
平成18年6月期 個別財務諸表の概要

 

 
平成18年８月22日

上場会社名 株式会社グッドマン 上場取引所 JASDAQ

コード番号 7535  本社所在都道府県 愛知県

(URL　http://www.goodmankk.com)

代表者 役職名 代表取締役社長 氏名 山本　明

問合せ先責任者 役職名 執行役員　経営企画室長 氏名 余語　岳仁 TEL　(052)774-4350
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定時株主総会開催日 平成18年９月27日 単元株制度採用の有無 有（１単元100株）

１．平成18年6月期の業績（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

(1）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 ％

18年6月期 11,871 (△23.5) 1,900 (△23.8) 1,592 (△17.2)

17年6月期 15,510 (△22.8) 2,492 (△48.9) 1,923 (△54.6)

当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年6月期 652 (△ 5.4) 93 04 92 55 3.4 3.0 13.4

17年6月期 689 (△67.1) 86 85 86 84 3.7 3.8 12.4

（注）①期中平均株式数 18年6月期 7,010,497株 17年6月期 7,016,997株

②会計処理の方法の変更 有

③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2）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 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

18年6月期 55,376 18,876 34.1 2,722 55

17年6月期 50,859 19,025 37.4 2,693 50

（注）①期末発行済株式数 18年6月期 6,933,214株 17年6月期 7,033,814株

②期末自己株式数 18年6月期 101,712株 17年6月期 1,112株

２．平成19年6月期の業績予想（平成18年7月1日～平成19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

中間期 6,734 969 562

通期 15,050 2,620 1,520

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　220円42銭

３．配当状況 （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。

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額

(百万円)

配当性向

（％）

純資産配当率

（％） 中間期末 期末 年間

18年6月期 0.00 35.00 35.00 242 37.6 1.3

17年6月期 0.00 35.00 35.00 246 40.3 1.3

19年6月期（予想） 0.00 35.00 35.00    

（注）18年6月期期末配当金の内訳　普通配当　20円　特別配当　15円

※　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11ページを参照して下さい。
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個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 6,914,466 8,724,206  

２．受取手形 ※４ 1,926,561 1,924,390  

３．売掛金 ※４ 1,994,235 2,208,208  

４．商品 5,807,281 5,781,858  

５．製品 120,643 143,409  

６．原材料 208,831 268,960  

７．仕掛品 324,297 348,762  

８．前払費用 111,506 94,465  

９．繰延税金資産 118,095 288,071  

10．未収入金 610,500 153,270  

11．未収還付法人税等 429,727 －  

12．その他 26,724 178,680  

貸倒引当金 △45,000 △19,000  

流動資産合計 18,547,871 36.5 20,095,284 36.3 1,547,412

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 860,986 1,017,076  

減価償却累計額 433,481 427,505 470,934 546,142  

(2）構築物 29,244 33,753  

減価償却累計額 19,968 9,275 21,992 11,760  

(3）機械及び装置 72,417 72,417  

減価償却累計額 38,681 33,736 48,077 24,340  

(4）工具・器具及び備品 760,078 430,937  

減価償却累計額  484,330 275,748 328,573 102,364  

(5）土地 ※１ 1,090,018 1,090,018  

(6）建設仮勘定 35,714 －  

有形固定資産合計 1,871,998 3.7 1,774,625 3.2 △97,373
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産  

(1）電話加入権 12,548 11,129  

(2）ソフトウエア 72,872 6,163  

無形固定資産合計 85,421 0.1 17,293 0.0 △68,126

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 1,668,803 1,456,336  

(2）関係会社株式 26,397,779 29,507,472  

(3）長期貸付金 1,659,300 1,728,600  

(4）関係会社長期貸付金 － 400,000  

(5）長期前払費用 63,260 244,128  

(6）繰延税金資産 449,769 35,758  

(7）その他 120,356 120,126  

貸倒引当金 △5,350 △2,800  

投資その他の資産合計 30,353,919 59.7 33,489,622 60.5 3,135,702

固定資産合計 32,311,339 63.5 35,281,540 63.7 2,970,201

資産合計 50,859,211 100.0 55,376,825 100.0 4,517,613

 

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※４ 642,252 592,465  

２．買掛金 ※４ 749,762 1,068,117  

３．短期借入金 ※１ 9,500,000 11,800,000  

４．１年内返済予定長期借
入金

※１ 3,608,600 4,737,260  

５．１年内償還予定社債 1,520,000 600,000  

６．未払金 76,268 197,864  

７．未払費用 111,880 132,848  

８．未払法人税等 － 4,090  

９．未払消費税等 54,806 －  

10．預り金 15,326 14,933  

11．賞与引当金 331,284 206,110  

12．役員賞与引当金 － 50,000  

13．その他 9,030 416,655  

流動負債合計 16,619,211 32.7 19,820,344 35.8 3,201,132
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債

１．社債 4,700,000 5,900,000  

２．長期借入金 ※１ 10,460,000 10,741,220  

３．退職給付引当金 54,415 39,249  

固定負債合計 15,214,415 29.9 16,680,469 30.1 1,466,054

負債合計 31,833,626 62.6 36,500,813 65.9 4,667,186

 

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 5,238,779 10.3 －  △5,238,779

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 6,739,969 －  

資本剰余金合計 6,739,969 13.3 －  △6,739,969

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 144,844 －  

２．任意積立金  

(1）固定資産圧縮積立金 18,824 －  

(2）別途積立金 3,498,000 －  

３．当期未処分利益 3,324,143 － △3,324,143

利益剰余金合計 6,985,812 13.7 －  △6,985,812

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

66,867 0.1 －  △66,867

Ⅴ　自己株式 ※３ △5,843 △0.0 －  5,843

資本合計 19,025,584 37.4 －  △19,025,584

負債・資本合計 50,859,211 100.0 －  △50,859,211

 

－ 60 －



前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 5,238,779 9.4 5,238,779

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 6,739,969

資本剰余金合計 － － 6,739,969 12.2 6,739,969

３．利益剰余金

(1）利益準備金 － 144,844

(2）その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 － 9,757

別途積立金 － 3,498,000

繰越利益剰余金 － 3,659,282

利益剰余金合計 － － 7,311,884 13.2 7,311,884

４．自己株式 － － △242,898 △0.4 △242,898

株主資本合計 － － 19,047,734 34.4 19,047,734

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差
額金

－ 70,943 0.1 70,943

２．繰延ヘッジ損益 － △242,666 △0.4 △242,666

評価・換算差額等合計 － － △171,723 △0.3 △171,726

純資産合計 － － 18,876,011 34.1 18,876,011

負債純資産合計 － － 55,376,825 100.0 55,376,825

 

－ 61 －



(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１．商品売上高 14,676,353 10,682,012  

２．製品売上高 834,322 15,510,675 100.0 1,189,838 11,871,851 100.0 △3,638,824

Ⅱ　売上原価  

１．期首商品たな卸高 5,662,154 5,807,281  

２．期首製品たな卸高 121,760 120,643  

３．当期商品仕入高 ※１ 7,896,668 5,826,374  

４．当期製品製造原価 328,437 398,034  

合計 14,009,021 12,152,334  

５．他勘定振替高 ※２ 666,603 887,514  

６．期末商品たな卸高 ※３ 5,807,281 5,781,858  

７．期末製品たな卸高 120,643 7,414,492 47.8 143,409 5,339,551 45.0 △2,074,941

売上総利益 8,096,182 52.2 6,532,299 55.0 △1,563,882

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１．荷造・運搬費 134,123 138,337  

２．広告宣伝費 79,360 55,625  

３．販売促進費 51,087 34,711  

４．見本費 56,133 60,081  

５．役員報酬 133,384 134,646  

６．給料・手当 1,624,032 1,416,129  

７．賞与 145,035 －  

８．賞与引当金繰入額 294,871 173,151  

９．役員賞与引当金繰入額 － 50,000  

10．退職給付費用 48,085 31,847  

11．法定福利費 284,610 228,483  

12．福利厚生費 13,113 8,231  

13．交際費 95,086 46,431  

14．旅費・交通費 453,423 346,439  

15．租税公課 59,491 53,533  

16．減価償却費 122,528 76,395  

17．長期前払費用償却 23,597 18,921  

18．研究開発費 ※４ 866,167 733,951  

19．支払手数料  － 291,093  

20．不動産賃借料 182,470 166,920  

21．リース料 168,618 128,015  
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前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

22．貸倒引当金繰入 20,350 －  

23．その他 747,784 5,603,356 36.1 438,888 4,631,834 39.0 △971,522

営業利益 2,492,826 16.1 1,900,465 16.0 △592,360

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3,860 22,625  

２．受取配当金 1,829 2,693  

３．為替差益 44,972 236,842  

４．投資事業組合等収益 23,068 －  

５．その他 13,407 87,138 0.5 20,711 282,872 2.4 195,734

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 367,223 297,935  

２．社債利息 19,707 40,900  

３．社債発行費 68,511 25,257  

４．新株発行費 758 －  

５．金融支払手数料 80,739 88,021  

６．棚卸廃棄損 94,386 88,757  

７．その他 25,310 656,636 4.2 49,548 590,420 5.0 △66,216

経常利益 1,923,328 12.4 1,592,918 13.4 △330,410

Ⅵ　特別利益  

１．投資有価証券売却益 5,305 4,828  

２．貸倒引当金戻入益 － 5,305 0.0 28,550 33,378 3.0 28,072

Ⅶ　特別損失  

１．商品廃棄損 ※５ 29,130 11,336  

２．固定資産除却損 ※６ 9,354 －  

３．投資事業組合等損失 ※７ 58,439 －  

４．貸倒損失 － 430,500  

５．投資有価証券評価損 316,754 －  

６．会員権評価損 4,650 －  

７．長期前払費用償却損 208,000 －  

８．社債償還差損 18,500 －  

９．退職給付会計基準変更
時差異償却

8,968 －  

10．その他 － 653,798 4.2 22,077 463,913 3.9 △189,885

税引前当期純利益 1,274,835 8.2 1,162,383 9.8 △112,452

法人税、住民税及び事
業税

564,000 268,172 △295,828

－ 63 －



前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

法人税等調整額 21,395 585,395 3.8 241,955 510,127 4.3 △75,267

当期純利益 689,440 4.4 652,256 5.5 △37,184

前期繰越利益 2,634,703 － △2,634,703

当期未処分利益 3,324,143 － △3,324,143

 

製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 148,896 51.7 245,781 53.8 96,884

Ⅱ　労務費 104,893 36.4 141,682 31.0 36,789

Ⅲ　経費 ※１ 34,271 11.9 69,413 15.2 35,141

当期総製造費用 288,061 100.0 456,877 100.0 168,815

期首仕掛品たな卸高 369,908 324,297  

合計 657,970 781,175  

他勘定振替高 ※２ 5,234 34,378  

期末仕掛品たな卸高 324,297 348,762  

当期製品製造原価 328,437 398,034 69,596

 

（脚注）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

○　原価計算の方法 ○　原価計算の方法

　原価計算は、医療機械器具については工程別実際総合

原価計算によっており、ソフトウエア開発についてはプ

ロジェクト別個別原価計算によっております。

同左

※１．経費のうち、主なものは次のとおりであります。 ※１．経費のうち、主なものは次のとおりであります。

リース料 8,715千円

減価償却費 8,176

消耗品費 7,027

減価償却費 20,680千円

リース料 16,464

消耗品費 12,119

※２．他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は、下記のとおりであります。

仕損費 6,008千円

材料他勘定への振替 890

研究開発費への振替 6,644

製品勘定からの再投入による振替 △7,151

その他 △1,158

計 5,234

仕損費 44,087千円

材料他勘定への振替 2,957

研究開発費への振替 5,005

製品勘定からの再投入による振替 △17,744

その他 72

計 34,378
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書  

前事業年度
（株主総会承認日）
（平成17年９月22日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 3,324,143

Ⅱ　任意積立金取崩高

１．固定資産圧縮積立金取
崩高

5,271 5,271

合計 3,329,415

Ⅲ　利益処分額

１．配当金 246,183

２．役員賞与金 80,000

（うち監査役賞与金） (－)

３．任意積立金

(1）別途積立金 － 326,183

Ⅳ　次期繰越利益 3,003,231
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株主資本等変動計算書

当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

固定資産圧
縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成17年６月30日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 144,844 18,824 3,498,000 3,324,143 △5,843 18,958,717

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）
   △9,066  9,066   

剰余金の配当（千円）      △246,183  △246,183

利益処分による役員賞与

（千円）
     △80,000  △80,000

当期純利益（千円）      652,256  652,256

自己株式の取得（千円）       △237,055 △237,055

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）（千円）
        

事業年度中の変動額合計（千円）    △9,066  335,139 △237,055 89,017

平成18年６月30日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 144,844 9,757 3,498,000 3,659,282 △242,898 19,047,734

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算
差額等合計

平成17年６月30日　残高（千円） 66,867 － 66,867 19,025,584

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の取崩

（千円）
    

剰余金の配当（千円）    △246,183

利益処分による役員賞与

（千円）
   △80,000

当期純利益（千円）    652,256

自己株式の取得（千円）    △237,055

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）（千円）
4,076 △242,666 △238,590 △238,590

事業年度中の変動額合計（千円） 4,076 △242,666 △238,590 △149,572

平成18年６月30日　残高（千円） 70,943 △242,666 △171,723 18,876,011
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法

(1）子会社株式及び関連会社株式

同左

(2）その他有価証券

　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）

(2）その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

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

　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。　

（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、当期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、当期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、前期まで「出資金評価損」「投

資損失」として表示しておりました持分

相当額の差額は当期より「投資事業組合

等損失」として表示しております。

　前期において独立掲記しておりました

「出資金」は、当期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。

　時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

……移動平均法による低価法

商品

同左

製品・原材料・仕掛品

……総平均法による原価法

製品・原材料・仕掛品

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。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、定額法に

よっております。

　また、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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

建物及び構築物 ８～50年

機械装置 12年

(2）無形固定資産

　定額法によっております。但し、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

額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用……均等償却 (3）長期前払費用……同左

４．繰延資産の処理方法 　新株発行費及び社債発行費については、

支出時に全額費用として処理しております。

　社債発行費については、支出時に全額費

用として処理しております。

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為

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。

同左

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　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、

当期の負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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計上しております。

(4）　　　　────── (4）役員賞与引当金

　役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計上して

おります。

（会計方針の変更）

　当事業年度より、「役員賞与に関する

会計基準」（企業会計基準第４号　平成

17年11月29日）を適用しております。こ

れにより、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が50,000千円減少しており

ます。
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項目
前事業年度

（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

７．リース取引の処理方法 　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

８．ヘッジ会計の方法 (1）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。

(1）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

振当処理の要件を満たしている場合には

振当処理を採用しております。

(2）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

(2）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

金利スワップ … 借入金に係る金

利変動

(3）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。

(3）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。

(4）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。

(4）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。

９．その他財務諸表作成のた

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
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度より、「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。 

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金額は19,118,678

千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。

────── （株主資本等変動計算書に関する会計基準）

　当事業年度から「株主資本等変動計算書に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準第６号）及び「株主資本変動計算書に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準適用指針第９号）を適用しております。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度から損益計算

書の末尾は当期純利益とされております。

　また、当事業年度から「株主資本等変動計算書」を作成

しております。

　なお、前事業年度まで作成しておりました「利益処分計

算書」は、本改正により廃止され、当事業年度からは作成

しておりません。
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表示方法の変更 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

 （貸借対照表）

「未収入金」は、前期まで、流動資産の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当期において、資産の総額

の100分の１を超えたため区分掲記しました。

　なお、前期末の「未収入金」は1,670千円でありま

す。 

──────

（損益計算書）

　営業外収益の「投資事業組合等収益」は、前期まで、

営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当期において、営業外収益の100分の10を超えたため、

区分掲記しました。なお、前期の「投資事業組合等収

益」は809千円であります。

（損益計算書）

　販売費及び一般管理費の「支払手数料」は、前期まで、

販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示してお

りましたが、当期において、販売費及び一般管理費の100

分の5を超えたため、区分掲記しました。なお、前期の

「支払手数料」は226,248千円であります。

　また、従来、区分掲記しておりました特別損失の「投

資事業組合損失」、「固定資産除却損」は、金額に重要

性が無いことから特別損失の「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。なお、当期の「その他」に

含めた「投資事業組合損失」は9,392千円、「固定資産

除却損」は7,710千円であります。

追加情報 

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当期から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上

の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員会　実

務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割およ

び資本割については、販売費及び一般管理費に計上して

おります。

　この結果、販売費及び一般管理費が31,994千円増加し、

営業利益、経常利益および税引前当期純利益が同額減少

しております。

──────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18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は次

のとおりであります。

※１．担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(イ)担保に供している資産 (イ)担保に供している資産

建物 166,650千円

土地 890,545

計 1,057,195

建物 158,794千円

土地 890,545

計 1,049,399

(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 3,140,000千円

長期借入金 1,589,000

(１年内返済予定長期借入金

を含む)

計 4,729,000

短期借入金 2,940,000千円

長期借入金 1,564,000

(１年内返済予定長期借入金

を含む)

計 4,504,000

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．　　　　　　　──────

授権株式数 普通株式 27,000,000株

発行済株式総数 普通株式 7,034,926株

　但し、自己株式の消却が行われた場合には、これに

相当する株式数を減ずる旨定款で定めております。

新株予約権の行使による増加 14,500株

発行株式数 14,500株

行使価格 2,692円

資本組入額 1,346円

（平成16年９月１日から平成17年６月30日）

転換社債型新株予約権付社債の株式転換

発行株式数  58,438株

資本組入金総額  75,034千円

※３．自己株式 ※３．　　　　　　　──────

　当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,112株

であります。

※４．関係会社項目 ※４．関係会社項目

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

流動資産 売掛金 218,388千円

流動負債
支払手形 269,787

買掛金 239,083

流動資産
受取手形 287,611千円

売掛金 232,491

流動負債
支払手形 287,611

買掛金 259,121

　５．当社は、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事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

　５．当社は、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事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

18,100,000千円

借入実行残高 7,900,000

差引額 10,200,000

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

15,900,000千円

借入実行残高 10,600,000

差引額 5,300,000
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前事業年度
（平成17年６月30日）

当事業年度
（平成18年６月30日）

　６．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は66,867千円で

あります。

　６．　　　　　　　──────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．　　　　　　　────── ※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社からの商品仕入高 2,285,490千円

※２．他勘定振替高 ※２．他勘定振替高

　内訳は下記のとおりであります。 　内訳は下記のとおりであります。

販促費への振替 17,163千円

棚卸廃棄損への振替 94,386

商品廃棄損（特別損失）への

振替
29,130

仕掛品他勘定への振替 7,151

研究開発費への振替 29,084

備品振替（自社使用） 107,937

消耗品費他への振替 5,174

商品交換損への振替 4,687

見本費への振替 55,588

未収入金(販売奨励金)への振

替

300,425

ソフトウェア勘定への振替 14,523

その他 1,351

計 666,603

販促費への振替 3,612千円

棚卸廃棄損への振替 88,757

商品廃棄損（特別損失）への

振替
11,336

仕掛品他勘定への振替 17,744

研究開発費への振替 5,767

備品振替（自社使用） 4,575

消耗品費他への振替 889

商品交換損への振替 793

見本費への振替 60,081

販売奨励金等への振替 199,793

分社化による在庫の移転 485,194

その他 8,969

計 887,514

※３．期末商品たな卸高 ※３．期末商品たな卸高

　当期は、低価法による商品評価損は零であります。 同左

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開

発費
866,167千円

一般管理費に含まれる研究開

発費
733,951千円

※５．商品廃棄損 ※５．商品廃棄損

新商品投入等による販売不能

品の廃棄損
29,130千円

新商品投入等による販売不能

品の廃棄損
11,336千円

※６．固定資産除却損の内訳は、下記のとおりであります。※６．　　　　　　　──────

工具・器具及び備品 9,354千円

計 9,354

※７．投資事業組合等損失

　投資事業組合等に対する出資金の出資割合に基づく

損失負担額および 投資事業組合等の投資先株式に対

する減損処理額の出資割合に基づく損失負担額他であ

ります。

※７．　　　　　　　──────
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前期末株式数

（千株）

当期増加株式数

（千株）

当期減少株式数

（千株）

当期末株式数

（千株）

自己株式

普通株式（注） 1 100 － 101

合計 1 100 － 101

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加100千株は、旧商法第211条ノ３第１項第２号の取締役会決議に基づく自己株

式の取得であります。

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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

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

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）

期末残高
相当額
（千円）

機械及び装置 179,443 136,074 43,369

車輌運搬具 17,872 11,688 6,184

工具・器具及
び備品

346,543 315,747 30,795

合計 543,859 463,510 80,349

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）

機械及び装置 217,301 157,242 60,059

車輌運搬具 17,872 15,634 2,238

工具・器具及
び備品

212,797 190,939 21,858

合計 447,971 363,816 84,155

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額等

１年内 70,483千円

１年超 93,887

合計 164,370

１年内 59,985千円

１年超 86,634

合計 146,620

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 105,096千円

減価償却費相当額 74,355千円

支払利息相当額 8,573千円

支払リース料 83,297千円

減価償却費相当額 54,286千円

支払利息相当額 6,570千円

４．減価償却費相当額の算定方法 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。

同左

５．利息相当額の算定方法 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。

同左

（有価証券関係）

　前事業年度（自平成16年７月１日　至平成17年６月30日）及び当事業年度（自平成17年７月１日　至平成18年６

月30日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

未払金 10,607

賞与引当金限度超過額 134,368

貸倒引当金限度超過額 12,889

小計 157,865

繰延税金負債（流動）

前払寄付金 △1,622

未収還付事業税 △38,147

小計 △39,770

繰延税金資産（流動）の純額 118,095

繰延税金資産（固定）

技術使用料 1,262

投資有価証券評価損 332,883

退職給付引当金限度超過額 21,989

会員権減損額 13,252

投資事業組合等損失 605

一括償却資産超過額 3,128

研究開発費 131,515

小計 504,638

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額 △45,620

固定資産圧縮積立金 △9,247

小計 △54,868

繰延税金資産（固定）の純額 449,769

（単位：千円）

繰延税金資産（流動）

未払事業税 3,683

未払金 9,369

賞与引当金限度超過額 103,878

貸倒引当金限度超過額 6,203

繰延ヘッジ損益 165,588

その他 180

小計 288,903

繰延税金負債（流動）

前払寄付金 △831

小計 △831

繰延税金資産（流動）の純額 288,071

繰延税金資産（固定）

投資有価証券評価損 59,725

退職給付引当金限度超過額 15,919

会員権減損額 13,252

一括償却資産超過額 1,909

その他 21

小計 90,826

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額 △48,409

固定資産圧縮積立金 △6,658

小計 △55,068

繰延税金資産（固定）の純額 35,758

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
3.7

住民税均等割等 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
45.9

（単位：％）

法定実効税率 40.5

（調整）

交際費等永久に損金に算入されな

い項目
2.1

住民税均等割等 1.9

その他 △0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
43.9
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

１株当たり純資産額 2,693.50円

１株当たり当期純利益金額 86.85円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
86.84円

１株当たり純資産額 2,722.55円

１株当たり当期純利益金額 93.04円

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
92.55円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり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。

前事業年度
(自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日)

当事業年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 689,440 652,256

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) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 609,440 652,256

期中平均株式数（株） 7,016,997 7,010,497

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 367 －

（うち新株予約権） (367) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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

4,255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　

2,200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　

3,695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　

410個
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年７月１日
至　平成17年６月30日）

当事業年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

　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９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 　2,015株

(3) 取得価額 　　342百万円

(4) 異動後の所有株式数　3,565株（所有割合89.9%）

　当社は、決算期後の平成18年7月24日開催の取締役会に

おいて、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、経営環境の変化に対

応した機動的な資本政策の遂行のため、自己株式を買い受

けることを決議し、以下のとおり実施いたしました。

１．取得した株式の種類 当社普通株式

２．取得した株式の総数　 37,400株

３．株式の取得価額の総額 58,769千円

４．取得の時期 平成18年7月25日から

平成18年8月21日まで
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６．役員の異動（平成18年９月27日付予定）

１．代表者の異動

　該当事項はありません。

２．その他の役員の異動

①　取締役候補

　取締役管理本部長兼海外事業統括本部長　木村　好己　（現　常務取締役管理本部長兼海外事業統括本部長）

　取締役マーケティング統括本部長　大橋　透　（現　執行役員第２マーケティング事業本部長）

　取締役経営企画室長　余語　岳仁　（現　執行役員経営企画室長）

　（注）取締役相互間における十分な協議及び公正な意思決定を推進するため、役付取締役を設けないことにいた

しました

②　退任予定取締役

　鶴本　泰介　（現　専務取締役営業統括本部長兼マーケティング統括本部長）

③　監査役候補

　監査役　村瀬　憲士　（現　村瀬法律事務所弁護士）

④　退任予定監査役

　田中　清隆　（現　非常勤監査役）

以上
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