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1.  平成26年5月期第1四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25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 ％

26年5月期第1四半期 11,557 7.1 158 32.7 179 26.5 102 29.4
25年5月期第1四半期 10,791 10.7 119 ― 142 ― 79 ―

（注）包括利益 26年5月期第1四半期 90百万円 （△9.1％） 25年5月期第1四半期 99百万円 （―％）

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5月期第1四半期 40.27 ―

25年5月期第1四半期 31.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年5月期第1四半期 15,843 5,476 34.6
25年5月期 17,229 5,508 32.0

（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  5,474百万円 25年5月期  5,506百万円

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5月期 ― 0.00 ― 48.00 48.00
26年5月期 ―

26年5月期（予想） 0.00 ― 33.00 33.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 22,825 3.0 190 △39.6 228 △38.0 148 △30.7 58.02
通期 47,329 0.3 422 △25.3 497 △23.9 279 △30.5 109.61



(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。 

※  注記事項

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） 26年5月期1Q 2,553,000 株 25年5月期 2,553,000 株

② 期末自己株式数 26年5月期1Q 890 株 25年5月期 890 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 2,552,110 株 25年5月期1Q 2,552,110 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１四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行による経済・金融政策効果を背景に、輸

出や個人消費に穏やかな改善の動きが見られ、景況感に回復の兆しが見られた一方、海外景気の下振れ等

リスク要因も発生し、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

医療業界におきましては、平成26年度診療報酬改定の基本方針策定に向けた議論がスタートし、社会保

障・税一体改革の課題である病院・病床の機能分化の推進、医療・介護の連携強化、急性期病院の平均在

院日数の短縮、在宅医療の充実等の方向性が提示されました。当医療機器業界におきましては、平成24年

度診療報酬改定に伴う医療材料の償還価格の引き下げの影響や、医療機関におけるコスト削減要請の強ま

り等により、業者間の販売競争が一層激しさを増しており、一部に業界再編等の動きも見られておりま

す。 

このような状況の下、当社グループでは、医療機器市場の環境変化を前向きにとらえ、当社グループが

強みとする医療機関の業務効率化やコスト削減等の経営改善ニーズに対する提案力を生かし、ＳＰＤ（医

療材料管理受託業務）契約施設の増加による医療材料の売上増加や、診断機器等の医療機器の売上及びサ

ービス収入の拡大をはかっております。本年７月には福岡市内に新たなＳＰＤセンターを開設し、鳥栖Ｓ

ＰＤセンターとの２拠点体制として、物流のスピードアップによる顧客サービスの向上と、災害時等の事

業継続機能の強化に取組んでおります。また、主要取引先である急性期病院の施設の建替えや設備更新に

よる医療機器や設備工事需要を取り込むべく、本部・事業所一体での営業活動を強化しております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は115億57百万円（前年同四半期比7.1％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により営業利益は１億58百万円（前年同四

半期比32.7％増）、経常利益は１億79百万円（前年同四半期比26.5％増）、四半期純利益は１億２百万円

（前年同四半期比29.4％増）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、病棟建替えや設備更新に伴い超音波画像診断装置等の医療

機器備品の売上は増加したものの、検査機器等の理化学備品の売上が減少したため17億70百万円（前年

同四半期比5.2％減）となりました。一般消耗品分野では、ＳＰＤ契約施設の増加に伴う医療機器消耗品

の売上増加により57億19百万円（前年同四半期比3.5％増）となりました。低侵襲治療分野では、電子内

視鏡システム等の内視鏡備品や、内視鏡処置用医療材料（ＩＶＥ）等の売上増加により27億43百万円

（前年同四半期比12.4％増）となりました。メディカルサービス分野では、磁気共鳴画像装置（ＭＲ

Ｉ）やコンピューター断層撮影装置（ＣＴ）等の放射線機器の売上増加や、新規開業支援事業の取扱件

数の増加等により９億71百万円（前年同四半期比45.2％増）となりました。医療情報分野では、医用画

像情報システムや電子カルテシステム等の売上増加により２億90百万円（前年同四半期比23.0％増）と

なりました。 

この結果、医療機器販売業の売上高は114億95百万円（前年同四半期比7.0％増）、セグメント利益は

２億99百万円（前年同四半期比11.3％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11百万円（前年同四半期比6.4％

増）、セグメント損失は６百万円（前年同四半期は９百万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158億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億85

百万円減少いたしました。流動資産は、現金および預金の減少等により125億3百万円となりました。 

 

（負債及び純資産の部） 

負債は、支払手形及び買掛金の減少等により、前連結会計年度末に比べて13億53百万円減少し、103億67

百万円となりました。また、純資産は前連結会計年度末に比べて32百万円減少し、54億76百万円となり、

自己資本比率は34.6％となりました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成26年５月期の連結業績予想につきましては、平成25年7月11日に公表いたしました連結業績予想に変

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。 
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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25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,039,701 1,383,697

受取手形及び売掛金 7,935,355 7,577,379

有価証券 1,000,000 1,500,000

商品 1,578,079 1,687,635

その他 391,489 366,536

貸倒引当金 △12,573 △11,950

流動資産合計 13,932,052 12,503,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,218,398 2,299,189

減価償却累計額 △1,166,153 △1,186,410

建物及び構築物（純額） 1,052,245 1,112,779

土地 1,446,085 1,446,085

建設仮勘定 24,729 －

その他 580,927 631,035

減価償却累計額 △486,326 △497,335

その他（純額） 94,600 133,700

有形固定資産合計 2,617,660 2,692,564

無形固定資産 54,624 45,020

投資その他の資産   

投資有価証券 295,104 276,384

その他 329,808 326,356

投資その他の資産合計 624,912 602,740

固定資産合計 3,297,198 3,340,325

資産合計 17,229,250 15,843,623

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,352,483 9,403,830

未払法人税等 141,066 9,069

賞与引当金 457,421 86,948

その他 511,995 598,890

流動負債合計 11,462,966 10,098,738

固定負債   

退職給付引当金 48,146 51,582

その他 209,786 217,022

固定負債合計 257,933 268,604

負債合計 11,720,899 10,367,342
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25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 4,232,004 4,212,281

自己株式 △971 △971

株主資本合計 5,352,663 5,332,940

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 153,697 141,188

その他の包括利益累計額合計 153,697 141,188

少数株主持分 1,989 2,151

純資産合計 5,508,350 5,476,280

負債純資産合計 17,229,250 15,843,623
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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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 10,791,082 11,557,410

売上原価 9,502,117 10,172,092

売上総利益 1,288,965 1,385,317

販売費及び一般管理費 1,169,332 1,226,521

営業利益 119,632 158,796

営業外収益   

受取利息 1,188 576

受取配当金 797 1,035

仕入割引 13,687 11,718

受取手数料 3,681 4,118

その他 5,566 4,421

営業外収益合計 24,922 21,869

営業外費用   

支払利息 645 606

その他 1,817 313

営業外費用合計 2,463 920

経常利益 142,092 179,745

特別損失   

固定資産除却損 － 113

事務所移転費用 － 247

特別損失合計 － 360

税金等調整前四半期純利益 142,092 179,384

法人税、住民税及び事業税 5,869 5,408

法人税等調整額 56,746 71,035

法人税等合計 62,615 76,444

少数株主損益調整前四半期純利益 79,476 102,940

少数株主利益 41 162

四半期純利益 79,435 102,778
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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24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 79,476 102,940

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,057 △12,508

その他の包括利益合計 20,057 △12,508

四半期包括利益 99,534 90,431

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 99,493 90,269

少数株主に係る四半期包括利益 41 162
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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24年６月１日  至  平成24年８月31日） 

（単位：千円） 

 
報告セグメント 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 

医療機器 
販売業 

医療モール
事業 

計 

 売上高 
 
 

 

   外部顧客への売上高 10,724,822 10,365 10,735,187 55,895 － 10,791,082

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
14,886 － 14,886 820 △15,706 －

計 10,739,708 10,365 10,750,073 56,716 △15,706 10,791,082

セグメント利益又は 
損失(△) 

269,036 △9,157 259,878 823 △141,069 119,632

(注)１ 「その他」の区分は、自社グループ開発製品である整形外科用インプラントを製造・販売しております。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△141,069千円には、各報告セグメントに配分しない全社費用△

141,221千円、棚卸資産の調整額152千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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成25年６月１日  至  平成25年８月31日） 
（単位：千円） 

 
報告セグメント 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 

医療機器 
販売業 

医療モール
事業 

計 

 売上高 
 
 

 

   外部顧客への売上高 11,485,321 11,025 11,496,347 61,062 － 11,557,410

  セグメント間の内部売上高

又は振替高 
10,352 － 10,352 183 △10,535 －

計 11,495,673 11,025 11,506,699 61,246 △10,535 11,557,410

セグメント利益又は 
損失(△) 

299,423 △6,543 292,880 8,993 △143,077 158,796

(注)１ 「その他」の区分は、自社グループ開発製品である整形外科用インプラントを製造・販売しております。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△143,077千円には、各報告セグメントに配分しない全社費用△

143,084千円、棚卸資産の調整額７千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。 

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年６月１日 

 至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 

 至 平成25年８月31日) 

前年同 

四半期比

（％） 
金額(千円) 金額(千円) 

医療機器販売業 

機器 2,770,541 3,182,205 114.9

消耗品 6,554,862 6,824,632 104.1

医療情報 180,741 225,364 124.7

小 計 9,506,145 10,232,202 107.6

その他 42,458 45,467 107.1

セグメント間内部取引額 △15,207 △10,099 66.4

合 計 9,533,396 10,267,569 107.7

(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。 

セグメントの名称 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成24年６月１日 

 至 平成24年８月31日)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成25年６月１日 

 至 平成25年８月31日) 

前年同

四半期比

（％）
金額(千円) 金額(千円) 

医療機器販売業 

一般機器分野 1,867,651 1,770,686 94.8

一般消耗品分野 5,527,121 5,719,744 103.5

低侵襲治療分野 2,440,083 2,743,637 112.4

メディカルサービス分野 668,913 971,510 145.2

医療情報分野 235,938 290,094 123.0

小 計 10,739,708 11,495,673 107.0

医療モール事業 10,365 11,025 106.4

その他 56,716 61,246 108.0

セグメント間内部取引額 △15,706 △10,535 67.1

合 計 10,791,082 11,557,410 107.1

(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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