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１．平成17年12月中間期の連結業績（平成17年７月１日～平成17年12月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年12月中間期 6,505 (△32.7) 340 (△80.7) 318 (△77.6)

16年12月中間期 9,664 (   9.9) 1,762 (  55.2) 1,421 (  62.0)

17年６月期 16,087 1,643 1,146

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年12月中間期 121 (△80.0) 17 21 － －

16年12月中間期 605 (  83.1) 86 46 86 21

17年６月期 151 10 13 10 13

（注）①持分法投資損益 17年12月中間期 -百万円 16年12月中間期 -百万円 17年６月期 -百万円
②期中平均株式数（連結) 17年12月中間期 7,033,171株 16年12月中間期 7,000,180株 17年６月期 7,016,997株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年12月中間期 52,151 17,049 32.7 2,428 59

16年12月中間期 49,036 14,842 30.3 2,110 42

17年６月期 47,693 15,733 33.0 2,225 45

（注）期末発行済株式数（連結） 17年12月中間期 7,020,314株 16年12月中間期 7,032,814株 17年６月期 7,033,814株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年12月中間期 △712 △852 2,393 9,817

16年12月中間期 497 △990 2,391 9,509

17年６月期 505 △3,287 3,475 8,464

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ８社 持分法適用非連結子会社数 ０社 持分法適用関連会社数 ０社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ４社 （除外） ０社 持分法（新規） ０社 （除外） ０社

２．平成18年６月期の連結業績予想（平成17年７月１日～平成18年6月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 15,000 700 330

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　47円01銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の10ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、株式会社グッドマン（当社）及び子会社11社（株式会社グッドテック、

グッドマンＵＳＡ社、アバンテックヴァスキュラー社、ライトラボ・イメージング社、グッドマン医療器械国際貿易（上

海）有限公司、グッドマン・メディカル・ホールディング社、グッドマン・メディカル・アイルランド社、グッドマン・

ヨーロッパ社、株式会社バイオセプト・ジャパン、株式会社アイアールメディカル工房、株式会社グッドマンヘルスケ

アＩＴソリューションズ）並びに関連会社１社（サーフェスジェネシス社）により構成され、医療器材・機器の輸入、

開発、製造、販売を行っており、その事業内容と当社グループを構成している各会社の当該事業に係わる位置付け及び

事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。

（ディスポーザブル医療用具事業）

　当部門においては、薬剤溶出ステント（冠動脈用ドラッグエリューティングステント）及びベアメタルステント、Ｐ

ＴＣＡバルーンカテーテルおよびガイディングカテーテル等の心臓血管内治療用カテーテル、サーモダイリューション

カテーテル、心臓血管造影用カテーテル、ドップラー血流速測定ワイヤーおよび血管内超音波プローブ等の心臓血管内

検査用カテーテル、カテーテル挿入補助用具のシースイントロデューサー等のディスポーザブル医療器材を開発・製造・

販売しております。

　また、高解像度の次世代の光学同調断層撮影（ＯＣＴ技術）の血管内内視鏡カテーテルの商品化及びその他の医療、

生体、科学の各分野及び工業化等の広範囲への応用のための技術開発を行っております。

　なお、平成17年12月において買収により完全子会社となりました株式会社アイアールメディカル工房では脳血管内治

療分野（インターベンショナル・ニューロロジー）及び放射線科治療分野（インターベンショナル・ラジオロジー）の

デバイスの開発を行っております。

［関係会社］

（製　造）　株式会社グッドマン、株式会社グッドテック、アバンテックヴァスキュラー社、ライトラボ・イメージ

ング社、グッドマン・メディカル・アイルランド社

（販　売）　株式会社グッドマン、株式会社グッドテック、アバンテックヴァスキュラー社、グッドマン医療器械国

際貿易（上海）有限公司

（開　発）　株式会社グッドマン、アバンテックヴァスキュラー社、ライトラボ・イメージング社、株式会社アイアー

ルメディカル工房

（その他）　グッドマンＵＳＡ社

（医療用機器・その他事業）

　当部門においては、超音波血管内画像診断装置、超音波ドップラー血流速監視装置、心機能解析装置等の循環器分野

の医療用検査機器を輸入・販売、人工心臓弁及び人工血管の人工臓器を輸入・販売、ＤＩＣＯＭ画像医療施設内ネット

ワークシステムソフトウェアを開発・販売しております。

　また、高解像度の次世代の光学同調断層撮影（ＯＣＴ技術）装置の商品化のための技術開発を行っております。

　なお、平成17年10月５日付で株式会社グッドマンヘルスケアＩＴソリューションズを株式会社グッドマンより分社設

立いたしました。

［関係会社］

（販　売）　株式会社グッドマン、グッドマン医療器械国際貿易（上海）有限公司、ライトラボ・イメージング社、

株式会社グッドマンヘルスケアＩＴソリューションズ

（開　発）　株式会社グッドマン、ライトラボ・イメージング社、株式会社グッドマンヘルスケアＩＴソリューションズ

（その他）　グッドマンＵＳＡ社、株式会社バイオセプト・ジャパン
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　当企業集団の取引を図示しますと次のとおりであります。

 

ディスポーザブル医療

用具の製造・販売 
グッドマン・メディカル・ア

イルランド社の持株会社 
米国の医療情報／技術の収

集及び新商品の発掘 

最先端ディスポーザブル医療

用具の研究開発及び製造・販売 

ディスポーザブル医療用具

の研究開発及び製造・販売 

グッドマン医療器械国際 
貿易（上海）有限公司 

ディスポーザブル医療用具

の販売 

グッドマン・ヨーロッパ社 
ディスポーザブル医療用具

の販売予定 

海外の病院等の医療施設 国内の病院等の医療施設 

海外の取引先 国内の医療用具・機器の販売業者 

【グッドマングループ】 

医療施設内ネットワークシ

ステムの開発及び販売 

株式会社グッドマン 
ディスポーザブル医療用具及び医療機器の輸入・開発・製造・販売 

：製品の販売 

：製品の販売（予定） 

：製品の供給 

：製品の供給（予定） 

：サービスの提供 

株式会社グッドテック 
グッドマン・メディカル・ 

ホールディング社 
グッドマン USA 社 

ディスポーザブル医療用具

の製造 

グッドマン・メディカル・ 
アイルランド社 

OCT システムの技術開発及

び製造・販売 

ライトラボ・イメージング社 

株式会社アイアール 
メディカル工房 

株式会社グッドマンヘルスケ

アＩＴソリューションズ 
アバンテックヴァスキュラー社 

　（注）１．グッドマンＵＳＡ社は、アバンテックヴァスキュラー社およびライトラボ・イメージング社の米国２子会社

の持株会社であります。

２．株式会社グッドマンヘルスケアＩＴソリューションズは、平成17年10月５日付で株式会社グッドマンより分

社設立いたしました。

３．平成17年12月20日付で株式会社アイアールメディカル工房を完全子会社化いたしました。

４．持分法非適用関連会社サーフェスジェネシス社および株式会社バイオセプト・ジャパンは、当社との間に取

引がないため省略しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは、高齢化社会の進行のなかで医療機器により医療技術をサポートし、人々の健康に寄与することを

経営の基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様をはじめ、従業員および社会に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけております。

　株主配当につきましては、「安定的な配当の継続」を基本方針としつつ、業績、収益、および配当性向を総合的に

勘案して実施することとしております。

　また、内部留保資金につきましては、将来の安定的成長を維持するための海外の最先端医療技術への投資、国内生

産のための製造強化、また海外販売網の構築等を中心に有効に活用することとしております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　投資単位の引下げにつきましては、株式市場の活性化ならびに個人投資家層の拡大につながる重要な課題であると

認識しております。

　当社におきましては、株価水準、株式の流動性や需要環境および費用対効果などを慎重に検討した上で、対処して

まいりたいと考えております。

(4）目標とする経営指標

　企業価値を高めるため、事業の人的資源の高度化と効率化を進める中で、継続的に最先端医療製品を迅速に開発、

供給できる体制を確立し、グローバル展開の中で、当社グループ全体における株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を図

り、株主資本を効果的に運用した高収益、高付加価値会社を目指しております。

　そのために、最先端技術の開発、メーカー指向をさらに押し進め、今後予想される医療費削減、医療の効率化に対

応するとともに、世界市場をターゲットに、経営資源の効率的活用を施策してまいります。

(5）中長期的な経営戦略

　今後は、グローバル展開を進める中で、世界の医療現場の動向を察知するため、世界の医療現場の第一人者や、研

究者との情報ネットワークを構築し、研究開発の最前線の橋頭堡を作り、海外子会社の独創的なアイデアと固有の技

術力に、日本における高品質のクラフトマンシップを融合させ、世界市場における商品開発競争に勝ち抜いていくこ

とが必要であります。また、そこから生じる固有の知的財産については企業財産としての活用管理を重点的に遂行す

る予定であります。

　さらに、現在開発を進めているＯＣＴ診断装置およびドラッグエリューティングステントの上市に合わせ、世界市

場をターゲットにした販売網を戦略的に整備する予定であります。そのために、最適生産性、知的財産戦略、国際租

税戦略を考慮したグループ企業の再編、再構築を常に研究し、変化の激しい経営環境に即応できる柔軟で筋肉質の企

業グループを追求してまいります。

　また、スケールメリットの追求のみならず、患者の生命の安全性と治療の有効性を合理的に求める企業倫理観の確

立のため、社内グループ体制の整備を進め、医療貢献を進めることで社会的責任を果たしてまいります。

　具体的には、ライトラボ・イメージング社の次世代製品であるＯＣＴ技術を利用した診断装置および血管内イメー

ジングカテーテルの開発、およびアバンテックヴァスキュラー社製のドラッグエリューティングステント、心筋およ

び心血管再生用の医療用具、脳血管内治療分野（インターベンショナル・ニューロロジー）及び放射線科治療分野（イ

ンターベンショナル・ラジオロジー）などの新事業分野のデバイス等の開発を強力に推し進め、最先端技術開発指向

型企業を目指していきたいと考えております。

(6）会社の対処すべき課題

　日本における冠動脈用ステント市場は、平成16年秋口のドラッグエリューティングステント発売開始以来、ベアメ

タルステントのシェアは著しく低下しております。現行のドラッグエリューティングステントは、服用する薬の副作

用、コーティング材として使用されているポリマーの人体への影響など、問題をはらみながらも多くの症例で使用さ

れる傾向は続くと予想されます。

　これに対し、当社においても中長期的な収益の柱の一つとしてドラッグエリューティングステントの研究開発を強

力に推し進めております。

　当社では、ステントに塗布する薬剤としてノバルティス社のピメクロリムスを第一候補に選定し、研究を続けてま

いりました。また、平成16年９月21日付で、ノバルティス社とピメクロリムスの使用についてライセンス契約を締結

しております。ピメクロリムスは、動物実験において非常に良好な結果を示しており、平成18年３月より人体での有
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効性試験を開始する予定であります。

　未だ、医療現場が本当に満足する有用性が高く安全なドラッグエリューティングステントが完成されているとは言

いがたい状況にあり、優れたドラッグエリューティングステントの開発に成功した暁には、一気にグローバル企業の

仲間入りが可能になると考えております。

　一方で、既に成熟製品となっておりますＰＴＣＡバルーンカテーテルにつきましては、特定保険医療材料の償還価

格（いわゆる公示価格）の段階的引下げが行われているものの、大手競合他社の製品開発戦略がドラッグエリューティ

ングステントなどの最先端製品中心になる中で、営業活動に注力した結果、順調な販売を達成することができ、収益

基盤の安定化に貢献できたと考えております。さらに、公示価格の低下傾向の中でも十分な利益を獲得できる、コス

ト競争力が高く高品質のＰＴＣＡバルーンカテーテルの開発が完了しており、春頃から販売を開始できると考えてお

ります。

　医療施設内画像情報ネットワークシステムでありますグッドネットにつきましては、平成17年10月５日付けで、事

業部門を会社分割により独立いたしました。分社により独立採算の徹底および権限の委譲と責任の明確化を図るとと

もに、今までの納入実績を利用して今後予想される買い替えの循環をうまく捕らえることで、効果的に業績を改善す

ることが重要と考えております。

　米国子会社ライトラボ・イメージング社のＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置につきましては、ヨーロッ

パ、中国において既に承認を取得済みであり、日本におきましても、平成17年５月に治験の登録を完了し、平成18年

１月に承認申請書類を提出しております。今後は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による審査を経て平成18年

末頃には許可を取得できる見込みであります。一方、アメリカにおいても、平成17年11月に治験を開始しており、日

本における承認とほぼ同時期に許可を取得できる見込みであります。また、血管の断層画像診断への応用以外にも、

ＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置の非常に優れた性能・潜在能力の他分野への応用研究を積極的に推し進

めることが重要と考えております。

　ライトラボ・イメージング社はＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置において、現在、世界最先端の技術を

保有していることから、製品の上市により、当社グループは独自市場における独占的地位を確立することが可能であ

り、業績を飛躍的に向上させるものと考えております。

　加えて、この度買収により平成17年12月20日付で完全子会社化いたしました株式会社アイアールメディカル工房に

おきましては、今後成長が期待される脳血管内治療分野（インターベンショナル・ニューロロジー）および放射線科

治療分野（インターベンショナル・ラジオロジー）のデバイスを開発しており、従来の循環器分野（インターベンショ

ナル・カーディオロジー）の製品および知的財産を、それぞれの治療分野に応用することによる相乗効果の発現も見

込んだ開発を推し進めることが重要と考えております。

　また、特許権等の国際間競争に耐えうるため、今後は知的財産戦略を前面に押し出し、技術創造による企業価値向

上のため諸策を施していくことが必要と考えております。

(7）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、継続的な成長を維持するために経営の意思決定のスピード化、業務遂行の効率性、最先端技術開発への先

行投資を追求しております。迅速な意思決定のために、少数精鋭による組織の簡素化、相互の内部牽制組織の充実と、

客観的な状況判断のための収集情報のデータベースの拡充に努めております。そして、コーポレート・ガバナンスの

観点から、各役員、執行役員はそれぞれの分野における専門家を配置し、各方面から総合的に検討し、意思決定にあ

たっては、経営の健全性と透明性を確保する体制をとっております。

　また医療行政の変化に対しては、医療行政の動向のみならず、医療の質の向上のため、安全性のための追跡記録の

確保と迅速な対応ができるシステムを構築しております。また医療事故防止のための取扱説明の充実、使用方法、安

全性のための研修会のサポートを適時行っております。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

①　会社の機関の内容

　取締役会は、取締役４名（全員が社内取締役）で構成され、当社の業務執行のための決議を行い、経営の基本事

項の確認と、経営方針を慎重に検討しております。

　当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は監査役３名（２名が社外監査役）で構成されております。

　各監査役は、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への

出席や、業務および財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。

　また、会計監査人との連携を密にすることで、監査の有効性を高めるよう配慮しております。

　業務執行・監査の仕組み、内部統制の仕組みは次のとおりです。
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コーポレート・ガバナンス模式図

 
株主総会 

監査役会 
監査役 

取締役会 
会計監査人 
（監査法人） 

代表取締役 

全体会議 

月曜連絡会 

社内専門部署 社外専門家 

　取締役会は、原則として最低３ヶ月に１回は開催しており、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催しております。

取締役会では、会社の事業運営上の基本事項について決議するとともに、付議事項の審議および各取締役からの重

要な業務の執行状況についての報告を通じて、取締役の職務の執行を監督しております。また、監査役は取締役会

への出席を通じて、取締役の重要事項の決裁を監督しております。

　取締役会において決議された事業運営については、取締役および執行役員、各部長が出席する全体会議を月初に

設け、業務遂行状況の把握と問題点とその対応策、その他考慮すべき情報の交換と確認を行っております。また、

原則として毎週１回月曜連絡会を開催し、マーケット状況の把握と業務進捗状況を把握し、迅速で効率的な事業運

営を行っております。

　海外子会社を含むグループ子会社におきましては、子会社の経営者が、当社の経営者層と業務遂行過程で随時、

事業運営上の報告および情報交換を実施するとともに、事業運営上は平均して隔月程度の頻度で来社し、経営上の

重要事項の確認を直面して行っております。

②　内部監査

　内部監査は、社長直轄の組織である経営企画室（３名）が担当しております。経営企画室では、管理会計、財務

会計の両方の側面から会社の経営管理状況の有効性を監査するとともに、業務監査として営業所および海外子会社

を含めた子会社を循環的に往査しております。加えて、海外子会社については、月次ですべての会計データ、生産

管理データを電磁的データで入手しており、常時、経営管理状況を監査しております。

　監査結果は、逐次社長に報告のうえ改善案を立案し、その実行状況を確認いたします。

　重要な法務的課題などについては、弁護士等の専門家に相談し、必要な検討をしております。また、会計監査人

とは、通常の会計監査に加え、重要な会計的課題について随時見解を求めるともに、決算監査終了後、半期毎に講

評会を開催し、会計上の気付事項について意見交換をしております。

③　会計監査

　当社は、商法に基づく会計監査人及び証券取引法に基づく会計監査に新日本監査法人を起用しております。同監

査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別の利害関係はありません。

④　会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要　

　社外監査役は、会社外部の有識者で構成され、第三者の立場から当社の経営意思決定に対し、適切な助言を受け

ております。

　なお、社外監査役は、当社のその他の取締役と人的関係を有さず、当社との間に特別な利害関係はありません。

⑤　会社のコーポレート・ガバナンス充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　急速に拡大するグループ企業を統括的に管理するため、横断的な組織として海外事業統括本部を新たに設置いた

しました。海外事業統括本部では、営業、マーケティング、研究開発、内部管理、知的財産といった機能ごとの担

当者が必要に応じて一同に会し、情報を共有することで、効果的なグループ企業管理を目指してまいります。

　また、海外子会社の主要ポストに親会社から人材を派遣することで、グループ全体の経営戦略を迅速に子会社の

経営に反映させることができるように体制を整えております。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績（当中間連結会計期間の業績の概況）

　当中間連結会計期間における世界経済は、原油価格の高騰による素材価格の上昇を懸念しつつも、引き続き旺盛な

個人消費及び設備投資の伸びに支えられた米国景気の拡大に牽引され、着実な回復を示しました。国内経済につきま

しても、米国の景気拡大を背景とした円安ドル高傾向が一層強まったことから、輸出企業を中心とした業績の回復が

景気の回復を下支し、デフレからの脱却が実感できる状況で推移いたしました。

　医療用器具業界におきましては、被保険者の窓口負担、保険料の引き上げに象徴される医療保険財政負担を見直す

流れのなかで、特定機能病院医療包括制度の導入など診療報酬体系の改定が進められており、今後は、安価で有用性、

機能性に富んだ医療現場のニーズに合致する新技術を具現した製品開発がより一層重要となってきております。この

ような中で、当中間連結会計期間は、当社グループでは、新たに上市すべき大型新製品が予定されていないことから、

前期に引き続き、冠動脈ステント「デュラフレックス」に対するドラッグエリューティングステントの影響及び血管

内超音波プローブの取扱い製品変更による影響を最小限に食い止めることを目標に販売活動に注力いたしました。

　米国子会社ライトラボ・イメージング社のＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置につきましては、ヨーロッ

パ、中国において既に承認を取得済みであり、一部の地域で販売を開始いたしました。日本におきましては、平成17

年５月に治験の登録を完了し、平成18年１月に承認申請書類を提出しております。今後は、独立行政法人 医薬品医療

機器総合機構による審査を経て平成18年末頃には許可を取得できる見込みであります。一方、アメリカにおいても、

平成17年11月に治験を開始しており、日本における承認とほぼ同時期に許可を取得できる見込みであります。

　以上の結果、当中間連結会計期間における売上高、営業利益、経常利益および当期純利益は以下のとおりとなりま

した。

①　売上高

　日本のステント市場におきましては、競合他社製品でありますドラッグエリューティングステントが非常に大き

な占有率をもって浸透しており、「デュラフレックス」の販売に対しても重大な影響を及ぼしております。当社グ

ループでは、影響を最小限に食い止めるべく営業活動に注力いたしましたが、７億８千５百万円の販売となりまし

た。また、ドラッグエリューティングステントが日本市場に浸透した副次的な影響として、同ステントにより再狭

窄率が低下したことから、カッティング・バルーンを使用する症例が減少し、５億１千３百万円の販売となりまし

た。加えて、従来、取り扱っておりました他社仕入製品の血管内超音波プローブを、別会社製のバーチャル・ヒス

トロジー対応の次世代製品へ移行することに伴い一時的に売上が減少いたしました。

　一方、ＰＴＣＡバルーンカテーテル、左心カテーテル、Ｙコネクターなど当社グループ内開発製品の販売は、公

示価格低下の影響を受けたものの拡販に注力した結果、金額ベースで前年同期に比べ増加を確保いたしました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高は65億５百万円（前年同期比32.7％減）となりました。

　以上のとおり、前年同期比では大幅な減収となっておりますが、月次の売上高の推移では、一昨年の秋以降ドラッ

グエリューティングステントの影響を受け始めてからの減収傾向は底を打ち、当期においては、新規取り扱い製品

等の拡販により徐々に回復基調が確かなものになり始めたと考えております。

②　営業利益

　競合他社製ドラッグエリューティングステントが市場に浸透したうえ、当社におきましては特に大型新製品の投

入がなかったものの、利益率の高い自社製品の構成比が高まったことから、連結売上総利益率が、前中間連結会計

期間の57.2％から当中間連結会計期間においては60.5％に改善いたしました。この結果、連結売上総利益は、39億

３千５百万円（前年同期比28.7％減）となりました。

　一方、販売費及び一般管理費は、引き続き10億９千６百万円と高水準の研究開発費を維持しながらも、その他の

経費の見直しを行うことで１億６千５百万円の経費削減を行いました。

　この結果、営業利益は３億４千万円（前年同期比80.7％減）となりました。

③　経常利益

　営業外費用において、支払利息１億７千９百万円、社債発行費１千４百万円、金融支払手数料４千５百万円等の

金融コストに対して、為替差益を２億６千１百万円計上したことにより、経常利益は３億１千８百万円（前年同期

比77.6％減）となりました。

④　中間純利益

　特別損失として商品廃棄損１千７百万円等を計上したことから、中間純利益は１億２千１百万円（前年同期比

80.0％減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　ディスポーザブル医療用具事業

　日本のステント市場におきましては、競合他社製品でありますドラッグエリューティングステントが非常に大き

な占有率をもって浸透しており、「デュラフレックス」の販売に対しても重大な影響を及ぼしております。当社グ
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ループでは、影響を最小限に食い止めるべく営業活動に注力いたしましたが、７億８千５百万円の販売となりまし

た。また、ドラッグエリューティングステントが日本市場に浸透した副次的な影響として、同ステントにより再狭

窄率が低下したことから、カッティング・バルーンを使用する症例が減少し、５億１千３百万円の販売となりまし

た。加えて、従来、取り扱っておりました他社仕入製品の血管内超音波プローブを、別会社製のバーチャル・ヒス

トロジー対応の次世代製品へ移行することに伴い一時的に売上が減少いたしました。

　一方、ＰＴＣＡバルーンカテーテル、左心カテーテル、Ｙコネクターなど当社グループ内開発製品の販売は、公

示価格低下の影響を受けたものの拡販に注力した結果、金額ベースで前年同期に比べ増加を確保いたしました。

　この結果、売上高は57億７千３百万円（前年同期比37.2％減）、営業利益は11億４千８百万円（前年同期比

57.3％減）となりました。

②　医療用機器・その他事業

　医療用機器・その他事業におきましては、医療施設内画像情報ネットワークシステム（グッドネット）の拡販に

注力したことに加え、ＯＣＴ診断装置が欧州および中国で一部販売を開始したことにより売上高は７億３千２百万

円（前年同期比55.7％増）になりました。また、平成17年10月５日付で、グッドネットの事業部門を会社分割によ

り独立いたしました。分社により独立採算の徹底および権限の委譲と責任の明確化を図り、経費削減に注力した結

果、営業損失は２億７千６百万円（前年同期は営業損失４億円）となりました。

　所在地別セグメントの業績については、次のとおりであります。

①　日本

　国内は、前期に引き続き、競合他社のドラッグエリューティングステントの影響を最小限に抑えるべく自社グルー

プ製冠動脈用ステント「デュラフレックス」の販売に注力いたしましたが、影響を避けることができませんでした。

また、ドラッグエリューティングステントが日本市場に浸透した間接的な影響として、カッティング・バルーンの

販売も減少いたしました。加えて、従来、取り扱っておりました他社仕入製品の血管内超音波プローブを、別会社

製のバーチャル・ヒストロジー対応の次世代製品への移行に伴い一時的に売上が減少いたしました。

　一方、ＰＴＣＡバルーンカテーテル、左心カテーテル、Ｙコネクターなど当社グループ内開発製品の販売は、公

示価格低下の影響を受けたものの拡販に注力した結果、金額ベースで前年同期に比べ増加を確保いたしました。

　この結果、売上高は60億１千９百万円（前年同期比36.0％減）、営業利益は17億５千万円（前年同期比26.6％減）

となりました。

②　米国

　米国におきましては、競合他社製ドラッグエリューティングステントが日本において上市された影響により、冠

動脈用ステント「デュラフレックス」の日本向け売上げが大幅に減少した結果、セグメント間の売上が減少いたし

ました。一方、ＯＣＴ診断装置が、欧州および中国で一部販売が開始されました。

　しかし、アバンテックヴァスキュラー社およびライトラボ・イメージング社における研究開発費用の増加等があ

り、売上高は９億１千４百万円（前年同期比18.3％減）、営業損失は７億６千９百万円（前年同期は営業損失２億

２千６百万円）となりました。

(2）財政状態（キャッシュ・フローの状況等）

　当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前中間

純利益２億７千９百万円に加え、減価償却費２億４千７百万円、前期中間納付法人税の還付額４億４千１百万円を計

上いたしましたが、売上債権の増加６億５百万円およびたな卸資産の増加６億９千８百万円の結果、営業活動による

キャッシュ・フローは７億１千２百万円の減少（前年同期は４億９千７百万円の増加）となりました。また、買収の

ための株式取得、ロジスティック・センター建設等により投資活動によるキャッシュ・フローは８億５千２百万円の

減少（前年同期は９億９千万円の減少）となりました。一方、長期借入等により財務活動によるキャッシュ・フロー

は23億９千３百万円の調達（前年同期は23億９千１百万円の調達）となりました。その結果、当中間連結会計期間末

における資金残高は98億１千７百万円（前年同期比3.2％増）となりました。

　当中間連結会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）

　当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは７億１千２百万円の減少（前年同期は４億９千

７百万円の増加）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益２億７千９百万円（前年同期は10億７千３百万円）に加えて、減価償却費２

億４千７百万円（前年同期は２億７百万円）、仕入債務の増加１億５千８百万円（前年同期は１億１千７百万円の増

加）、前期中間納付法人税の還付額４億４千１百万円と資金が増加したものの、売上債権の増加６億５百万円（前年

同期は11億８百万円の減少）、たな卸資産の増加６億９千８百万円（前年同期は２億２千７百万円の増加）、利息の

支払額１億４千４百万円（前年同期は１億７千８百万円）等による資金の減少の結果であります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において投資活動へ投下した資金は８億５千２百万円（前年同期は９億９千万円の投下）とな

りました。

　これは主に、株式会社アイアールメディカル工房を完全子会社化するための買収投資等５億２千３百万円（前年同

期は５億４千８百万円）、ロジスティック・センター建設のための支出等１億９千６百万円等の結果であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において財務活動により調達した資金は23億９千３百万円（前年同期は23億９千１百万円の調

達）となりました。

　これは主に、長期借入れにより30億円（前年同期は56億円）、社債発行により９億８千６百万円の調達（前年同期

は29億７千４百万円の調達）、短期借入金の純増加額12億円の調達（前年同期は19億円の純減少）を行ったものの、

社債の償還３億６千万円（前年同期は５億１千万円の償還）、長期借入金の返済21億５千７百万円（前年同期は16億

３千２百万円の返済）および配当金の支払額２億４千５百万円（前年同期は４億７千５百万円）の結果であります。

　なお、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

第29期
平成15年12月中間期

第30期
平成16年12月中間期

第31期
平成17年12月中間期

株主資本比率（％） 31.1 30.3 32.7

時価ベースの株主資本比率（％） 66.8 36.1 30.6

債務償還年数（年） － 30.8 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 2.8 －

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は、中間期末株価数値×中間期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは中間連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用

しております。なお、営業キャッシュ・フローの数値がマイナスの中間連結会計期間については、記載してお

りません。

※債務償還年数の計算において、年換算するために営業キャッシュ・フローを２倍にしております。
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(3）通期の見通し

　当社は、今期を当社グループの“中興期元年”と位置づけております。当社では、研究開発型企業への脱皮を志向

し、米国ベンチャー企業の買収を行うことで、非常に長期の研究開発期間を要する世界最先端メディカル・デバイス

（ドラッグエリューティングステント、ＯＣＴ診断装置）の開発に着手いたしました。

　数年来、研究開発に鋭意注力いたしました結果、両製品とも長期にわたる研究開発期間の最終段階にまで到達して

おります。

　特に、米国子会社ライトラボ・イメージング社のＯＣＴ技術を使用した光学同調断層診断装置につきましては、す

でにヨーロッパ、中国では承認済みであり、日本におきましても、平成17年５月に治験の登録を完了し、平成18年１

月に承認申請書類を提出しております。今後は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構による審査を経て平成18年末

頃には許可を取得できる見込みであります。一方、アメリカにおいても、平成17年11月に治験を開始しており、日本

における承認とほぼ同時期に許可を取得できる見込みであります。

　ＯＣＴ診断装置は、日本での臨床治験の結果を受けて、その驚異的な解像度が大きな反響を呼んでおり、今後開催

される世界的な循環器学会においても、多くの発表が予定されております。

　また、ドラッグエリューティングステントにつきましても、当社では、ステントに塗布する薬剤としてノバルティ

ス社のピメクロリムスを第一候補に選定し、研究を続けてまいりました。ピメクロリムスは、動物実験において非常

に良好な結果を示しており、平成18年３月より人体での有効性試験を開始いたします。

　通期の見通しにつきましては、競合他社製品でありますドラッグエリューティングステントが日本市場においても

急速に浸透しており、「デュラフレックス」の販売に対しても深刻な影響を及ぼしております。

　また、ドラッグエリューティングステントが日本市場に浸透した間接的な影響として、当社の主力製品の一つであ

りますカッティング・バルーンも販売が減少しております。

　日本市場へのドラッグエリューティングステントの導入により、心疾患メディカル・デバイス市場の構成は根本的

に変化しており、それに伴う既存製品への影響は当初の予想を超えるものとなっております。

　また、平成17年９月に独占的販売代理店契約を締結いたしましたマイクラス社製の脳動脈瘤治療コイルの承認が当

初の見込みに比べ四半期だけ遅れ、当期の第４四半期になる見込となりました。

　以上の状況を考慮した結果、当社及び当社グループの連結ベースの業績は、売上高150億円（前期比6.8％減）、経

常利益７億円（前期比38.9％減）、当期純利益３億３千万円（前期比118.5％増）を予想しております。
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（ご参考）

　当社グループの属しております循環器分野（インターベンショナル・カーディオロジー）では、日進月歩で新しい技

術、製品の開発が進んでおり、事業及び研究開発活動の内容が、一般投資家に分かりにくくなっております。

　そこで、ご参考として、当社グループの属する業界及び研究開発活動の概要を、①心臓病について、②検査方法及び

治療法、③最先端製品、について平易にご説明いたします。

Ⅰ．心臓病について、

１．心臓病とは

　日本人の死因別死亡数を見ると、第１位はがん（悪性

新生物）、第２位は心臓病（心疾患）、第３位は脳血管

疾患であり、この３つの疾病で全体の約６割の方が亡く

なられております。

　心臓病は昭和60年に脳血管疾患に代わり死亡原因の第

2位となり、その後も増加を続け、近年では約16万人の方

が命を落としています。その中でも特に増加傾向にある

のが、「虚血性心疾患」といわれる病気です。

生活習慣病の死亡者数 

日本 米国 

１．がん 約31万人 １．心臓病 約73万人

２．心臓病 約16万人 ２．がん 約55万人

３．脳血管疾患 約13万人 ３．脳血管疾患 約17万人

日本：厚生労働省「人口動態統計」平成15年度より

アメリカ：National Center for Health Statistics"National Vital 

Statistics Reports  (1999年)"より

２．狭心症と心筋梗塞

　心臓は血液を受取り、送り出す「ポンプ」の役割をしています。その心臓も働くためには酸素や栄養が必要です。

心臓へ酸素や栄養を運ぶ血管は、心臓の回りを王冠のようにめぐっていることから、「冠動脈（冠状動脈）」と呼ば

れています。

　この冠動脈が動脈硬化などによって詰まったり狭くなったりすると、心臓に十分な酸素や栄養が行きわたらなくな

り、胸が痛くなり発作を起こします。これが「狭心症」や「心筋梗塞」です。心臓が虚血状態で起こることから「虚

血性心疾患」といいます。

　虚血性心疾患が増加している背景には日本人の食生活の欧米化があります。高カロリーや高コレステロールの食事

が多くなるにしたがって、動脈硬化が進行し、高血圧症、高脂血症、糖尿病、肥満などの原因がそれを助長します。

またストレス社会の進行や運動不足なども原因の一つと考えられています。

欧米諸国では虚血性心疾患を中心とする心臓病が死因の１位を占めている国も多く、日本においても今後さらに増加

していくものと予想されます。

（１）狭心症

　「狭心症」という病気は、心臓の表面にある冠動脈という血管が動脈硬化などで狭くなり（狭窄）、血液の流れ

が悪くなったり、冠動脈が痙攣が起こることにより、必要な量の血液を心臓の筋肉に一時的に送れなくなるため、

坂道や階段を登った時などに胸の部分が締め付けられるような痛みに襲われる病気です。冠動脈の血液の流れが不

充分になると、血液が行き渡らなくなり、心臓自体が酸素や栄養不足になってしまいます（虚血）。心臓が本来の

「ポンプ」の役割を果たすためには、この冠動脈に充分な血液が流れていなければなりません。血流を再開させる

治療をすることが重要です。

（２）心筋梗塞

　「心筋梗塞」という病気は、冠動脈が完全に詰まることにより、心臓の筋肉（心筋）に血液、酸素、栄養が流れ

なくなり、その部分の心筋が死んでしまう病気です。「狭心症」と同じように動脈硬化により冠動脈が狭くなるこ

とが基礎となっていますが、さらに、心筋梗塞の場合は、血液の塊（血栓）が冠動脈を完全に詰まらせてしまうの

で（閉塞）、心筋に栄養を送っているそれより先の心筋細胞が死んでしまう（壊死）病気です。「狭心症」が進ん

だ段階と言えます。一度壊死した心筋は二度と再生することはありません。そのため、できるだけ早く冠動脈を再

開通させ、できるだけ多くの心筋を助けることが重要です。

Ⅱ．検査方法及び治療方法

１．検査方法

　狭心症や心筋梗塞は、自覚症状からこれを疑い、血圧測定、心電図、胸部Ｘ線検査などの一般検査と、さらに詳し

く調べる画像診断や冠動脈造影検査などの精密検査によって診断が行なわれます。

一般検査は全ての患者さんに対して行なわれている検査で、血圧測定、血液検査、尿検査、胸部Ｘ線検査などがあり

ます。

　精密検査というのは、疑われる心臓病の種類に応じて行なわれる検査です。狭心症や心筋梗塞の疑いのある患者さ

んには、心エコー検査やＭＲＩなどの画像検査、冠動脈造影検査などがあります。
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（１）心臓超音波検査

　対象物に超音波を当てると、当たった超音波がはね返ってきますが、その程度は対象物によって異なります。こ

の性質を利用して、反射波を映像として画面に映し出すのが、超音波画像診断法です。

　別名「心エコー」という心臓病の診断、治療効果の評価に重要な検査です。導子というエコーを出す部分を患者

の胸に当てて、画像で心臓の状態を見ます。検査は10分ほどで終わり、痛みも害もありません。しかし、この検査

は間接的診断でしかありません。「血管が詰まっているのはここだ」と、その箇所を明らかに立証することはでき

ません。そこで、「冠動脈造影検査」が登場します。

（２）冠動脈造影検査

　股のつけ根やひじ関節の内側の動脈から、冠動脈にカテーテルを入れ、造影剤を注入して、Ｘ線投影により冠動

脈の血流状態を調べる検査です。

　血流の状態を造影することで、狭心症や心筋梗塞の原因である病変部を特定することが出来ます。さらに、より

効果のある検査として、日本国内では多くの患者さんに、冠動脈の中を観察する検査が行なわれています。

　冠動脈の中の情報をより多く得ることによって、より正確な診断と、より適切な治療方法の選択が可能になりま

す。冠動脈の中を観察する検査には、大きく分けて２つの方法があります。

■ カメラによる検査（血管内視鏡検査）

胃カメラと同じような検査で、カメラを使って冠動脈の中を直接見る検査です。

■ 超音波による検査（血管内超音波検査：ＩＶＵＳ）

血管内に挿入したカテーテルから超音波を出し、血管断面の様子を確認する検査です。

血管内の組織の状態が診断でき、血管の内側に沈着したコレステロールなどの動脈硬化性病変を見ることが

でき、その画像診断により治療方法を決定することができるようになりました。

次世代技術

　ＯＣＴ技術は、近赤外線が組織の内部まで到達できる特性を活かし、血管や組織の断層画像を超高解像度で映し出

す技術です。

　ライトラボ・イメージング社は、光ファイバーを使用したカテーテルの開発に成功しました。これまでのＩＶＵＳ

の検査画像と比べると、約８～10倍の超高解像度の検査画像が可能となります。これにより、いままでの検査技術で

は、発見、診断が困難と言われていた急性心筋梗塞を引き起こす原因（バルネラブルプラーク）の早期発見が可能と

言われています。なお、ＯＣＴ診断装置につきましては、後段、最先端製品の項でより詳しく説明いたします。

２．治療方法

　虚血性心疾患は病気の種類や程度にもよりますが、不十分になった酸素や栄養を確保する為に、次のような治療が

行われます。

（１）薬物療法：内服療法

　内服薬により、冠動脈を拡張させ血流を確保したり、血管の緊張を和らげることで心臓への負担を軽減させる方

法です。

　薬物療法は、病気の症状や進行を抑えることは可能ですが、頭痛、めまい、血圧低下などの副作用が伴い、予防、

治療効果はありません。比較的軽度の症状や発作時の対応に使用されます。根本的な治療ではありませんので、症

状が重いと、薬物療法だけでは対応できなくなります。

（２）冠動脈バイパス術：外科的治療法

　冠動脈バイパス術とは、狭くなったり、詰まっている冠動脈に血液の通り道を別に新しく作る方法です。病変部

をまたいで、新しい迂回路（バイパス）をつくり、大動脈と冠動脈をつないで、血液の流れを改善します。患者さ

ん自身の静脈血管を切り取り、バイパスに使用します。胸をメスで切り開いて（開胸手術）治療を行なうため、患

者さんの肉体的負担が大きく、傷跡も大きい上に、約1ヶ月の入院が必要です。

（３）カテーテル療法：内科的治療法

　カテーテル治療法とは、カテーテルと呼ばれる細い管を心臓まで挿入し、狭窄や、閉塞した血管を広げる治療法

です。心臓や血管にメスを入れずに冠動脈の血流を再建する内科的治療法で、虚血性心疾患に効果を上げています。

主に、風船療法（バルーン療法）と冠動脈ステントがあります。局所麻酔（カテーテルを挿入する部分のみを局部

的に麻酔する）し、カテーテルを足の付け根、ひじの動脈などから挿入し治療するわけですので、患者さんの肉体

への負担が少なく、年齢にかかわらず治療でき、傷跡が小さく、術後の回復が早いので、“日帰り”や２～３日の

入院ですむということもあります。外科的治療に比べ、同じ場所に再び狭窄（再狭窄）が起こりやすいのが欠点で

すが、肉体的負担が少ないため、再狭窄が認められた場合、何度でも再治療が行なえるというのが利点の一つでも

あります。
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■ ＰＴＣＡ（経皮的冠動脈形成術）

　ＰＴＣＡは外科的手術にかわる新しい内科的治療法とし

て定着しています。動脈硬化で狭窄、閉塞した冠動脈を広

げる手術で、“風船療法”と呼ばれています。先端に長細

い風船（バルーン）のついた細い管であるカテーテルを通

過させ、病変部で圧力をかけてこの風船を膨らませ、血管

を広げる治療法です。成功率も安全性も高い治療法で、成

功すれば、外科的治療法であるバイパス手術と同じ程度の

効果が得られます。

　しかし、再狭窄になる確率が30～40％で、３ヶ月か月後

には再検査を受ける必要があります。この再狭窄率を抑え

るために、次の冠動脈ステントが併用されます。

■ 冠動脈ステント

　特殊な網状の金属を病変部まで運び、留置して広い内腔

を確保します。

風船療法で充分に血管が広がらない場合は、特殊な網目状

にした円形の筒またはコイル状の金属（ステント）をカテー

テルの先端のバルーンにかぶせ、冠動脈の病変部まで運び、

バルーンでステントを押し広げ、そのまま留置することに

より、広い内腔を確保し、広げた部分を補強し、再び狭窄

（再狭窄）が起こりにくくする治療法です。これにより再

狭窄になる確率は20％程度に軽減されました。

バルーン療法 冠動脈ステント

 

狭窄部 

血管 

 

狭窄部 

血管 

 

バルーンカテーテル 

 

バルーンカテーテル ステント 

  

 

バルーン拡張 

 

ステント拡張 

 

バルーン抜去 

 

ステント留置してバルーン抜去 

■ ドラッグエリューティングステント（薬剤溶出ステント）

　再狭窄率をいかに０％に近づけるか、これがカテーテル治療における最大の課題です。これに対する今もっ

とも注目をあつめている方法が、「ドラッグエリューティングステント」です。

　冠動脈ステントは、ＰＴＣＡに比べ再狭窄率を大きく減少させることはできましたが、血管内に残したステ

ントのストレスによる再狭窄という問題を残しました。

そこで考え出されたのがステントに薬を塗り、その薬によって再狭窄を抑えるという方法です。これが「薬が

溶け出すステント」ドラッグエリューティングステントです。この治療法は再狭窄率を10％未満に軽減させる

ことになりました。

　当社におきましても、世界最先端の競争に参入すべく米国企業アバンテックヴァスキュラー社を買収し、自

社グループ製ドラッグエリューティングステントの開発に鋭意取組中です。なお、自社グループ製ドラッグエ

リューティングステントにつきましては、後段、最先端製品の項でより詳しく説明いたします。

Ⅲ．最先端製品

１．ＯＣＴ診断装置（光学干渉診断装置）

“顕微鏡”を体内へ

　ＯＣＴ技術（Optical Coherence Tomography）は、約1,300ナノメーターの近赤外線を用いて血管や組織の断層画像

を得る新しい次元の超高解像度画像技術です。当社の米国子会社であるライトラボ・イメージング社は、マサチュー

セッツ工科大学が所有する基本特許の独占的ライセンス契約を1998年に締結し、商品化の研究開発を続けてまいりま

した。

　近年の技術革新による光ファイバー微小化技術にともない、0.006インチの微小光学レンズの開発、および光ファイ

バー使用のカテーテルの開発にライトラボ・イメージング社が成功しました。

　また、ライトラボ・イメージング社はマサチューセッツ工科大学からの独占的ライセンス供与を受けているものを

含め27件の特許権を所有しており、ＯＣＴ技術に関する全ての関連技術、関連用具が、特許により保護されています。

加えて、現在申請中の特許が16件あります。

－ 13 －



精密な診断、精密な治療

　現存するデバイスではＩＶＵＳ（血管内超音波）がその目的

や機械的構造、画像描出方法等で最もＯＣＴに似通っています

が、両者の性能を比較してみると、解像度がＩＶＵＳの約8倍

から10倍と飛躍的に向上しております。

　これにより、血管内の病変診断を即時に行うことが出来るよ

うになりました。

ＩＶＵＳによる画像

 

ＯＣＴによる画像

 

不安定プラーク

　バルネラブルプラーク（破裂しやすい病変）はその脆弱さか

ら、さまざまな内因、外因で破綻し、急性心筋梗塞や急性冠症

候群などを引き起こす非常に重篤な病態です。以前から、その

検出に大きな関心が寄せられていながらも、現在の検査機器で

の検出は困難であるとされています。主にバルネラブルプラー

クはリピッドコア/ネクロティクコア（液状の内容物）の内腔

側に65μメーター未満の薄いファイブロスキャップ（薄い皮

膜）が覆っているものとされており、この薄いファイブロス

キャップの検出が今までの検査機器では困難でしたが、ＯＣＴ

診断装置により、発見の可能性が出てきました。 

解剖による血管の切断面

 

ＯＣＴによる診断画像

 

Lipid Core 

Thin Cap 

今までの検査機器では検出が不可能であったファイブロスキャッ

プ（薄い皮膜）が、ＯＣＴの超高解像度により鮮明に表示され

ているのが見て取れます。

製品開発状況

地域 開発状況

中国 承認取得済みであり、複数の有力病院に対して研究目的での出荷が開始されている。 

欧州 承認取得済みであり、欧州を代表する医師の病院への納入およびスタディーの実施が開始されている。

日本
平成17年５月に治験の症例登録が完了した。平成18年１月に承認申請を提出ののち、平成18年末頃の許

可取得を見込んでいる。

米国
平成17年11月にＦＤＡの治験を開始した。米国では審査期間が短いことから、日本と同時期での許可取

得を見込んでいる。

次々世代製品の開発

（１）より高解像度に

　ＯＣＴ診断装置では15μ（ミクロン）まで観察可能な解像度があります。より高解像度を達成すべく開発を進め

ております。究極的には、細胞核を直接観察できるだけの解像度を目指して開発しており、将来的には、その驚異

的な高解像度画像を利用した精密な診断を経て、それに基づく適切な治療法の選択、治療薬の選択等、新しい応用

が期待されます。

（２）より高速イメージングに

　スキャニングレーザーを利用した高速ＯＣＴ診断装置の開発を行っております。現在のＯＣＴ診断装置では、診

断画像を得るために、一時的に血流を止める必要があります。これに対して、高速ＯＣＴ診断装置では血流を止め

る時間の短縮もしくは血流を止める必要がないシステムを目指して開発しており、利便性の向上につながります。

　現在、基礎研究が完了し、平成17年の年末にかけてプロトタイプの製作をする計画となっております。

（３）より利便に

　ティッシュ・キャラクタリゼーション

　現在のＯＣＴ診断装置で得られる断層画像は、白黒もしくは単色のカラー画像です。これに対し、ＯＣＴ診断装

置に解析ソフトウェアを搭載することで、血管断層の画像を組織性状別に色分けして表示することができるように

開発を進めております。断層画像が組織性状に応じて色分け表示されることで、臨床の現場での診断の正確性向上

につながることが期待されます。
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　現在の研究開発状況は次のとおりです。

フェーズ 開発段階 進捗状況

Phase A 基礎研究の完了 平成18年２月に完了。

Phase B プロトタイプの開発  

Phase C 製品開発  

（４）冠動脈以外への応用

①　ＧＩ Tract（胃腸管・消化管）

　ＯＣＴ診断装置の高解像度を応用することで、癌を診断で

きる可能性があります。

　例えば、小腸の絨毛（じゅうもう）は顕微鏡のレベルで初

めて観察可能となりますが、癌が進行していると、この絨毛

の段差がなくなり、均質になります。

　ＯＣＴ診断装置では、その高解像度を利用することで、切

片を採取することなく直接患部を観察することができる可能

性があります。消化器分野への応用については、ペンタック

スと共同開発しております。

②　Pulmonary（気管支）

　気管支につきましても、胃腸管、消化管と同様癌の診断へ

の応用を研究中であります。

食道壁

 
小腸の繊毛

 

気管支

 

③　Dermatology（皮膚科）

　皮膚科分野では、癌検査（基底細胞癌）、外科的治療時

の切開範囲の決定、熱傷の重症度評価　等への応用につい

て研究を開始しております。

 

④　Arthroscopy（関節鏡検査）

　整形外科分野、特に膝の部分の治療に関節内視鏡が使わ

れており、現在、その視野を利用することで、更に軟骨の

損傷、炎症等を確認しようとする流れがあります。

　そこで、ＯＣＴ診断装置の高解像度をこのような用途に

応用する研究を計画しております。

 

 

⑤　Coronary bypass graft imaging

　冠動脈バイパス手術の際、移植するために切り取った血

管の評価、吻合部の評価等に応用。この研究を、NIH（米国

国立衛生院）から研究費の助成金を受けて行う計画です。
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２．ドラックエリューティングステント

再狭窄率０％へ

　ドラッグエリューティングステントを直訳すると、『薬が溶け出すステント』という意味です。

　現在、インターベンション（身体に内科的に介入する治療）業界での１番の課題は、術後の再狭窄率をいかに減ら

すか、いかに０％に近づけるかといういうことです。

　カテーテル療法では、再狭窄率が、バルーン療法（風船療法）で30～40％、冠動脈ステントで20～30％でした。冠

動脈ステントは、バルーン療法に比べ再狭窄率を大きく軽減させることができましたが、血管内に留置したステント

のストレスによるステント内再狭窄という問題を残しました。

　ステント内再狭窄の要因は、血管に対するステントのストレスによる、余分な内膜肥厚・平滑筋細胞の増殖が挙げ

られます。

　そこで、ステントに薬を塗布し、薬の効果によって余分な内膜増殖を抑えることで、再狭窄率を０％に近づけるべ

く、現在世界で研究開発されているのがドラッグエリューティングステントです。

ドラックエリューティングステント開発の課題

　ドラッグエリューティングステントの開発にあたっての課題は、主に次のとおりです。

　① どのような薬剤を使用するか

　② 塗布する薬の量は

　③ 薬をリリースする（薬が溶け出す）スピードは

　④ コーティング方法は

（１）薬剤

ドラッグエリューティングステントに塗布される薬剤は、通常２つの作用のカテゴリーに分類されます。

■免疫抑制剤（細胞増殖抑制作用）

　細胞増殖の仕組み（セルサイクル）の途中をストップするが細胞を傷つけず、臓器移植後の拒絶反応や細胞

増殖を防ぐ免疫抑制作用がある。

　薬剤）・ピメクロリムス

　・ラパマイシン

■抗癌剤（細胞毒性作用）

　細胞分裂する細胞を殺すことにより、細胞が増殖するのを抑制する。

薬剤）・タキソール

　上記のような作用を持つ薬剤の中から、ドラッグエリューティングステントの開発企業は、より有効性が高く、

安全で、副作用のない薬剤の発見を巡って、日々研究に励んでいます。他企業の現在までの治験において、細胞

増殖抑制作用は、細胞毒性作用よりも、より良い有効性と安全性が認められています。

　また、塗布する薬剤の量も、ドラッグエリューティングステントの開発においては大変重要なファクターとな

ります。上記のとおり、塗布する薬剤が、細胞増殖抑制作用、細胞毒性作用といった強力な作用を持っているこ

とから、現在、色々な治験でどのような量が効果的か、試験が実施されています。

　ドラッグエリューティングステントの目的は、塗布する薬剤の効果によって余分な内膜肥厚・平滑筋細胞の増

殖を抑えることですが、目的は同じであっても、塗布する薬剤が、細胞増殖のプロセス（セルサイクル）の何処

に作用するかによって、おのずと効果に違いがでてきます。

セルサイクル

　ヒトをはじめ、生命を持つ全ての生物の成長・増殖には細胞分裂が関係しています。細胞分裂が始まって次の細胞

分裂に至るまでの過程を細胞周期（セルサイクル）といいます。ここで、塗布する薬剤との関係で、細胞周期につい

て簡単にまとめると次のとおりです。

　細胞増殖のプロセスで形態学的に分裂が認められる時期を“Ｍ期（分裂期）”といいます。一方、分裂と分裂の間

で細胞分裂の見られない時期を（Ｇ０期・Ｇ１期・Ｓ期・Ｇ２期）“分裂間期”といいます。

　細胞は、分裂に先立ち、一時期の休止（静止）期（Ｇ０期）をとり、‘分裂間期’の一定期間に前もって核内でＤ

ＮＡが合成・倍化し、ＤＮＡ分裂の際に新生される細胞に均等に配分します。その結果、分裂によって母細胞と同じ

遺伝子をもつ娘細胞が形成されます。

－ 16 －



　当社の米国子会社アバンテック社は、平成16年９月21日付けで、ノバルティス

社とピメクロリムスの全世界対象のライセンス契約を締結しています。

　ピメクロリムスはセルサイクルの最初の段階（Ｇ０期）に作用する効果を持っ

ています。また、ピメクロリムスは、アトピー薬として米国、欧州等の主要国の

承認取得済みです。

ピメクロリムスを薬剤として用いた動物実験では、①新生内膜域及び再狭窄の有

意な減少があり、②炎症も認められず、③フィブリンもほとんど無く、傷が治癒

したものと見なせ、④肉芽組織からなる炎症性腫瘍、壊死も見られず、⑤完全な

内膜が形成されるという非常に優秀な結果が得られ、ドラッグエリューティング

ステントに用いる薬剤としては理想的な薬剤となる可能性があります。

ピメクロリムス

 

N

O
O

O

OH

O O

Cl

O

O OH

O

O

H

H

（２）コーティング技術

　どの位の期間にわたって薬剤の効果を持続させるか、つまり、どの程度のスピードで塗布されている薬剤を除放

するかドラッグエリューティングステントは、塗布する薬剤の選定と同様、重要な課題です。

　ここで、薬剤のリリーシング・コントロール（薬剤を除放する速度のコントロール）は、コーティング技術（薬

剤をどのようにステントに付着させているか）に大きく依存することとなります。

　開発の初期段階では、様々なコーティング法が研究されましたが、現在上市されているドラッグエリューティン

グステントは、高分子化合物であるポリマーを利用してステントに薬剤を塗布する方法が用いられています。従来、

いかに優れたポリマーコーティング法を開発するかが開発の焦点でしたが、最近の研究ではポリマーの人体への影

響が明らかになり始めています。

　現在は、ポリマーを用いた方法に代わるコーティング方法の開発を巡って各企業が熾烈な競争をくり広げています。

　米国子会社アバンテックヴァスキュラー社においても、候補となる複数のコーティング方法の最終改良を行って

おり、採用するべきコーティングを決定するための比較検討を行っている段階であります。

　第二世代のコーティング技術開発競争は横一線であり、当社にとっても一気に形勢を逆転することが可能である

と考えております。

（３）プラットフォーム（ステント）

　最後に、薬剤を塗布するプラットフォーム（ステント）も、基本性能を左右する重要な要素となります。

　当社では、プラットフォームとして自社製ステント「デュラフレックス」を保有しています。

「デュラフレックス」は、現在、市場で販売されている冠動脈ステントの中で、より良い成果をあげています。Ｐ

ＴＣＡを行なう心臓内科医が、ステントで最も重要視することは、ステントの柔軟性です。術者は、病変部に到達

させるために、曲がりくねった構造の血管を通してステントを押し進めて行かなければなりません。

一方で、ステントは、一度広げた血管が、また元に戻ろうとする圧力（血管がまた狭くなろうとする力、元に戻ろ

うとする力）に耐えなければなりません。

「デュラフレックス」は、第三者機関によるベンチテストで、世界で競合するステントと比較しても、柔軟性とと

もに耐圧性が非常に優れているとの試験結果を得ています。

ドラッグエリューティングステントの現状

　ドラッグエリューティングステントは、米国の巨大企業を含め多くの企業が、その開発にしのぎを削っています。

現在、最大のドラッグエリューティングステントマーケットである米国の企業が２社、ドラッグエリューティング

ステントの開発に成功し、世界中の多くの国で販売を開始しています。

　ただし、より安全性が高く、かつ、有効性も高い薬剤の開発など、ドラッグエリューティングステントは未だ完

成とは言いがたい状況と考えています。

　ステントの市場規模は全世界で約50億ドル（５千億円）程度とみられており、ドラッグエリューティングステン

トの登場で今後も増加していくものと考えられています。

　未だどの企業も、医療現場が本当に満足するドラッグエリューティングステントの開発に成功していない状況の

中、世界中の企業が、その市場に参入すべく、独自の技術を用い、より安全で、治療効果の高いドラッグエリュー

ティングステントの開発を目指し、競争を繰り広げています。
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　当社では、薬剤としてノバルティス社とピメクロリムスの全世

界対象のライセンス契約を締結いたしました。ピメクロリムスは、

動物実験で、内膜増殖を抑制させる非常に良好な試験結果を得て

います。また、ピメクロリムスは、幼児のアトピー性皮膚炎の治

療薬として世界中で広く使われていることから、非常にソフトな

薬剤であり、危険な副作用も心配ありません。

　一方で、当社では、プラットフオームとして最も優秀な冠動脈

ステントのひとつである「デュラフレックス」を保有しており、

コーティングに関しても採用すべきコーティング方法を決定すべ

く最終改良に取り組んでいる段階であります。薬剤に関してもピ

メクロリムスのほかにも、効果の期待できる数種類の薬剤を発見

しています。

　当社も、ドラッグエリューティングステントの開発競争は、ま

さに始まったばかりと考えており、より安全で、治療効果の高い

ドラッグエリューティングステントを世界に先駆けて開発できる

よう、日々、研究開発に励んでいます。

ベアメタルステント

 

ドラッグエリューティングステント

 

※ベアメタルステントとドラッグエリューティングステント

を使用した血管（動物）の断面図

Ⅳ．自社グループ開発の最先端製品の開発状況まとめ

プロジェクト 地域 開発状況

ＯＣＴ診断装置

（光学干渉断層計）

日本 2004年12月治験開始

2005年５月登録終了

現在申請準備中

2006年末頃に許可取得予定

米国 2005年11月治験開始予定

2006年４月登録完了予定

2006年末頃に許可取得予定

欧州 2003年10月CEマーク取得済み

中国 2005年３月SFDA承認取得済み

ＤＥＳ

（薬剤放出ステント）

ブラジル 2006年３月頃より First In Man実施予定

欧州/中国 臨床治験準備中

日本 臨床治験準備中

米国 臨床治験準備中

　薬剤 ピメクロリムス

　プラットフォーム Duraflex STENT

　コーティング 候補となる複数のコーティング方法の最終改良を行っており、採用す

るべきコーティングを決定するための比較検討を行っている段階

　なお、研究開発の進捗状況は、研究段階での新たな改良の必要性、許認可手続の進捗などの要因によ

り、期間的なズレが生じる可能性があります。

－ 18 －



４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 9,706,887 10,015,161 8,662,114

２．受取手形及び売掛
金

※４ 6,789,559 4,890,386 4,252,335

３．たな卸資産 6,251,665 7,168,401 6,371,854

４．預け金 ※５ 1,849,999 － －

５．繰延税金資産 474,370 426,203 529,596

６．その他 ※６ 1,026,739 1,031,921 1,409,420

貸倒引当金 △31,000 △46,000 △46,000

流動資産合計 26,068,222 53.2 23,486,073 45.0 21,179,322 44.4

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 1,185,722 1,530,238 1,186,074

減価償却累計額 552,075 633,647 669,217 861,020 577,338 608,736

(2）機械装置及び運
搬具

491,731 717,276 540,439

減価償却累計額 358,283 133,447 517,302 199,974 411,671 128,767

(3）工具・器具及び
備品

1,319,825 1,025,050 969,112

減価償却累計額 920,115 399,709 719,912 305,137 646,586 322,525

(4）建設仮勘定  －  －  35,714

(5）土地 ※１ 1,270,096 1,270,096 1,270,096

有形固定資産合計 2,436,901 5.0 2,636,228 5.1 2,365,840 5.0

２．無形固定資産

(1）営業権 ※２ 14,459,445 16,382,561 15,348,851

(2）特許権 61,630 63,797 62,596

(3）商標権 9,873 9,770 9,817

(4）その他の無形資
産

※３ 2,122,288 2,397,275 2,249,421

(5）連結調整勘定 1,714 597,956 1,619

(6）その他 96,634 75,412 88,320

無形固定資産合計 16,751,587 34.2 19,526,772 37.4 17,760,627 37.2

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,211,322 2,571,870 3,134,487

(2）出資金 385,084 － －

(3）長期貸付金 － 1,821,050 1,659,300

(4）長期前払費用 76,129 161,869 63,260

(5）繰延税金資産 911,404 1,768,455 1,353,757

(6）その他 195,812 184,720 181,761

貸倒引当金 － △5,350 △5,350

投資その他の資産
合計

3,779,753 7.7 6,502,615 12.5 6,387,216 13.4

－ 19 －



前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

固定資産合計 22,968,242 46.8 28,665,617 55.0 26,513,685 55.6

資産合計 49,036,465 100.0 52,151,691 100.0 47,693,007 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

※４ 2,469,159 1,294,695 1,103,414

２．短期借入金 ※１ 12,900,000 10,800,000 9,600,000

３．１年内返済予定長
期借入金

※１ 4,152,400 3,215,400 3,638,600

４．１年内償還予定社
債

※５ 2,570,000 1,360,000 1,520,000

５．未払法人税等 358,343 469,337 16,888

６．未払消費税等 112,926 44,742 59,228

７．賞与引当金 89,582 97,910 351,513

８．その他 ※５ 347,622 426,350 336,671

流動負債合計 23,000,034 46.9 17,708,437 34.0 16,626,316 34.9

Ⅱ　固定負債

１．社債 2,360,000 5,500,000 4,700,000

２．長期借入金 ※１ 8,772,400 11,838,000 10,572,500

３．退職給付引当金 61,824 55,796 60,772

固定負債合計 11,194,224 22.8 17,393,796 33.3 15,333,272 32.1

負債合計 34,194,259 69.7 35,102,233 67.3 31,959,589 67.0

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,237,433 10.7 5,238,779 10.0 5,238,779 11.0

Ⅱ　資本剰余金 6,738,623 13.7 6,739,969 12.9 6,739,969 14.1

Ⅲ　利益剰余金 6,331,391 12.9 5,672,123 10.9 5,877,277 12.3

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

△364 △0.0 114,452 0.2 68,048 0.2

Ⅴ　為替換算調整勘定 △3,459,034 △7.0 △681,055 △1.3 △2,184,812 △4.6

Ⅵ　自己株式 △5,843 △0.0 △34,811 △0.0 △5,843 △0.0

資本合計 14,842,205 30.3 17,049,457 32.7 15,733,417 33.0

負債・資本合計 49,036,465 100.0 52,151,691 100.0 47,693,007 100.0

－ 20 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 9,664,148 100.0 6,505,465 100.0 16,087,438 100.0

Ⅱ　売上原価 4,140,498 42.8 2,569,707 39.5 6,836,208 42.5

売上総利益 5,523,650 57.2 3,935,758 60.5 9,251,229 57.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．給料・手当 930,967 934,713 1,857,584

２．賞与引当金繰入額 75,427 73,384 299,515

３．退職給付費用 29,995 20,167 47,318

４．旅費交通費 274,231 221,793 491,054

５．リース料 90,533 78,575 171,830

６．減価償却費 75,089 57,054 140,262

７．研究開発費 1,054,140 1,096,527 2,289,759

８．連結調整勘定償却
額

94 15,388 189

９．その他 1,230,722 3,761,107 38.9 1,097,917 3,595,523 55.3 2,310,007 7,607,524 47.3

営業利益 1,762,543 18.2 340,235 5.2 1,643,705 10.2

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 13,540 17,230 38,567

２．受取配当金 793 1,189 1,969

３．為替差益 － 261,790 86,016

４．投資事業組合等収
益

－ － 23,068

５．その他 11,310 25,644 0.3 22,278 302,489 4.7 17,413 167,035 1.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 189,170 179,684 372,871

２．社債利息 6,121 20,111 19,707

３．社債発行費 25,761 14,000 68,511

４．新株発行費 483 － 758

５．仕損費 1,061 11,937 7,233

６．棚卸廃棄損 42,544 48,499 94,386

７．金融支払手数料 38,801 45,054 80,739

８．為替差損 49,811 － －

９．その他 13,095 366,850 3.8 5,362 324,650 5.0 19,637 663,844 4.1

経常利益 1,421,336 14.7 318,073 4.9 1,146,896 7.1

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却
益

－ － － 4,828 4,828 0.1 5,305 5,305 0.0
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前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．有形固定資産除却
損

※１ 1,990 8,269 9,445

２．有形固定資産売却
損

 － 4,974 －

３．商品廃棄損 69,848 17,338 172,982

４．投資事業組合等損
失

－ 7,226 58,439

５．投資有価証券評価
損

500 － 316,754

６．会員権評価損 － － 4,650

７．長期前払費用償却
損 

※２ 208,000 － 208,000

８．投資損失 13,375 － －

９．出資金評価損 49,909 － －

10．退職給付会計基準
変更時差異償却

4,484 － 8,968

11．前期損益修正損 － 5,903 2,027

12．その他 － 348,108 3.6 － 43,711 0.7 18,500 799,769 4.9

税金等調整前中間
(当期)純利益

1,073,228 11.1 279,189 4.3 352,432 2.2

法人税、住民税及
び事業税

332,219 440,670 584,232

法人税等調整額 135,806 468,026 4.8 △282,510 158,159 2.4 △382,887 201,344 1.3

中間(当期)純利益 605,202 6.3 121,030 1.9 151,087 0.9

－ 22 －



(3）中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,645,487 6,739,969 6,645,487

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株発行 93,135 93,135 － － 94,481 94,481

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

6,738,623 6,739,969 6,739,969

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 6,293,460 5,877,277 6,293,460

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間（当期）純利益 605,202 605,202 121,030 121,030 151,087 151,087

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 487,270 246,183 487,270

２．役員賞与 80,000 567,270 80,000 326,183 80,000 567,270

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

6,331,391 5,672,123 5,877,277

－ 23 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

１．税金等調整前中間(当
期)純利益

1,073,228 279,189 352,432

２．減価償却費 207,165 247,963 381,974

３．連結調整勘定償却額 94 15,388 189

４．貸倒引当金の増加額 － － 20,350

５．賞与引当金の増加額
（△減少額）

△251,741 △253,602 10,189

６．退職給付引当金の増
加額（△減少額）

10,647 △4,976 9,595

７．受取利息及び受取配
当金

△14,333 △18,419 △40,536

８．支払利息 189,170 179,684 372,871

９．投資有価証券評価損 500 － 316,754

10．投資有価証券売却益 － △4,828 △5,305

11．有形固定資産除却損 1,990 8,269 9,445

12．有形固定資産売却損 － 4,974 －

13．長期前払費用償却損 208,000 － 208,000

14．出資金評価損 49,909 － －

15．投資損失 13,375 － －

16．会員権評価損 － － 4,650

17．投資事業組合等収益 － － △23,068

18．投資事業組合等損失 － 7,226 58,439

19．為替差損（△為替差
益）

9 △134,545 △48,401

20．社債発行費 25,761 14,000 68,511

21．売上債権の減少額
（△増加額）

1,108,703 △605,353 3,679,317

22．たな卸資産の増加額 △227,039 △698,196 △396,415

23．仕入債務の増加額
（△減少額）

117,110 158,372 △1,245,486

24．その他流動資産の増
加額

△125,370 △134,528 △44,625

25．その他流動負債の増
加額（△減少額）

24,923 △15,835 46,260

26．未払消費税等の減少
額

△75,929 △4,335 △129,628

27．役員賞与の支払額 △80,000 △80,000 △80,000

－ 24 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

小計 2,256,176 △1,039,552 3,525,514

28．利息及び配当金の受
取額

14,332 30,601 27,270

29．利息の支払額 △178,042 △144,756 △430,300

30．法人税等の還付額
（△支払額）

△1,594,779 441,485 △2,617,197

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

497,686 △712,222 505,286

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

１．投資有価証券の取得
による支出

△319,235 △5,000 △441,435

２．投資有価証券の売却
による収入

－ 38,014 38,083

３．関係会社株式取得に
よる支出

△548,672 △523,050 △1,175,172

４．出資金取得支出 △4,845 － －

５．長期貸付による支出 － △50,000 △1,609,800

６．有形固定資産の取得
による支出

△46,546 △196,380 △91,737

７．有形固定資産の売却
による収入 

1,403 7,009 75,939

８．無形固定資産の取得
による支出

△20,683 △4,981 △41,609

９．長期前払費用の取得
による支出

△20,618 △103,645 △20,959

10．その他の投資取得支
出

△32,278 △15,817 △32,224

11．その他の投資売却収
入

770 1,822 11,342

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△990,705 △852,029 △3,287,573

－ 25 －



前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

１．短期借入金の純増加
額（△純減少額）

△1,900,000 1,200,000 △5,200,000

２．社債の償還による支
出

△510,000 △360,000 △2,720,000

３．社債発行による収入 2,974,239 986,000 6,431,489

４．長期借入金の返済に
よる支出

△1,632,700 △2,157,700 △4,346,400

５．長期借入れによる収
入

5,600,000 3,000,000 9,600,000

６．自己株式取得支出 △359 △28,968 △359

７．新株予約権行使によ
る新株発行収入

186,340 － 189,032

８．預け金の支払額 △1,849,999 － △1,849,999

９．預け金の回収による
収入  

－ － 1,849,999

10．配当金の支払額 △475,843 △245,623 △478,371

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,391,677 2,393,707 3,475,390

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

△100,525 140,751 60,229

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

1,798,133 970,207 753,333

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

7,711,087 8,464,421 7,711,087

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

－ 382,821 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

9,509,221 9,817,450 8,464,421
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　４社

連結子会社名

(1）連結子会社の数　８社

連結子会社名

(1）連結子会社の数　４社

連結子会社名

㈱グッドテック

グッドマンＵＳＡ社

グッドマンＵＳＡ社の100％

子会社

アバンテックヴァスキュ

ラー社

ライトラボ・イメージング

社

㈱グッドテック

㈱グッドマンヘルスケアＩＴ

ソリューションズ

グッドマンＵＳＡ社

アバンテックヴァスキュラー

社

ライトラボ・イメージング社

グッドマン・メディカル・

ホールディング社

グッドマン・メディカル・ア

イルランド社

㈱バイオセプト・ジャパン

　上記のうち、前連結会計年度

において非連結子会社であった

グッドマン・メディカル・ホー

ルディング社、グッドマン・メ

ディカル・アイルランド社、㈱

バイオセプト・ジャパンは、重

要性が増加したことから、当中

間連結会計期間より連結子会社

としております。

　㈱グッドマンヘルスケアＩＴ

ソリューションズについては、

平成17年10月５日付で分社型

新設分割を行い、当中間連結会

計期間より連結の範囲に含めて

おります。

㈱グッドテック

グッドマンＵＳＡ社

グッドマンＵＳＡ社の100％

子会社

アバンテックヴァスキュ

ラー社

ライトラボ・イメージング

社

(2）非連結子会社の数　３社 (2）非連結子会社の数　３社 (2）非連結子会社の数　５社

非連結子会社名

グッドマン医療器械国際貿易

（上海）有限公司

グッドマン・メディカル・ア

イルランド社

マスパック社

非連結子会社名

グッドマン医療器械国際貿易

（上海）有限公司

グッドマン・ヨーロッパ社

㈱アイアールメディカル工房

非連結子会社名 

グッドマン医療器械国際貿易

（上海）有限公司

グッドマン・メディカル・

ホールディング社

グッドマン・メディカル・

ホールディング社の100％子

会社

グッドマン・メディカル・

アイルランド社

グッドマン・ヨーロッパ社

株式会社バイオセプト・ジャ

パン

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、いずれも中間連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。

（連結の範囲から除いた理由） 

　非連結子会社は、いずれも小

規模であり、総資産、売上高、

当期純利益（持分に見合う額）

及び剰余金（持分に見合う額）

は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないため

であります。 

２．持分法の適用に関する事項 (1）持分法を適用した非連結子会社

又は関連会社はありません。

(1）　　　　 同左 (1）　　　　 同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（グッドマン医療器械国際

貿易（上海）有限公司、グッドマ

ン・メディカル・アイルランド社、

マスパック社）及び関連会社

（サーフェスジェネシス社）は、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（グッドマン医療器械国際

貿易（上海）有限公司、グッドマ

ン・ヨーロッパ社、㈱アイアール

メディカル工房）及び関連会社

（サーフェスジェネシス社）は、

中間純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）

等からみて、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。

(2）持分法を適用していない非連結

子会社（グッドマン医療器械国際

貿易（上海）有限公司、グッドマ

ン・メディカル・ホールディング

社、グッドマン・メディカル・ア

イルランド社、グッドマン・ヨー

ロッパ社、株式会社バイオセプ

ト・ジャパン）及び関連会社

（サーフェスジェネシス社、株式

会社アイアールメディカル工房）

は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全体

としても重要性がないため持分法

の適用範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項

　連結子会社のうち、グッドマンＵ

ＳＡ社、アバンテックヴァスキュ

ラー社、ライトラボ・イメージング

社の決算日は、12月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、当該会社については、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち、グッドマンＵ

ＳＡ社、アバンテックヴァスキュ

ラー社、ライトラボ・イメージング

社、グッドマン・メディカル・ホー

ルディング社、グッドマン・メディ

カル・アイルランド社、㈱バイオセ

プト・ジャパンの決算日は、12月31

日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、当該会社については、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち、グッドマンＵ

ＳＡ社、アバンテックヴァスキュ

ラー社、ライトラボ・イメージング

社の決算日は、12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、

当該会社については、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

（イ）子会社株式及び関連会社株式

イ　有価証券

（イ）子会社株式及び関連会社株式

イ　有価証券

（イ）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法 同左 同左

（ロ）その他有価証券 （ロ）その他有価証券 （ロ）その他有価証券

時価のあるもの

　中間連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法に

より算定）

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資

本直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。　

時価のないもの

同左

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。　

－ 28 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

（表示方法の変更）　

　「証券取引法等の一部を改正す

る法律」（平成16年法律第97条）

が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となる

こと及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当中間

連結会計期間から投資事業有限責

任組合及びそれに類する組合への

出資（証券取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの）

を投資有価証券として表示する方

法に変更いたしました。

　なお、当中間連結会計期間に含

まれる当該出資の中間連結貸借対

照表計上額は338,457千円であり

ます。

　また、前中間連結会計期間まで

「出資金評価損」「投資損失」と

して表示しておりました持分相当

額の差額は当中間連結会計期間よ

り「投資事業組合等損失」として

表示しております。

　前中間連結会計期間末において

独立掲記しておりました「出資

金」は、当中間連結会計期間末に

おいては投資その他の資産の「そ

の他」に50千円含まれております。

（表示方法の変更）　

　「証券取引法等の一部を改正す

る法律」（平成16年法律第97条）

が平成16年６月９日に公布され、

平成16年12月１日より適用となる

こと及び「金融商品会計に関する

実務指針」（会計制度委員会報告

第14号）が平成17年２月15日付

で改正されたことに伴い、当連結

会計年度から投資事業有限責任組

合及びそれに類する組合への出資

（証券取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）を投

資有価証券として表示する方法に

変更いたしました。

　なお、当連結会計年度に含まれ

る当該出資の貸借対照表計上額

は378,869千円であります。

　また、前連結会計年度まで「出

資金評価損」「投資損失」として

表示しておりました持分相当額の

差額は当連結会計年度より「投資

事業組合等損失」として表示して

おります。

　前連結会計年度まで「出資金売

却収入」として表示しておりまし

た当該出資にかかる収入額6,164

千円につきましては「投資有価証

券の売却による収入」に含めて表

示しております。

　前連結会計年度において独立掲

記しておりました「出資金」は、

当連結会計年度においては投資そ

の他の資産の「その他」に50千円

含まれております。

ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産 ロ　たな卸資産

（イ）商品

移動平均法による低価法

（イ）商品

同左

（イ）商品

同左

（ロ）製品・原材料・仕掛品

総平均法による原価法

（ロ）製品・原材料・仕掛品

同左

（ロ）製品・原材料・仕掛品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率

法（但し、有形固定資産「工具・

器具及び備品」のうち設置用医療

機器については定額法）を採用し、

在外連結子会社は当該国の会計基

準に基づく定額法を採用しており

ます。

　但し、当社及び国内連結子会社

は平成10年４月１日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。

　なお主な耐用年数は次のとおり

であります。

　建物及び構築物　８～50年

　機械装置　　　　８～12年

イ　有形固定資産

同左

イ　有形固定資産

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

ロ　無形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定額

法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用してお

ります。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

在外米国連結子会社

　米国連結子会社の企業結合の結

果認識した無形固定資産は、「営

業権及びその他の無形資産」に係

る会計基準（米国財務会計基準審

議会基準書第142号）に準拠して

以下のように処理しております。

在外米国連結子会社

同左

在外米国連結子会社

同左

（イ）営業権

規則的償却は行なわず、減損

が発生した場合に減損を認識

し計上します。

（イ）営業権

同左

（イ）営業権

同左

（ロ）その他の無形資産

償却期間が限定できる無形資

産は償却期間に応じて定額法

により償却し、償却期間が限

定できない無形資産について

は償却せずに減損が発生した

場合に減損を認識し計上しま

す。

（ロ）その他の無形資産

同左

（ロ）その他の無形資産

同左

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、当社及び国内連結

子会社は一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。また在外連結

子会社は主として個別の債権につ

いて回収不能見込額を計上してお

ります。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき

当中間連結会計期間負担額を計上

しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

　当社及び国内連結子会社は従業

員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、将来の支給見込額の

うち、当連結会計年度の負担額を

計上しております。

ハ　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（44,843千円）については、５年

による按分額の２分の１を特別損

失処理しております。

ハ　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

ハ　退職給付引当金

　当社及び国内連結子会社におい

て、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務及び年金資金の見込額

に基づき計上しております。

　なお、会計基準変更時差異

（44,843千円）については５年に

よる按分額を特別損失処理してお

ります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結

決算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等

の資産及び負債並びに収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に

含めております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社等の資

産及び負債並びに収益及び費用は、

連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は資本の部に

おける為替換算調整勘定に含めて計

上しております。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　連結会社は、リース物件の所有権

が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっており

ます。

同左 同左

(6）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債務のうち、通貨オ

プション及び通貨スワップを付し

ているものについて振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を行っております。

イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。なお、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を

採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

　外貨建金銭債務のうち、通貨オ

プション及び通貨スワップを付し

ているものについて振当処理の要

件を満たしている場合は振当処理

を行っております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション…外貨建輸入取引

通貨スワップ …同上

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション…外貨建輸入取引

通貨スワップ …同上

金利スワップ …借入金に係る金

利変動

ヘッジ手段 ヘッジ対象

通貨オプション…外貨建輸入取引

通貨スワップ …同上

ハ　ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リ

スク管理規程」及び「リスク別管

理要領」に基づき、為替変動リス

クを軽減することを目的に行って

おります。

ハ　ヘッジ方針

　当社の内部規程である「市場リ

スク管理規程」及び「リスク別管

理要領」に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクを軽減する

ことを目的に行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響と相殺

または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替及び金利の変動による影

響と相殺または一定の範囲に限定

する効果が見込まれるため、その

判定をもってヘッジの有効性の判

定は省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象に関す

る重要な条件が同一であり、継続

して為替の変動による影響と相殺

または一定の範囲に限定する効果

が見込まれるため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための基本となる重要

な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

(8）当社と連結子会社の会

計処理基準の主要な差異

の概要

　在外連結子会社は米国法人であり、

その財務諸表は米国会計基準に準拠

して作成しております。その概要は

次のとおりであります。

　営業権については償却は行わず、

年一回及び減損の可能性を示す事象

が発生した時点で減損の判定を行っ

ております。

　在外連結子会社の米国法人の財務

諸表は米国会計基準に準拠して作成

しております。その概要は次のとお

りであります。

　営業権については償却は行わず、

年一回及び減損の可能性を示す事象

が発生した時点で減損の判定を行っ

ております。

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同左 同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会

計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第６号　平成15年10月31日）

を適用しております。これによる損益に与え

る影響はありません。 

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

────── （中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において独立掲記しておりました「預

け金」は、当中間連結会計期間においては流動資産の「そ

の他」に20,901千円含まれております。

（中間連結損益計算書）

　「金融支払手数料」は、前中間連結会計期間まで、営業

外費用の「その他」に含めて表示していましたが、営業外

費用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前中間連結会計期間における「金融支払手数料」

の金額は24,894千円であります。

──────

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　平成16年12月17日付で、当社は、イーメッ

クス株式会社から共同開発の停止による損害

賠償請求として10億円の訴訟の提起を受けま

した。イーメックス株式会社との共同開発契

約の締結は、契約の締結に先立ちイーメック

ス株式会社が行ったプレゼンテーションによ

り、同社の技術水準および製品部品の性能を

錯誤した結果によるものであります。その後、

イーメックス株式会社の技術水準では、共同

研究が当初の目的を達成することが不可能で

あることが明らかとなったことから、共同開

発の中止を検討するに至りました。しかるに、

同社は、全く完成の目処すらたたない共同開

発製品の、しかも不確実性に満ちた将来の販

売目標から、同社の得べかりしロイヤリティー

を算定し、当社に対して損害賠償請求の訴訟

を提起したものです。

　当社は、未だ完成の目処さえつかない製品

の販売目標を将来利益と考え算定されたロイ

ヤリティーが損害賠償請求の対象となるとは

到底考えておらず、今回の訴訟が当社の将来

の経営成績および財政状態に与える影響は、

全くないと考えております。

────── ──────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度末
（平成17年６月30日）

※１．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

※１．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

※１．担保に供している資産及びこれに対応

する債務

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産

建物 297,803千円

土地 1,070,623

計 1,368,426

建物 283,236千円

土地 1,070,623

計 1,353,859

建物 290,333千円

土地 1,070,623

計 1,360,956

(ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務 (ロ)上記に対応する債務

短期借入金 3,084,000千円

長期借入金 1,490,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,574,000

短期借入金 2,700,000千円

長期借入金 1,808,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,508,000

短期借入金 3,240,000千円

長期借入金 1,701,500

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,941,500

※２．営業権は米国法人の買収の結果発生し

た株式消去差額のうち特定科目に振り替

えた後の残高を計上したものであり、「営

業権及びその他の無形資産」に係る会計

基準（米国財務会計基準審議会基準書第

142号）に準拠して処理しております。

※２．　　　　　 同左 ※２．　　　　　 同左

※３．米国連結子会社の企業結合時に認識し

た「技術開発力」等として識別された無

形固定資産であります。

※３．　　　　　 同左 ※３.　　　　　　 同左

※４．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※４．中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、手形交換日をもって決

済処理をしております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高に含まれ

ております。

※４．　　　　　　─────

受取手形 228,352千円

支払手形 370,451千円

受取手形 107,861千円

支払手形 6,008千円

※５．平成16年９月15日に発行いたしました

転換社債型新株予約権付社債に関連する

金額がそれぞれ以下の勘定科目に次のと

おり含まれております。なお、同社債は、

平成17年１月12日に繰上償還されます。

勘定科目 金額

預け金 1,849,999千円

１年内償還予定社債 1,850,000

その他（流動負債） 7,000

※５．　　　　 ───── ※５．　　　　　　 ─────

※６．流動資産のその他には、ノバルティス

ファーマ社に対するオプション期間20ヶ

月に対応するオプション料166,736千円が

含まれております。これは、平成16年９

月21日付で締結した、当社米国子会社ア

バンテックヴァスキュラー社と、スイス

法人 ノバルティスファーマ社とのドラッ

グエリューティングステント（薬剤を放

出するステント）用の薬剤 ピメクロリム

スについてのライセンス契約のオプショ

ン条項に基づくものであります。

※６．　　　　　　 ───── ※６．　　　　　　 ─────
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前中間連結会計期間末
（平成16年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

前連結会計年度末
（平成17年６月30日）

　７．当社及び連結子会社（株式会社グッド

テック）においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行19行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　７．当社及び連結子会社（株式会社グッド

テック）においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行25行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

　７．当社及び連結子会社（株式会社グッド

テック）においては、運転資金の効率的

な調達を行うため取引銀行19行と当座貸

越契約及び貸出コミットメント契約を締

結しております。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残高は次の

とおりであります。

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

19,200,000千円

借入実行残高 11,000,000

差引額 8,200,000

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

16,800,000千円 

借入実行残高 9,700,000 

差引額 7,100,000 

当座貸越限度額及び貸

出コミットメントの総

額

18,200,000千円 

借入実行残高 7,900,000 

差引額 10,300,000 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

※１．有形固定資産除却損 ※１．有形固定資産除却損 ※１．有形固定資産除却損

工具・器具及び備品 1,990千円 工具・器具及び備品 8,269千円 工具・器具及び備品 9,445千円

※２．長期前払費用償却損は、共同開発事業

のうち一部の中止を見込んだことによる

一時償却損であります。

※２．　　　　 ───── ※２．　　　　 ─────

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年６月30日現在）

現金及び預金勘定 9,706,887千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△197,666

現金及び現金同等物 9,509,221

現金及び預金勘定 10,015,161千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△197,711

現金及び現金同等物 9,817,450

現金及び預金勘定 8,662,114千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△197,693

現金及び現金同等物 8,464,421
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①　リース取引

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

221,474 149,743 71,731

工具・
器具及
び備品

353,723 302,030 51,693

合計 575,198 451,774 123,424

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

227,074 180,437 46,636

工具・
器具及
び備品

189,561 150,023 39,537

合計 416,635 330,460 86,174

取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

221,474 167,339 54,135

工具・
器具及
び備品

346,543 315,747 30,795

合計 568,018 483,087 84,930

２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 86,002千円

１年超 131,272

合計 217,274

１年内 69,604千円

１年超 89,061

合計 158,665

１年内 73,375千円

１年超 95,979

合計 169,354

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支

払利息相当額

支払リース料 58,712千円

減価償却費相当額 39,281千円

支払利息相当額 4,799千円

支払リース料 44,846千円

減価償却費相当額 27,799千円

支払利息相当額 4,755千円

支払リース料 110,664千円

減価償却費相当額 77,774千円

支払利息相当額 8,832千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定率法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

５．利息相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成16年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 163,374 246,621 83,246

(2）その他 － － －

合計 163,374 246,621 83,246

　（注）１．当中間連結会計期間において、一部減損処理（株式500千円）を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計

上しております。

２．時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①当該銘柄について、過去２年間にわたり下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 607,348

関連会社株式 93,792

(2）その他有価証券

非上場株式 1,263,561

合計 1,964,701

　（注）その他有価証券の非上場株式には、外貨建株式を中間決算日における直物為替相場により円貨に換算したことに

よる換算差額△83,848千円が含まれております。
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当中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表
計上額（千円）

差額（千円）

(1）株式 160,109 311,324 151,215

(2）その他 － － －

合計 160,109 311,324 151,215

　（注）　１．時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①当該銘柄について、過去２年間にわたり下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式

子会社株式 711,725

関連会社株式 93,792

(2）その他有価証券

非上場株式 1,111,571

投資事業組合出資持分 338,457

新株予約権 5,000

合計 2,260,545

　（注）その他有価証券の非上場株式には、外貨建株式を中間決算日における直物為替相場により円貨に換算したことに

よる換算差額41,413千円が含まれております。
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前連結会計年度末（平成17年６月30日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 160,109 260,409 100,300

(2）その他 － － －

合計 160,109 260,409 100,300

　（注）１．当連結会計年度において、減損処理（株式 500千円）を行い、減損処理後の帳簿価額を取得原価に計上して

おります。

２．時価のあるその他有価証券について、次の判断基準に基づき減損処理を行うこととしております。

(1）個々の銘柄について時価の下落率が50％を超える場合は、時価が著しく下落していると判断し、回復可能

性がない場合は減損処理を行うこととしております。

(2）個々の銘柄について時価の下落率が30％以上50％以下の場合は、次の三要件のいずれかに該当する銘柄を

時価が著しく下落していると判断し、回復可能性がない場合は減損処理を行うこととしております。

①当該銘柄について、過去２年間にわたり下落率が30％以上50％以下の状態になっている場合。

②当該銘柄の発行会社が債務超過の場合。

③当該銘柄の発行会社が２期連続で損失を計上し、翌期も損失の計上が予想される場合。

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（千円）

(1）子会社株式及び関連会社株式

関連会社株式 1,447,639

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く） 1,047,568

投資事業組合出資持分 378,869

合計 2,874,077

　（注）１．その他有価証券の非上場株式には、外貨建株式を決算日における直物為替相場により円貨に換算したことに

よる換算差額14,213千円が含まれております。

２．当連結会計年度において、減損処理（非上場株式316,254千円）を行っております。

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

　「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債務等に振り当てたデリバティブ取引は、注記の対象から

除いております。

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

　「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債務等に振り当てたデリバティブ取引及び、ヘッジ会計が

適用されているデリバティブ取引は、注記の対象から除いております。

前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭債務等に振り当てたデリバティブ取引は、注記の対象から

除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

ディスポーザ
ブル医療用具
（千円）

医療用機器・
その他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,193,727 470,420 9,664,148 － 9,664,148

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 9,193,727 470,420 9,664,148 － 9,664,148

営業費用 6,503,095 871,339 7,374,435 527,169 7,901,605

営業利益又は営業損失（△） 2,690,632 △400,919 2,289,712 (527,169) 1,762,543

　（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っ

ております。

２．各事業の主な製品

(1）ディスポーザブル医療用具事業…ＰＴＣＡバルーンカテーテル、サーモダイリューションカテーテル、心

臓血管造影用カテーテル、冠動脈用ステント、ドップラー血流速測定ワ

イヤー、血管内超音波プローブ等

(2）医療用機器・その他事業…………超音波ドップラー血流速監視装置、超音波血管内画像診断装置、心機能

解析装置、ＤＩＣＯＭ画像医療施設内ネットワークシステム等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は527,169千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

ディスポーザ
ブル医療用具
（千円）

医療用機器・
その他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,773,031 732,433 6,505,465 － 6,505,465

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 5,773,031 732,433 6,505,465 － 6,505,465

営業費用 4,624,096 1,008,434 5,632,531 532,699 6,165,230

営業利益又は営業損失（△） 1,148,935 △276,000 872,934 (532,699) 340,235

　（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っ

ております。

２．各事業の主な製品

(1）ディスポーザブル医療用具事業…ＰＴＣＡバルーンカテーテル、サーモダイリューションカテーテル、心

臓血管造影用カテーテル、冠動脈用ステント、ドップラー血流速測定ワ

イヤー、血管内超音波プローブ、血管内ＯＣＴイメージワイヤー等

(2）医療用機器・その他事業…………超音波ドップラー血流速監視装置、超音波血管内画像診断装置、心機能

解析装置、ＤＩＣＯＭ画像医療施設内ネットワークシステム、血管内Ｏ

ＣＴイメージングシステム等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は532,699千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

ディスポーザ
ブル医療用具
（千円）

医療用機器・
その他
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,765,139 1,322,298 16,087,438 － 16,087,438

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 14,765,139 1,322,298 16,087,438 － 16,087,438

営業費用 11,372,904 1,949,704 13,322,609 1,121,124 14,443,733

営業利益又は営業損失（△） 3,392,235 △627,405 2,764,829 (1,121,124) 1,643,705

　（注）１．製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性、損益集計区分及び関連資産等に照らし、事業区分を行っ

ております。

２．各事業の主な製品

(1）ディスポーザブル医療用具事業…ＰＴＣＡバルーンカテーテル、サーモダイリューションカテーテル、心

臓血管造影用カテーテル、冠動脈用ステント、ドップラー血流速測定ワ

イヤー、血管内超音波プローブ等

(2）医療用機器・その他事業…………超音波ドップラー血流速監視装置、超音波血管内画像診断装置、心機能

解析装置、ＤＩＣＯＭ画像医療施設内ネットワークシステム等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,121,124千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

日本（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 9,399,646 264,501 9,664,148 － 9,664,148

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 854,629 854,629 (854,629) －

計 9,399,646 1,119,130 10,518,777 (854,629) 9,664,148

営業費用 7,013,872 1,345,625 8,359,498 (457,893) 7,901,605

営業利益又は営業損失（△） 2,385,774 △226,494 2,159,279 (396,736) 1,762,543

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は527,169千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

日本（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,019,391 486,073 6,505,465 － 6,505,465

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 428,745 428,745 (428,745) －

計 6,019,391 914,819 6,934,211 (428,745) 6,505,465

営業費用 4,268,559 1,684,271 5,952,831 212,399 6,165,230

営業利益又は営業損失（△） 1,750,832 △769,452 981,380 (641,145) 340,235

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は532,699千円であり、その主なもの

は、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

日本（千円） 米国（千円） 計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,566,622 520,816 16,087,438 － 16,087,438

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 1,358,593 1,358,593 (1,358,593) －

計 15,566,622 1,879,409 17,446,032 (1,358,593) 16,087,438

営業費用 11,981,003 2,855,535 14,836,539 (392,805) 14,443,733

営業利益 3,585,618 △976,125 2,609,493 (965,787) 1,643,705

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,121,124千円であり、その主なも

のは、当社の総務・経理・薬事部門等の管理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成16年７月１日　至平成16年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自平成17年７月１日　至平成17年12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

－ 42 －



（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

１株当たり純資産額 2,110.42円

１株当たり中間純利益

金額
86.46円

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
86.21円

１株当たり純資産額 2,428.59円

１株当たり中間純利益

金額
17.21円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、希薄化

効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 2,225.45円

１株当たり当期純利益

金額
10.13円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
10.13円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益（千円） 605,202 121,030 151,087

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 80,000

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (80,000)

普通株式に係る中間（当期）純利益（千円） 605,202 121,030 71,087

期中平均株式数（千株） 7,000 7,033 7,016

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） 19 － －

（うち新株予約権） (19) (－) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間（当期）純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株予約権

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,380個

新株予約権

平成14年９月20日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　2,320個

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,080個

平成17年９月22日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　8,785個

新株予約権

平成15年９月25日定時株

主総会決議に基づく新株予

約権の数　4,255個
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成16年７月１日
至　平成16年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

　該当事項はありません。 　該当事項はありません。 　当社は、決算期後に株式会社アイアールメ

ディカル工房の株式を取得し子会社化いたしま

した。

(1) 株式取得の目的

　当社は、これまで循環器分野（インター

ベンショナル・カーディオロジー）で使用

される血管内検査用および治療用カテーテ

ル等の開発、製造、輸入、販売を中心に事

業を推進してまいりました。

　この度、当社にとりまして新しい事業分

野に進出するため、株式会社アイアールメ

ディカル工房の株式を取得することにより

子会社化いたしました。

(2) 株式会社アイアールメディカル工房の概要

①商号 株式会社アイアール

メディカル工房

②主な事業の内容 脳血管内治療、放射

線科治療を中心とし

たデバイスの開発

③資本の額 453百万円

④発行済株式総数 3,965株

(3) 株式取得の時期

　平成17年７月から８月

(4) 取得株式数、取得価額および取得前後の所

有株式の状況

 　（平成17年8月22日現在）

①異動前の所有株式

数

1,550株（所有割合

39.1%）

②取得株式数 1,305株

③取得価額 221百万円

④異動後の所有株式

数

2,853株（所有割合

72.0%）
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