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Q5: 将来に向けた製品開発について、新たなテーマへの挑戦など差し支えない範囲で教えてほしい。 

A5：あまり具体的なお話はできず申し訳ありませんが、医療機器メーカとして常に新しい技術で医療の

質と安全の向上に貢献していきたいと考えています。注力している研究開発テーマには、当社の強

みであるセンシング技術の活用や在宅医療向けの医療機器、再生医療における治療成績の改善につ

なげるための医療機器等があります。 

 

Q6: 株主優待制度はあるか。 

A6: ございません。株主様への還元方針としましては、配当を重視しており、連結配当性向 30％以上を

目標としています。 

 

Q7: 株主向けイベントは定期的に開催しているのか。 

A7: 不定期ですが、これまでに、富岡生産センタや総合技術開発センタの見学会を開催しています。株

主様向けイベントは３月頃の開催が多く、開催する場合は上半期の株主通信でお知らせしています。 

 

Q8:今期の想定為替レートはいくらか。 

A8: 2020 年 3 月期の為替の前提は、108.5 円／米ドル、121 円／ユーロです。当社では、自社品の輸出を

行うとともに他社品の輸入も行っているため、概ね輸出入のバランスが取れていることから、為替

変動の影響は一定程度相殺されます。但し、近年はアメリカ向けを中心に輸出量が増えていること

もあり、米ドルに対し 1円の円高で通期の営業利益に 0.9億円のマイナス影響があると見ています。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご留意事項＞ 

※本資料は、投資家の皆様へのご参考として掲載しています。説明会でお話したこと全てをそのまま書き起こ

したものではなく、当社の判断で簡潔にまとめたものであることをご了承ください。 

※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および合理的で

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。 


