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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第51期

第３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結
累計期間

第51期

会計期間
自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成24年４月１日
至平成24年12月31日

自平成23年４月１日
至平成24年３月31日

売上高（百万円） 24,078 25,203 31,873

経常利益（百万円） 6,169 6,629 7,825

四半期（当期）純利益（百万円） 3,627 4,132 4,624

四半期包括利益又は包括利益

（百万円）
3,269 4,633 4,713

純資産額（百万円） 62,931 67,529 64,013

総資産額（百万円） 70,222 74,207 72,522

１株当たり四半期（当期）純利益

（円）
230.61 262.71 294.01

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益（円）
－ － －

自己資本比率（％） 89.6 91.0 88.3

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
3,984 3,274 6,278

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,524 △1,680 △2,810

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,947 △1,117 △2,310

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円）
18,591 19,709 19,239

　

回次
第51期

第３四半期連結
会計期間

第52期
第３四半期連結
会計期間

会計期間
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

自平成24年10月１日
至平成24年12月31日

１株当たり四半期純利益（円） 79.95 102.54

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間における当医療機器業界の環境は、診療報酬が僅かながらプラス改定になりましたも

のの、国の厳しい財政状態もあり、引き続き各企業はより一層の経営の効率化及び合理化が求められる状況となっ

ております。

　このような環境の下、当社グループでは、製品・物流・情報管理からなる「オペラマスター」の販売強化と、新製

品の販売及び開発に注力してまいりました。「オペラマスター」販売では、学会・セミナー等を通じて医療機関の

関係者へ理解の浸透を図りました。さらに、社内でのノウハウの蓄積や新製品発売、ショールーム・工場見学の強化

による営業活動活性化等の効果もあり、第３四半期連結累計期間では過去最高となる28件の医療機関と契約を締結

することができました。解約は２件で、累計契約件数は170件となりました。今後、契約いただいた医療機関での「オ

ペラマスター」立上げにかなりの労力が必要とされるため、全社をあげて取り組んでまいります。新製品として発

売いたしました「IC TRACER」は、手術中に使用したガーゼのカウント業務を効率化するために、ガーゼにIC タグ

を取り付け、機械でトレースすることができる製品であり、医療の安全と効率化に寄与できる製品です。発売以来、

多くの医療機関に「IC TRACER」を試用していただき好評を博しており、初の採用がありました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は25,203百万円（前年同期比4.7％増）となりました。手術

用品類の医療用キット製品の売上高は12,460百万円（同8.9％増）と伸長いたしました。現在、医療用キット製品の

売上高の中で「オペラマスター」契約先への売上高割合は6割を超え、売上高の成長を牽引しております。手術用品

類の医療用不織布製品は、シェア拡大のための戦略的価格政策により、売上高が8,111百万円（同0.2％減）となり

ました。

　売上原価は、販売数量が伸長したことによる生産性等の改善があり前年度と同程度の原価率となりました。販売費

及び一般管理費は、前年度より増加したものの、新製品開発の費用や現在開発を進めているオペラマスター手術管

理システムの償却費等、会社の成長を促進させるための費用に集約が進んでおります。その結果、連結営業利益は

6,505百万円（同5.6％増）となりました。また、連結経常利益は6,629百万円（同7.5％増）、連結四半期純利益は

4,132百万円（同13.9％増）となりました。

　当社グループの事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグ

メント別の記載を省略しております。　

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより19,709百万

円となり、前連結会計年度末に比べ469百万円増加いたしました。

　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益を6,630百万円、減価償却費を2,151百万円計上

いたしました。一方、法人税等の支払い3,349百万円、売上債権の増加741百万円等がありました。この結果、キャッ

シュ・フローは3,274百万円となり、前年同期に比べ709百万円減少いたしました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、既存設備入替、オペラマスター手術管理システムの開発等により1,680百

万円の支出となり、前年同期に比べ155百万円支出が増加いたしました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等がありました。この結果、1,117百万円の支出となり、前年

同期に比べ829百万円支出が減少いたしました。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。
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(4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、376百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

EDINET提出書類

株式会社ホギメディカル(E02315)

四半期報告書

 4/18



第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 65,000,000

計 65,000,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成24年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年２月６日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 16,341,155 16,341,155
東京証券取引所

市場第一部
単元株式数100株

計 16,341,155 16,341,155 － －

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。 

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
 （百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成24年10月１日～

平成24年12月31日
－　 16,341,155 　－ 7,123 　－ 8,336

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年12月31日現在

区分 株式数（株）
議決権の数
（個）

内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　 611,400 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　15,698,400 156,984 －

単元未満株式 普通株式　　　31,355 － －

発行済株式総数 16,341,155 － －

総株主の議決権 － 156,984 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株（議決権の数３個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

 平成24年12月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社ホギメディカル
港区赤坂

２丁目７番７号
611,400 － 611,400 3.74

計 － 611,400 － 611,400 3.74

　（注）　上記のほか、株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的に所有していない株式が100株（議決権の数１

個）あります。なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」の欄の普通株式に含

めて記載しております。
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２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。　

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日から平成

24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,610 20,076

受取手形及び売掛金 10,357 11,098

商品及び製品 3,070 3,529

仕掛品 303 275

原材料及び貯蔵品 2,137 2,483

その他 993 890

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 36,465 38,348

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 12,552 12,023

機械装置及び運搬具（純額） 6,353 5,839

土地 9,361 9,375

建設仮勘定 982 754

その他（純額） 335 439

有形固定資産合計 29,585 28,431

無形固定資産 1,291 1,622

投資その他の資産 ※1
 5,179

※1
 5,804

固定資産合計 36,056 35,858

資産合計 72,522 74,207
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,715 3,749

未払法人税等 1,801 942

引当金 584 159

その他 1,504 1,080

流動負債合計 7,606 5,932

固定負債

引当金 147 150

その他 754 595

固定負債合計 902 745

負債合計 8,508 6,677

純資産の部

株主資本

資本金 7,123 7,123

資本剰余金 8,336 8,336

利益剰余金 52,750 55,766

自己株式 △3,317 △3,318

株主資本合計 64,892 67,907

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 326 650

繰延ヘッジ損益 25 261

為替換算調整勘定 △1,236 △1,295

その他の包括利益累計額合計 △884 △383

少数株主持分 5 5

純資産合計 64,013 67,529

負債純資産合計 72,522 74,207
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

売上高 24,078 25,203

売上原価 11,738 12,317

売上総利益 12,339 12,885

販売費及び一般管理費 6,179 6,379

営業利益 6,160 6,505

営業外収益

受取利息 2 3

受取配当金 55 45

為替差益 － 38

その他 38 37

営業外収益合計 95 124

営業外費用

支払利息 5 －

為替差損 81 －

その他 0 0

営業外費用合計 87 0

経常利益 6,169 6,629

特別利益

固定資産売却益 0 3

特別利益合計 0 3

特別損失

固定資産売却損 － 0

固定資産廃棄損 3 2

特別損失合計 3 2

税金等調整前四半期純利益 6,166 6,630

法人税等 2,538 2,498

少数株主損益調整前四半期純利益 3,628 4,132

少数株主利益 0 0

四半期純利益 3,627 4,132
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,628 4,132

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △42 324

繰延ヘッジ損益 △143 236

為替換算調整勘定 △172 △58

その他の包括利益合計 △358 501

四半期包括利益 3,269 4,633

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,264 4,633

少数株主に係る四半期包括利益 4 0
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年12月31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 6,166 6,630

減価償却費 2,235 2,151

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 6

受取利息及び受取配当金 △57 △48

支払利息 5 －

為替差損益（△は益） 82 △51

有形固定資産売却損益（△は益） △0 △3

売上債権の増減額（△は増加） △1,309 △741

たな卸資産の増減額（△は増加） △306 △779

仕入債務の増減額（△は減少） 308 33

その他 △496 △623

小計 6,625 6,575

利息及び配当金の受取額 57 48

利息の支払額 △7 －

法人税等の支払額 △2,691 △3,349

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,984 3,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,185 △1,049

有形固定資産の売却による収入 0 6

関係会社株式の取得による支出 △12 －

貸付けによる支出 △14 △9

貸付金の回収による収入 7 8

その他 △320 △636

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,524 △1,680

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 △925 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,021 △1,117

その他 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,947 △1,117

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452 469

現金及び現金同等物の期首残高 18,139 19,239

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 18,591

※1
 19,709
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

　この変更に伴う、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

※１　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度

（平成24年３月31日）
当第３四半期連結会計期間
（平成24年12月31日）

投資その他の資産 14百万円 22百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下

記のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年12月31日）

現金及び預金勘定 18,958百万円 20,076百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 △367 △367

現金及び現金同等物 18,591 19,709
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成23年４月19日

取締役会
普通株式 393 25  平成23年３月31日 平成23年５月31日利益剰余金

平成23年７月12日

取締役会
普通株式 314 20  平成23年６月30日 平成23年８月31日利益剰余金

平成23年10月13日

取締役会
普通株式 314 20  平成23年９月30日 平成23年11月30日利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年１月16日

取締役会
普通株式 361 23  平成23年12月31日 平成24年２月29日利益剰余金

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

１．配当金支払額

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年４月11日

取締役会
普通株式 361 23  平成24年３月31日 平成24年５月31日利益剰余金

平成24年７月11日

取締役会
普通株式 377 24  平成24年６月30日 平成24年８月31日利益剰余金

平成24年10月11日

取締役会
普通株式 377 24  平成24年９月30日 平成24年11月30日利益剰余金

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間末後となるもの

　
　
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年１月17日

取締役会
普通株式 408 26  平成24年12月31日 平成25年２月28日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成24年４月１日　至　平成24年12月31日）

　当社グループの事業は、医療用消耗品等の製造・販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年12月31日）

１株当たり四半期純利益 230円61銭 262円71銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益（百万円） 3,627 4,132

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 3,627 4,132

普通株式の期中平均株式数（株） 15,730,101 15,729,778

　（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。　

２【その他】

（剰余金の配当）

平成24年10月11日及び平成25年１月17日開催の取締役会において、剰余金の配当を行うことを決議しております。

①平成24年10月11日開催　取締役会決議

・配当金の総額　　　　　377百万円

・１株当たり配当額　　　24円

・基準日　　　　　　　　平成24年９月30日

・効力発生日　　　　　　平成24年11月30日

②平成25年１月17日開催　取締役会決議　

・配当金の総額　　　　　408百万円

・１株当たり配当額　　　26円

・基準日　　　　　　　　平成24年12月31日

・効力発生日　　　　　　平成25年２月28日
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成２５年２月６日

株式会社ホギメディカル

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 網本　重之　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 向井　誠　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ホギメ

ディカルの平成24年４月１日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年10月１日

から平成24年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年12月31日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任　

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論　

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ホギメディカル及び連結子会社の平成24年12月31日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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