
平成21年3月期 第1四半期決算短信（非連結） 
平成20年8月8日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 やまねメディカル 上場取引所 大 
コード番号 2144 URL http://www.ymmd.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山根洋一
問合せ先責任者 （役職名） 取締役副社長 （氏名） 西村功 TEL 03-5201-3995

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

(注）１．20年３月期第１四半期については、19年３月期第１四半期においては四半期財務諸表を作成していないため、各項目の対前年同四半期増減率は記載を省 
     略しております。 
   ２．潜在株式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。 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

営業収入 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 ％

21年3月期第1四半期 1,158 ― 200 ― 196 ― 108 ―
20年3月期第1四半期 901 ― 174 ― 166 ― 86 ―

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

21年3月期第1四半期 957.96 ―
20年3月期第1四半期 3,829.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 2,115 1,035 48.9 9,181.43
20年3月期 2,184 1,038 47.5 9,189.85

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,035百万円 20年3月期  1,038百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 900.00 900.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

営業収入 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2四半期累計期間 2,347 ― 383 ― 375 ― 206 ― 1,823.33
通期 4,866 25.1 794 23.6 780 25.4 429 23.6 3,797.13

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  113,300株 20年3月期  113,300株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  552株 20年3月期  320株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  112,925株 20年3月期第1四半期  22,660株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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仮定及び業績予想のご利用に当たっては、３ページ【定性的情報 ・財務諸表 
  等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 
  14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
３．当社は、平成20年２月１日付で１株を５株とする株式分割を行っております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 208,743 449,633

営業未収入金 788,243 706,603

その他 102,086 89,756

貸倒引当金 △1,968 △1,542

流動資産合計 1,097,106 1,244,451

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 628,041 607,327

その他（純額） 84,639 65,053

有形固定資産合計 712,681 672,380

無形固定資産 11,007 10,387

投資その他の資産   

敷金及び保証金 224,542 190,716

その他 70,400 66,795

投資その他の資産合計 294,942 257,512

固定資産合計 1,018,631 940,280

資産合計 2,115,737 2,184,732

負債の部   

流動負債   

営業未払金 17,282 16,590

短期借入金 200,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 280,820 324,379

未払法人税等 102,487 183,495

賞与引当金 74,209 35,945

その他 251,651 262,647

流動負債合計 926,451 943,058

固定負債   

長期借入金 154,099 203,405

固定負債合計 154,099 203,405

負債合計 1,080,550 1,146,463



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 304,375 304,375

資本剰余金 254,375 254,375

利益剰余金 500,915 494,419

自己株式 △23,929 △13,904

株主資本合計 1,035,735 1,039,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △548 △996

評価・換算差額等合計 △548 △996

純資産合計 1,035,187 1,038,268

負債純資産合計 2,115,737 2,184,732



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業収入 1,158,702

営業原価 856,787

営業総利益 301,915

販売費及び一般管理費 101,468

営業利益 200,446

営業外収益  

受取手数料 230

雑収入 68

営業外収益合計 298

営業外費用  

支払利息 3,957

雑損失 170

営業外費用合計 4,127

経常利益 196,618

特別損失  

投資有価証券売却損 833

損害賠償金 200

特別損失合計 1,033

税引前四半期純利益 195,584

法人税、住民税及び事業税 95,500

法人税等調整額 △8,093

法人税等合計 87,406

四半期純利益 108,178



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 195,584

減価償却費 16,929

長期前払費用償却額 2,795

貸倒引当金の増減額（△は減少） 425

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,264

支払利息 3,957

投資有価証券評価損益（△は益） 833

損害賠償損失 200

売上債権の増減額（△は増加） △81,640

仕入債務の増減額（△は減少） 692

その他の流動資産の増減額（△は増加） △3,751

その他の流動負債の増減額（△は減少） △18,372

小計 155,918

利息の支払額 △4,320

損害賠償金の支払額 △200

法人税等の支払額 △172,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,922

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 △54,285

無形固定資産の取得による支出 △1,500

投資有価証券の売却による収入 1,522

敷金の差入による支出 △33,825

長期前払費用の取得による支出 △7,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,394

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 80,000

長期借入金の返済による支出 △92,865

自己株式の取得による支出 △10,025

配当金の支払額 △101,682

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,572

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240,890

現金及び現金同等物の期首残高 449,633

現金及び現金同等物の四半期末残高 208,743
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