１億

37百万円（前年同四半期比631.4％増）となりました。 

② 医療モール事業 

医療モール事業におきましては、主として賃料収入により売上高は８百万円（前年同四半期比29.5％

減）、セグメント損失は12百万円（前年同四半期は20百万円のセグメント損失）となりました。 

 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産の部） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は137億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて16億68

百万円減少いたしました。流動資産は、主に売掛金の減少、金銭信託償還による有価証券の減少等により1

02億95百万円となりました。 

 

（負債の部） 

負債は、支払手形及び買掛金の減少により、前連結会計年度末に比べて16億21百万円減少し、88億円と

なりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べて47百万円減少し、49億９百万円となり、自己資本

比率は35.8％となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、概ね当初予定通りに推移しており、平成23年７月11日に公表いたしました第

２四半期連結累計期間及び通期の業績予想から変更はありません。 
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２．サマリー情報（その他）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 

該当事項はありません。 
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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23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,707,061 1,431,519

受取手形及び売掛金 7,659,867 6,798,535

有価証券 500,000 －

商品 1,669,958 1,664,427

その他 365,163 410,431

貸倒引当金 △10,219 △9,340

流動資産合計 11,891,832 10,295,574

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,173,277 2,174,947

減価償却累計額 △1,003,473 △1,024,654

建物及び構築物（純額） 1,169,803 1,150,292

土地 1,474,493 1,474,493

その他 545,918 536,186

減価償却累計額 △435,619 △440,962

その他（純額） 110,298 95,223

有形固定資産合計 2,754,596 2,720,010

無形固定資産 123,789 116,327

投資その他の資産   

投資有価証券 252,477 217,751

その他 356,396 360,771

投資その他の資産合計 608,874 578,522

固定資産合計 3,487,259 3,414,860

資産合計 15,379,091 13,710,435

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,470,616 8,051,536

未払法人税等 13,877 2,323

賞与引当金 271,967 86,432

その他 388,890 363,904

流動負債合計 10,145,352 8,504,196

固定負債   

退職給付引当金 93,905 107,361

資産除去債務 52,770 52,990

その他 130,443 136,443

固定負債合計 277,119 296,795

負債合計 10,422,472 8,800,992
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 494,025 494,025

資本剰余金 627,605 627,605

利益剰余金 3,714,182 3,686,735

自己株式 △971 △971

株主資本合計 4,834,841 4,807,394

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 120,089 99,912

その他の包括利益累計額合計 120,089 99,912

少数株主持分 1,688 2,137

純資産合計 4,956,619 4,909,443

負債純資産合計 15,379,091 13,710,435
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 8,936,573 9,745,128

売上原価 7,911,724 8,594,264

売上総利益 1,024,849 1,150,863

販売費及び一般管理費 1,173,395 1,163,628

営業損失（△） △148,546 △12,765

営業外収益   

受取利息 747 429

受取配当金 1,234 1,286

仕入割引 11,244 11,527

受取手数料 3,598 2,257

その他 4,689 5,469

営業外収益合計 21,514 20,969

営業外費用   

支払利息 456 627

その他 398 909

営業外費用合計 854 1,537

経常利益又は経常損失（△） △127,886 6,666

特別利益   

投資有価証券売却益 － 3,375

貸倒引当金戻入額 455 －

特別利益合計 455 3,375

特別損失   

固定資産除却損 52 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,345 －

特別損失合計 8,398 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△135,830 10,042

法人税、住民税及び事業税 5,046 10,089

法人税等調整額 △51,934 1,429

法人税等合計 △46,888 11,519

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △88,941 △1,477

少数株主利益 185 449

四半期純損失（△） △89,127 △1,926
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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：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △88,941 △1,477

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,396 △20,177

その他の包括利益合計 △11,396 △20,177

四半期包括利益 △100,337 △21,654

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △100,523 △22,104

少数株主に係る四半期包括利益 185 449
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

１ 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社においては主に事業所別に、連結子会社においては個別に報告を受け、包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

 これらの事業セグメントを製品・サービスの類似性から、集約基準及び量的基準に基づいて集約したうえで、

「医療機器販売業」及び「医療モール事業」の２つを報告セグメントとしております。  

 「医療機器販売業」は、主に医療機器メーカーより仕入れた医療機器を、病院をはじめとする医療機関等に販売

しております。「医療モール事業」は、複数のクリニックが同一敷地内に立地し、各診療科の専門医が医療サービ

スを提供する複合型医療施設の運営を行っております。 

 

２ 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 

前第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

医療機器 
販売業 

医療モール
事業 

計 

その他 

(注)１ 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

 売上高 
 
 

 

   外部顧客への売上高 8,866,024 11,468 8,877,492 59,081 － 8,936,573

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
22,893 － 22,893 83,423 △106,316 －

計 8,888,917 11,468 8,900,385 142,504 △106,316 8,936,573

セグメント利益又は 
損失(△) 

18,749 △20,715 △1,966 5,908 △152,488 △148,546

(注)１ 「その他」の区分は、自社開発製品である整形外科用インプラントやプライベートブランド製品を製造・

販売しております。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△152,488千円には、各報告セグメントに配分しない全社費用△

148,836千円、棚卸資産の調整額△3,651千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属

しない親会社（提出会社）の管理部門等に係る費用であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日） 
（単位：千円） 

報告セグメント 
 

医療機器 
販売業 

医療モール
事業 

計 

その他 

(注)１ 
調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３ 

 売上高 
 
 

 

   外部顧客への売上高 9,659,831 8,082 9,667,914 77,213 － 9,745,128

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
26,845 － 26,845 48,853 △75,698 －

計 9,686,676 8,082 9,694,759 126,067 △75,698 9,745,128

セグメント利益又は 
損失(△) 

137,126 △12,939 124,186 11,985 △148,937 △12,765

(注)１ 「その他」の区分は、自社開発製品である整形外科用インプラントやプライベートブランド製品を製造・

販売しております。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△148,937千円には、各報告セグメントに配分しない全社費用△

152,195千円、棚卸資産の調整額3,258千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属し

ない親会社（提出会社）の管理部門等に係る費用であります。 

３ セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

(5) 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。 
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４．補足情報 

仕入及び販売の状況 

(1) 仕入実績 

仕入実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年８月31日) 
セグメントの名称 

金額(千円) 金額(千円) 

前年同 

四半期比

（％） 

機器 2,208,818 2,396,159 108.5

消耗品 5,495,060 6,009,820 109.4

医療情報 199,713 175,041 87.6
医療機器販売業 

小 計 7,903,593 8,581,021 108.6

その他 103,573 92,200 89.0

セグメント間内部取引額 △106,316 △75,698 －

合 計 7,900,850 8,597,523 108.8

(注) 上記金額は実際仕入額であり、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 販売実績 

販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年６月１日 

 至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年８月31日) 
セグメントの名称 

金額(千円) 金額(千円) 

前年同

四半期比

（％）

一般機器分野 1,417,935 1,565,056 110.4

一般消耗品分野 4,693,999 5,160,591 109.9

低侵襲治療分野 1,964,173 2,141,298 109.0

メディカルサービス分野 554,636 586,815 105.8

医療情報分野 258,173 232,914 90.2

医療機器販売業 

小 計 8,888,917 9,686,676 109.0

医療モール事業 11,468 8,082 70.5

その他 142,504 126,067 88.5

セグメント間内部取引額 △106,316 △75,698 －

合 計 8,936,573 9,745,128 109.0

(注) 上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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