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１． 2022年３月期第２四半期の連結業績（2021年４月１日～2021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 ％

2022年３月期第２四半期 15,094 △3.0 355 △55.4 414 △50.1 333 △50.5

2021年３月期第２四半期 15,568 29.3 796 － 830 872.2 673 966.9

(注) 包括利益 2022年３月期第２四半期 308百万円 (△56.4％) 2021年３月期第２四半期 707百万円 ( －％)

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

2022年３月期第２四半期 57.58 －

2021年３月期第２四半期 116.29 －
　

（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 ％

2022年３月期第２四半期 17,443 5,584 31.7

2021年３月期 17,109 5,363 31.1

(参考) 自己資本 2022年３月期第２四半期 5,531百万円 2021年３月期 5,313百万円

　

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

2021年３月期 － 0.00 － 12.00 12.00

2022年３月期 － 0.00

2022年３月期(予想) － 14.00 14.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2022年３月期の連結業績予想（2021年４月１日～2022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 30,000 △2.8 820 △37.2 880 △35.7 610 △55.5 105.25

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

　

　



※ 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

（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) 2022年３月期２Ｑ 6,000,000株 2021年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 2022年３月期２Ｑ 204,480株 2021年３月期 204,480株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年３月期２Ｑ 5,795,520株 2021年３月期２Ｑ 5,795,560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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の変異株出現による感染拡大によ

り、緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置の再度発令や延長などが行われ、先行き不透明な状況が続きました。

　当社グループが属する医療衛生材料業界は、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響により、世界規模で感染防

止や公衆衛生への意識が高まり、国内では医療機関のみならず、商業施設や一般家庭においても感染防止に対する

取組みが行われております。結果、全国的にマスクや手指消毒剤をはじめとした感染管理製品の需要が高まりまし

た。現在では、品薄だった感染管理製品も潤沢に市場に出回っており、前期並みの感染管理製品の特需はないと想

定しております。

　また、当業界は政府による医療費適正化に向けた取組みの流れの中にあり、衛生材料を含む医療消耗品は引き続

き価格競争に晒されており、加えて、原材料費の高騰やサプライチェーンの問題など、厳しい事業環境が継続する

と予想されます。

　育児用品の業界におきましては、2020年の国内出生数は85万人を下回り、５年連続で低下するなど、マーケット

の縮小に直面しており、長期的には厳しい事業環境が予想されます。

　このような状況の下、当社はメディカル事業、コンシューマ事業ともに国内製造事業の売上高の拡大、及び利益

率の改善を最重要課題として認識しております。当第２四半期連結累計期間においては、継続して感染管理製品や

口腔ケア製品を重点販売製品として拡販することに加え、工場稼働率を上げるための設備投資や製造受託の拡大、

医療機関、商業施設や一般家庭の感染防止に貢献する製品開発、全社をあげた経費削減に取り組みました。感染管

理製品の販売に関しては、前年同四半期累計期間ほどの特需はないものの、新型コロナウイルス感染症の拡大前と

比較すると市場は拡大しており、販売額は増加しております。また、感染管理製品につきましては、販売への取組

みのみならず、原料・資材を安定的に供給できる仕入先の確保にも取り組んでまいります。

　この結果、売上高は15,094,861千円（前年同四半期比3.0％減）、営業利益は355,064千円（同55.4％減）、経常

利益は414,227千円（同50.1％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は333,692千円（同50.5％減）となりまし

た。

　なお「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を経過的な取扱いに従って第１四半期連結会計期間の期首から適用しており、財政状態及び経営成績に影

響を及ぼしています。詳細については、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関

する注記事項 （会計方針の変更）」に記載しています。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

（メディカル事業）

　メディカル事業では、感染管理製品の販売を中心に、口腔ケア製品やその他高付加価値製品の販売拡充及び製造

受託の拡大推進に努めました。売上面では、感染管理製品の販売について、前年同四半期累計期間ほどの特需はな

いものの、拡大した市場に対して積極的に販売いたしました。また、口腔ケア製品及び手術関連製品については、

医療機関における外来・手術件数の減少などの影響により、計画未達となりました。その結果、売上高は4,324,971

千円（前年同四半期比14.5％減）、経常利益は202,016千円（同65.5％減）となりました。

（コンシューマ事業）

　コンシューマ事業では、感染管理製品、育児用品、介護製品、口腔ケア製品、各種衛生材料及び医療用品等の幅

広い製品を、大手量販店、ドラッグストアや通信販売事業者などの多くの顧客に対し販売いたしました。また、介

護製品の新ブランド「ウィズエール」を立ち上げ、介護カタログ企業やドラッグストアチェーン等の販売先に積極

的に販売いたしました。結果、売上高は10,769,890千円（前年同四半期比2.4％増）、経常利益は479,963千円（同

1.8％増）となりました。
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（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17,443,879千円、自己資本は5,531,307千円で、自己資本比率は

31.7%（前連結会計年度末は31.1%）となりました。

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の総資産は17,443,879千円となり、前連結会計年度末に対して334,400千円増

加いたしました。

流動資産は13,882,557千円で、前連結会計年度末に対して400,511千円増加いたしました。「受取手形及び

売掛金」に「電子記録債権」を加えた売上債権が398,544千円増加したことが主な要因です。

固定資産は3,561,322千円で、前連結会計年度末に対して66,111千円減少いたしました。「有形固定資産」

が163,553千円増加した一方で、株式売却により投資その他の資産の「その他」が221,869千円減少したことが

主な要因です。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債は11,859,074千円となり、前連結会計年度末に対して113,230千円増加

いたしました。

流動負債は8,259,417千円で、前連結会計年度末に対して323,787千円増加いたしました。「関係会社短期借

入金」が550,000千円増加した一方で、「未払法人税等」が130,382千円減少、「その他」が78,173千円減少し

たことが主な要因です。

固定負債は3,599,656千円で、前連結会計年度末に対して210,557千円減少いたしました。「長期借入金」が

188,598千円減少したことが主な要因です。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産は5,584,805千円となり、前連結会計年度末に対して221,169千円増加

いたしました。「利益剰余金」が246,416千円増加したことが主な要因です。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の業績動向を踏まえ、2021年５月11日に公表いたしました、2022年３月期の通期の連結業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、2021年10月20日公表の「2022年３月期 第２四半期累計期間及び通期連結業

績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

資料に記載されている業績予想に関する記述につきましては、当社グループが現時点で入手可能な情報から得

られた判断に基づいております。実際の業績につきましては、当社グループの事業を取り巻く様々な要因の変化

により、記述されている業績予想とは異なる結果となる可能性があります。
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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
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,154,050 1,318,370

受取手形及び売掛金 4,867,183 4,843,706

電子記録債権 3,717,008 4,139,029

有価証券 240,328 88,287

商品及び製品 2,088,398 2,102,050

仕掛品 287,012 264,195

原材料及び貯蔵品 210,485 189,991

その他 931,059 951,464

貸倒引当金 △13,479 △14,538

流動資産合計 13,482,046 13,882,557

固定資産

有形固定資産 1,647,068 1,810,621

無形固定資産

のれん 262,918 262,576

その他 249,958 272,203

無形固定資産合計 512,876 534,779

投資その他の資産

繰延税金資産 315,656 286,008

その他 1,179,064 957,195

貸倒引当金 △27,233 △27,283

投資その他の資産合計 1,467,487 1,215,920

固定資産合計 3,627,433 3,561,322

資産合計 17,109,479 17,443,879
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,923,560 3,907,378

短期借入金 1,200,000 1,200,000

関係会社短期借入金 1,050,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 365,852 361,596

未払法人税等 230,817 100,435

賞与引当金 227,900 216,125

売上割戻引当金 194,581 -

返金負債 - 209,138

その他 742,917 664,743

流動負債合計 7,935,629 8,259,417

固定負債

長期借入金 2,994,745 2,806,147

退職給付に係る負債 493,489 508,790

役員退職慰労引当金 173,187 175,963

資産除去債務 29,634 29,732

その他 119,157 79,023

固定負債合計 3,810,213 3,599,656

負債合計 11,745,843 11,859,074

純資産の部

株主資本

資本金 883,000 883,000

資本剰余金 1,148,407 1,148,407

利益剰余金 2,918,675 3,165,092

自己株式 △74,457 △74,457

株主資本合計 4,875,625 5,122,042

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 336,975 217,158

為替換算調整勘定 △42,972 53,679

退職給付に係る調整累計額 144,004 138,427

その他の包括利益累計額合計 438,008 409,264

非支配株主持分 50,002 53,498

純資産合計 5,363,636 5,584,805

負債純資産合計 17,109,479 17,443,879
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 15,568,715 15,094,861

売上原価 12,484,053 12,418,611

売上総利益 3,084,661 2,676,249

販売費及び一般管理費 2,287,829 2,321,185

営業利益 796,831 355,064

営業外収益

受取利息 548 6,787

受取配当金 9,894 10,519

仕入割引 32,303 29,347

その他 22,816 26,204

営業外収益合計 65,563 72,859

営業外費用

支払利息 9,417 8,965

その他 22,413 4,731

営業外費用合計 31,831 13,696

経常利益 830,563 414,227

特別利益

投資有価証券売却益 - 89,109

特別利益合計 - 89,109

特別損失

固定資産除売却損 962 0

投資有価証券評価損 414 185

事務所移転費用 1,004 -

特別損失合計 2,381 185

税金等調整前四半期純利益 828,182 503,151

法人税、住民税及び事業税 143,990 113,865

法人税等調整額 6,002 52,098

法人税等合計 149,992 165,963

四半期純利益 678,189 337,187

非支配株主に帰属する四半期純利益 4,205 3,495

親会社株主に帰属する四半期純利益 673,983 333,692
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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 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 678,189 337,187

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 65,011 △119,817

為替換算調整勘定 △31,287 96,651

退職給付に係る調整額 △4,743 △5,577

その他の包括利益合計 28,980 △28,743

四半期包括利益 707,169 308,444

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 702,964 304,949

非支配株主に係る四半期包括利益 4,205 3,495
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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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識していましたが、顧客への財又はサービ

スの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先に支

払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。

また、従来、販売費及び一般管理費に計上していた、販売促進費等の一部及び営業外費用に計上していた売上

割引については、売上高から控除して表示する方法に変更しております。

加えて、従来、顧客との契約における対価に、値引やリベート等の変動対価が含まれている場合には売上割戻

引当金を計上していましたが、変動対価に関する不確実性がその後に解消される際に、認識した収益の著しい減

額が発生しない可能性が高い範囲でのみ、取引価格に反映する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書き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より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が304,678千円、売上原価は273,310千円、販売費及び一般管理

費が16,540千円、営業外費用が7,080千円減少したことで、売上総利益が31,368千円、営業利益が14,827千円、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益が7,746千円それぞれ減少しております。また、第１四半期連結会計期間の

期首において、利益剰余金が17,729千円減少しております。

さらに、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動負債」に表示していた「売上割戻引当金」は第１四

半期連結会計期間より「返金負債」に含めて表示しております。

なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法

による組替えを行っておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)1
四半期連結
損益計算書
計上額(注)2メディカル事業 コンシューマ事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,055,986 10,512,729 15,568,715 ― 15,568,715

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,055,986 10,512,729 15,568,715 ― 15,568,715

セグメント利益 585,833 471,288 1,057,121 △226,558 830,563

（注）１．セグメント利益の調整額△226,558千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益の額であります。

２．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：千円)

報告セグメント

調整額(注)1
四半期連結
損益計算書
計上額(注)2メディカル事業 コンシューマ事業 計

売上高 ―

国内製造事業 3,949,285 1,018,815 4,968,100 ― 4,968,100

国内卸売事業 ― 9,580,400 9,580,400 ― 9,580,400

海外事業 375,686 ― 375,686 ― 375,686

その他の事業 ― 170,675 170,675 ― 170,675

外部顧客への売上高 4,324,971 10,769,890 15,094,861 ― 15,094,861

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,324,971 10,769,890 15,094,861 ― 15,094,861

セグメント利益 202,016 479,963 681,979 △267,752 414,227

（注）１．セグメント利益の調整額△267,752千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益の額であります。

２．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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３．報告セグメントの変更等に関する事項

（収益認識に関する会計基準等の適用）

（会計方針の変更）に記載の通り、第１四半期連結会計期間の期首より収益認識会計基準等を適用し、収益認

識に関する会計処理の方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の測定方法を同様に変更しており

ます。なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15項に定め

る経過的な取扱いに従って、前第１四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報は

記載しておりません。

（追加情報）

　（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナ

ウイルス感染症の今後の広がり方や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

　


