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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年12月31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 ％

2020年3月期第3四半期 15,506 1.0 1,822 △0.7 1,883 △1.2 1,315 △3.1

2019年3月期第3四半期 15,360 4.6 1,835 2.0 1,906 1.6 1,357 1.3

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　1,463百万円 （19.4％） 2019年3月期第3四半期　　1,226百万円 （△14.3％）

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

2020年3月期第3四半期 107.15 ―

2019年3月期第3四半期 110.53 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年3月期第3四半期 28,886 21,991 76.1

2019年3月期 28,476 21,043 73.9

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 21,991百万円 2019年3月期 21,043百万円

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

2019年3月期 ― 18.00 ― 22.00 40.00

2020年3月期 ― 20.00 ―

2020年3月期（予想） 23.00 43.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

・修正の内容につきましては、本日(2020年１月30日)公表の「配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」をご参照ください。

3. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 21,600 1.5 2,800 3.6 2,900 4.0 2,100 4.9 171.05

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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

(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 ： 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

(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） 2020年3月期3Q 12,294,400 株 2019年3月期 12,294,400 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 17,293 株 2019年3月期 17,202 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 12,277,151 株 2019年3月期3Q 12,277,234 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・本資料に掲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。なお、業績予想に関する事項については、添付資料３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 

当社は更なる業容の拡大に対応するため、2019年４月より旧・環境機器事業部の微粒子計測器部門

を独立させ微粒子計測器事業部を新設し、単独のセグメントとしております。なお、前年比較につき

ましては、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。 

 

(1) 経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国の経済は、米中間の貿易摩擦の長期化や中国経済の減速など、

海外環境が悪化したことから、先行きが不透明な状況で推移しました。 

このような中、当社グループの業績につきましては、医療機器事業の販売が好調に推移したことか

ら前年同期と比べて増収となりましたが、利益面では環境機器事業及び微粒子計測器事業が減収減益

となったことから全体ではほぼ前年同期並みにとどまりました。 

(医療機器事業) 

補聴器では、2019年２月に発売した中価格帯製品の販売が好調に推移したことなどから、売上高は

前年同期を上回りました。医用検査機器では、大型の聴力検査室の大口受注があったことなどから、

売上高は前年同期を上回りました。これらの結果、医療機器事業全体では前年同期と比べて増収増益

となりました。 

(環境機器事業) 

都市部を中心とした建設工事にかかる需要が継続し、騒音計や振動計の販売が堅調に推移したもの

の、地震計の高額案件があった前年同期と比べて減収減益となりました。 

(微粒子計測器事業) 

半導体関連市場への液中微粒子計の 先端機種の販売が引き続き好調に推移したものの、その他の

液中微粒子計や気中微粒子計の販売は好調であった前年同期には及ばず、前年同期と比べて減収減益

となりました。 

 

当第３四半期累計期間の業績を前年同期と比較しますと、次のとおりとなります。 

（金額単位：百万円） 

 

前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日 

至 2018年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 2019年４月１日 

至 2019年12月31日) 

増減 
増減率 

(％) 

売上高 15,360 15,506 146 1.0

 医療機器事業 8,736 9,362 626 7.2

 環境機器事業 3,358 2,996 △361 △10.8

 微粒子計測器事業 3,265 3,147 △118 △3.6

営業利益 1,835 1,822 △13 △0.7

 医療機器事業 729 999 269 36.9

 環境機器事業 337 163 △174 △51.7

 微粒子計測器事業 767 659 △107 △14.0

経常利益 1,906 1,883 △23 △1.2

親会社株主に帰属する

四半期純利益 
1,357 1,315 △41 △3.1
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(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績につきましては、期初の予想数値を変更しておりません。 

医療機器事業では、補聴器において現在好評を博している製品の販売が引き続き好調に推移するも

のと予想されるほか、医用検査機器において耳鼻咽喉科市場での買替需要が継続するものと思われま

す。環境機器事業および微粒子計測器事業においては、景気動向が不透明ながらも、期末に向けて騒

音計等の大口案件の受注が見込まれることや、半導体関連市場を中心に液中微粒子計の 先端機種の

販売が引き続き好調に推移するものと見込んでおります。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,545,593 5,556,040

受取手形及び売掛金 6,280,947 5,466,782

たな卸資産 5,059,011 5,459,919

その他 328,273 393,621

貸倒引当金 △11,714 △8,686

流動資産合計 16,202,112 16,867,677

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,882,621 1,863,980

土地 5,967,194 5,967,194

その他（純額） 1,349,966 1,294,573

有形固定資産合計 9,199,782 9,125,748

無形固定資産 626,287 547,481

投資その他の資産

その他 2,456,772 2,353,575

貸倒引当金 △8,800 △7,900

投資その他の資産合計 2,447,972 2,345,675

固定資産合計 12,274,041 12,018,904

資産合計 28,476,154 28,886,581

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,712,008 1,822,134

未払法人税等 332,504 63,243

未払費用 272,681 384,088

賞与引当金 1,017,092 523,707

製品保証引当金 168,024 174,020

返品調整引当金 47,390 46,352

その他 162,551 321,612

流動負債合計 3,712,253 3,335,160

固定負債

退職給付に係る負債 2,166,588 1,988,160

その他 1,554,263 1,572,133

固定負債合計 3,720,851 3,560,293

負債合計 7,433,105 6,895,454
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,014,613 2,014,613

資本剰余金 2,438,112 2,438,112

利益剰余金 13,018,739 13,818,590

自己株式 △10,302 △10,520

株主資本合計 17,461,163 18,260,796

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 460,585 617,338

土地再評価差額金 3,277,067 3,277,067

退職給付に係る調整累計額 △155,768 △164,073

その他の包括利益累計額合計 3,581,884 3,730,331

純資産合計 21,043,048 21,991,127

負債純資産合計 28,476,154 28,886,581
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 15,360,087 15,506,743

売上原価 7,067,048 7,283,155

売上総利益 8,293,038 8,223,588

販売費及び一般管理費 6,457,752 6,401,510

営業利益 1,835,286 1,822,078

営業外収益

受取利息 4,061 3,779

受取配当金 23,069 20,442

受取家賃 36,159 37,260

その他 38,199 32,150

営業外収益合計 101,489 93,633

営業外費用

支払利息 1,277 1,312

支払手数料 23,229 26,009

その他 6,140 5,330

営業外費用合計 30,647 32,652

経常利益 1,906,128 1,883,059

特別利益

固定資産売却益 - 30

投資有価証券売却益 135,742 -

特別利益合計 135,742 30

特別損失

固定資産売却損 48 -

固定資産除却損 21,546 11,759

投資有価証券評価損 91,833 -

リース解約損 4,322 -

特別損失合計 117,750 11,759

税金等調整前四半期純利益 1,924,120 1,871,330

法人税、住民税及び事業税 361,788 369,271

法人税等調整額 205,280 186,567

法人税等合計 567,068 555,838

四半期純利益 1,357,051 1,315,491

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,357,051 1,315,491
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 1,357,051 1,315,491

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △123,175 156,752

退職給付に係る調整額 △7,494 △8,305

その他の包括利益合計 △130,670 148,447

四半期包括利益 1,226,381 1,463,938

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,226,381 1,463,938

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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(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) 

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。 
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(セグメント情報等) 

［セグメント情報］ 

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３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) 

（単位：千円） 

 
 
 

報告セグメント 
調整額 

四半期連結
損益計算書
計上額 医療機器事業 環境機器事業

微粒子計測器
事業 

計 

売上高   

(1) 外部顧客への 
売上高 

8,736,203 3,358,536 3,265,347 15,360,087 ― 15,360,087

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

― ― ― ― ― ―

計 8,736,203 3,358,536 3,265,347 15,360,087 ― 15,360,087

セグメント利益 729,858 337,940 767,487 1,835,286 ― 1,835,286

 (注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
 

  当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) 

（単位：千円） 

 
 
 

報告セグメント 
調整額 

四半期連結
損益計算書

計上額 医療機器事業 環境機器事業
微粒子計測器

事業 
計 

売上高   

(1) 外部顧客への 
売上高 

9,362,574 2,996,955 3,147,213 15,506,743 ― 15,506,743

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

― ― ― ― ― ―

計 9,362,574 2,996,955 3,147,213 15,506,743 ― 15,506,743

セグメント利益 999,108 163,312 659,657 1,822,078 ― 1,822,078

 (注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 
 

報告セグメントの変更等に関する事項 

当社は、更なる業容の拡大に対応するため、2019年４月より旧・環境機器事業部の微粒子計測器部

門を独立させ、微粒子計測器事業部を新設いたしました。これに伴い、第１四半期連結会計期間より、

報告セグメントを従来の「医療機器事業」、「環境機器事業」の２区分から、「医療機器事業」、

「環境機器事業」、「微粒子計測器事業」の３区分へ変更しております。 

なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報については、変更後の区分により作成したもの

を記載しております。 
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［関連情報］ 

製品及びサービスごとの情報 

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日) 

     (単位：千円) 

 

医療機器事業 環境機器事業 微粒子計測器事業 
合計 

補聴器 医用検査機器 音響・振動計測器 微粒子計測器 

外部顧客への売上高 7,108,784 1,627,419 3,358,536 3,265,347 15,360,087

 

当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日) 

     (単位：千円) 

 

医療機器事業 環境機器事業 微粒子計測器事業 
合計 

補聴器 医用検査機器 音響・振動計測器 微粒子計測器 

外部顧客への売上高 7,618,798 1,743,776 2,996,955 3,147,213 15,506,743
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