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１．平成18年12月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18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 ％

18年12月中間期 6,635 (   2.0) 312 ( △8.2) 329 (   3.5)

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

18年６月期 12,860 591 295

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

18年12月中間期 114 ( △5.3) 16 60 － －

17年12月中間期 121 (△80.0) 17 21 － －

18年６月期 △453 △64 73 － －

（注）①持分法投資損益 18年12月中間期 -百万円 17年12月中間期 -百万円 18年６月期 -百万円
②期中平均株式数（連結) 18年12月中間期 6,902,814株 17年12月中間期 7,033,171株 18年６月期 7,010,497株
③会計処理の方法の変更 無
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 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12月中間期 51,572 16,324 31.7 2,367 24

17年12月中間期 52,151 17,049 32.7 2,428 59

18年６月期 52,346 15,463 29.5 2,230 38

（注）期末発行済株式数（連結） 18年12月中間期 6,895,814株 17年12月中間期 7,020,314株 18年６月期 6,933,214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

18年12月中間期 △1,481 △167 △1,411 7,002

17年12月中間期 △712 △852 2,393 9,817

18年６月期 △1,015 △1,451 3,443 9,986

(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 ９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） ０社 （除外） ０社 持分法（新規） ０社 （除外） ０社

２．平成19年６月期の連結業績予想（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

通　期 15,320 1,075 500

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　72円51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。

－ 1 －



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。

　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、グッドマン・メディカル・ホールディング社

（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。

［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．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。

－ 3 －



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

　ドラッグエリューティングステント発売開始は、世界のインターベンショナル・カーディオロジー市場に非常に大

きな構造変化をもたらしました。日本におきましても継続する薬価改定の影響と相まって市場環境が大きく変化いた

しました。

　しかし最近では、世界中で非常に短期間の間に臨床現場に浸透したドラッグエリューティングステントも、予後調

査において、従来のベアメタルステントに比べ遅発性ステント内血栓症の発生率が高く、死亡率も高いとの調査結果

が発表されるなどの影響で、使用率の低下の兆候が現れ始めております。

　薬と医療機器の両方の性質を持つハイブリッド製品である現在のドラッグエリューティングステントには未だ改良

を要する分野が残されていることが明らかになっている中で、当社グループとしてはより優れた次世代製品の研究開

発に邁進いたしております。
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　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、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、当社グループでは市場のニーズを満たす

製品の開発に努め、集大成として純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」を上市いたしました。「ラクロス」

は、臨床現場において非常に高い評価を受け、期初計画を大幅に上回るペースで販売が伸張いたしました。現在、臨

床現場の需要に生産が追いつかない状態であり、海外製造拠点の活用、および国内生産拠点の拡張・２交代制の導入

により、４月までに生産量を現在の３倍程度（約5,000本/月産）にまで増加する計画であります。これにより、下期、

特に第４四半期においては、「ラクロス」の販売が期初計画に比べ大幅に増加する見込みであります。

　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19年

６月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、2005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。

　当社では、まずはＯＣＴ技術を循環器分野に応用することを目的として開発を進めてまいりました。ドラッグエ

リューティングステントの普及により、同製品特有の遅発性ステント内血栓症（塗布されている薬剤やポリマーの影

響により血管内の適正な内膜形成が阻害され、血管内にステントが剥き出しの状態のままとなることによる急性心筋

梗塞の発生）が問題視され、患者は長期にわたる抗血小板薬の服用が求められていますが、ＯＣＴ診断装置の高解像

度をもってすれば、内膜形成の程度を精密に診断でき、薬剤服用の停止を診断することが可能となることが期待され

ています。

　これにより、不必要な非常に長期にわたる薬剤服用を停止することができ、患者の身体的負担を軽減できるととも

に、医療費の抑制にも役立つことになります。

　すでに300万人以上の患者にドラッグエリューティングステントが留置されており薬剤を服用し続けていることから、

ＯＣＴ診断装置による薬剤服用停止の診断が臨床の現場に根付いた場合、非常に大きなマーケットとなることが期待

されます。

　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、業績の向上に寄与するものと考えております。

　加えて、買収により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の技術を循環器分野（インター

ベンショナル・カーディオロジー）の製品に応用した製品開発を推し進めており、早期に上市させることが重要と考

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５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（１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、会社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わが国経済は、好調な企業収益を背景とした旺盛な設備投資や個人消費に支えられ、

本格的な回復基調を見せており、雇用環境につきましても好調な企業業績により緩やかに改善しております。加えて、

原油相場の安定、アメリカ経済の減速懸念の後退による世界経済の安定成長は、成長軌道への回復を目指すわが国経

済にとってもさらなる追い風となると見込まれます。

　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、今までにも増して、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。特に、循環器分野におきましては、ドラッグエリューティングステント販売開始以来大きな構造変化が起き

ており、薬価改定も相まって、当社を取り巻く事業環境も大きく影響を受けました。

　これに対して、当社では業績を回復し収益基盤を安定させるため、①マイクラス社製脳動脈瘤治療コイルの市場導

入、②純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」の上市及び拡販、③バーチャル・ヒストロジー対応の血管内

超音波プローブの一層の拡販、④ＯＣＴ診断装置及びイメージングカテーテルの早期上市及び市場導入を短期的な重

点戦略として推進してまいりました。

　この結果、当中間連結会計期間の売上高、営業利益、経常利益及び中間純利益は以下のとおりとなりました。

①　売上高

　当中間連結会計期間におきましては、マイクラス社製脳動脈瘤治療用コイルを期初から全国的に市場導入し大幅

な販売増を見込んでおりましたが、メーカーからの初期在庫の供給不足から、期初計画に対して未達となっており

ます。在庫の不足に関しましては、当中間期末までに当初予定の保有数にまで概ねとり揃いました。また、販売数

量も営業活動の効果が出るに従い増加傾向にあります。

　一方では、自社製ＰＴＣＡバルーン「ラクロス」が、臨床現場において非常高い評価を受け、期初計画を大幅に

上回るペースで販売が伸張いたしました。

　「ラクロス」につきましては、臨床現場の需要に生産が追いつかない状態であり、海外製造拠点の活用、および

国内生産拠点の拡張・２交代制の導入により、４月までに生産量を現在の３倍程度（約5,000本/月産）にまで増加

する計画であります。これにより、下期、特に第４四半期においては、「ラクロス」販売が期初計画に比べ大幅に

増加する見込みであります。

　加えて、自社製Ｙコネクター、バーチャル・ヒストロジー対応の血管内超音波プローブも期初計画を上回るペー

スで売上が伸張いたしました。

　以上の結果、脳動脈瘤治療用コイルが期初計画に比べ導入に時間を要したものの、「ラクロス」、Ｙコネクター、

血管内超音波プローブが計画以上のペースで推移したことから、公示価格低下の影響も補い、当中間連結会計期間

の売上高は66億３千５百万円（前年同期比2.0％増）となりました。

②　営業利益

　利益率の高い自社製品である「ラクロス」、Ｙコネクターが好調に推移したことから公示価格低下の影響を補い、

連結売上総利益は38億６千６百万円となりました。

　また、研究開発を維持しつつ引き続きコスト削減に努めた結果、営業利益は３億１千２百万円（前年同期比8.2％

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１億２千９百万円、社債利息２千１百万円、金融支払手数料３千１百万円等の金

融コストの計上により、経常利益は３億２千９百万円（前年同期比3.5％増）となりました。

④　中間純利益

　海外投資先有価証券及び保有株式を売却したことにより１億４千９百万円の投資有価証券売却益を計上いたしま

した。一方、承認待ち製品に関する製造ラインの休止中費用の異常原価処理、一部の投資有価証券を評価減したこ

とにより、２億６千２百万円の特別損失を計上したことから、連結当期純利益は１億１千４百万円（前年同期比

5.3％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

　マイクラス社製脳動脈瘤治療用コイルを期初から全国的に市場導入し大幅な販売増を見込んでおりましたが、メー

カーからの初期在庫の供給不足から、期初計画に対して未達となっております。在庫の不足に関しましては、当中

間期末までに当初予定の保有数にまで概ねとり揃いました。また、販売数量も営業活動の効果が出るに従い増加傾

向にあります。

　一方では、自社製ＰＴＣＡバルーン「ラクロス」が、臨床現場において非常に高い評価を受け、期初計画を大幅
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に上回るペースで販売が伸張いたしました。

　加えて、自社製Ｙコネクター、バーチャル・ヒストロジー対応の血管内超音波プローブも期初計画を上回るペー

スで売上が伸張いたしました。

　以上の結果、脳動脈瘤治療用コイルが期初計画に比べ導入に時間を要したものの、「ラクロス」、Ｙコネクター、

血管内超音波プローブが計画以上のペースで推移したことから、公示価格低下の影響も補い、売上高は60億５千２

百万円（前年同期比4.8％増）、営業利益は14億４百万円（前年同期比22.3％増）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、ＯＣＴ診断装置が欧州および中国で販売を開始したことに加え、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）の拡販に注力いたしましたが、グッドネットの納品が一部

下期にずれ込んだことから、売上高は５億８千２百万円（前年同期比20.5％減）、営業損失は４億６千３百万円（前

年同期は営業損失２億７千６百万円）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

　日本国内におきましては、マイクラス社製脳動脈瘤治療用コイルを期初から全国的に市場導入し大幅な販売増を

見込んでおりましたが、メーカーからの初期在庫の供給不足から、期初計画に対して未達となっております。在庫

の不足に関しましては、当中間期末までに当初予定の保有数にまで概ねとり揃いました。また、販売数量も営業活

動の効果が出るに従い増加傾向にあります。

　一方では、自社製ＰＴＣＡバルーン「ラクロス」が、臨床現場において非常に高い評価を受け、期初計画を大幅

に上回るペースで販売が伸張いたしました。また、自社製Ｙコネクター、バーチャル・ヒストロジー対応の血管内

超音波プローブも期初計画を上回るペースで売上が伸張いたしました。

　以上の結果、医療用機器・その他事業においてグッドネットの納品が一部下期にずれ込んだことに加え、脳動脈

瘤治療用コイルが期初計画に比べ導入に時間を要したものの、「ラクロス」、Ｙコネクター、血管内超音波プロー

ブが計画以上のペースで推移したことから、公示価格低下の影響も補い、売上高は63億３千９百万円（前年同期比

5.3％増）、営業利益は16億２千７百万円（前年同期比7.0％減）となりました。

②　米国

　米国におきましては、ドラッグエリューティングステントが日本市場に広く浸透したことにより、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。

　また、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いて引き続き研究開発費用の負担

が発生することから、売上高は６億２千４百万円（前年同期比29.7％減）、営業損失は６億９千６百万円（前年同

期は営業損失５億６千３百万円）となりました。

③　その他の地域　

　その他の地域におきましては、製造拠点でありますグッドマン・メディカル・アイルランド社から米国アバンテッ

クヴァスキュラー社に対する出荷により、売上高は２億８千６百万円（前年同期比49.2％増）、営業利益は３千３

百万円（前年同期は営業損失４千万円）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２億１千７百万円に対し、減価償却費２億２百万円を計上いたしましたが、たな卸資産の増加11億２千万円お

よび仕入債務の減少２億９千５百万円の結果、営業活動によるキャッシュ・フローは14億８千１百万円の減少（前年

同期は７億１千２百万円の減少）となりました。また、長期借入金の返済等により財務活動によるキャッシュ・フロー

は14億１千１百万円の減少（前年同期は23億９千３百万円の増加）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70億２百万円（前年同期比28.7％減）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14億８千１百万円の減少（前年同期は７億１千

２百万円の減少）となりました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益２億１千７百万円（前年同期は２億７千９百万円）に対し、減価償却費２億

２百万円（前年同期は２億４千７百万円）と資金が増加したものの、仕入債務の減少２億９千５百万円（前年同期は

１億５千８百万円の増加）、たな卸資産の増加11億２千万円（前年同期は６億９千８百万円の増加）、利息の支払額

１億９千万円（前年同期は１億４千４百万円）等による資金の減少の結果であります。

－ 8 －



（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計年度において投資活動へ投下した資金は１億６千７百万円（前年同期は８億５千２百万円の投下）

となりました。

　これは主に、投資有価証券の取得７千７百万円、「ラクロス」増産のための固定資産取得等４千４百万円（前年同

期は１億９千６百万円）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ける財務活動によるキャッシュ・フローは14億１千１百万円の減少（前年同期は23億９千

３百万円の増加）となりました。

　これは主に、長期借入れにより３億円（前年同期は30億円）、短期借入金の純増加額８億２千５百万円（前年同期

は12億円の純増加）の調達を行ったのに対し、社債の償還により４億円（前年同期は３億６千万円）、長期借入金の

返済18億３千５百万円（前年同期は21億５千７百万円の返済）および配当金の支払額２億４千２百万円（前年同期は

２億４千５百万円）等の結果であります。

　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30期
平成16年12月中間期

第31期
平成17年12月中間期

第32期
平成18年12月中間期

自己資本比率（％） 30.3 32.7 31.6

時価ベースの自己資本比率（％） 36.1 30.6 27.4

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

　ドラッグエリューティングステントの販売開始は、日本のインターベンショナル・カーディオロジー市場にも大き

な構造変化をもたらしました。これにより、当社の業績も大きな影響を受けることとなりました。

これに対して、業績を回復し収益基盤を安定させるため、①マイクラス社製脳動脈瘤治療コイルの市場導入、②純国

産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」の上市及び拡販、③バーチャル・ヒストロジー対応の血管内超音波プロー

ブの一層の拡販、④ＯＣＴ診断装置及びイメージングカテーテルの早期上市及び市場導入を短期的な重点戦略として

推進してまいりました。

　マイクラス社製脳動脈瘤治療コイルは、メーカーからの初期在庫の供給不足から期初計画に対して販売が未達とな

りました。一方では、自社製ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」が、臨床現場において非常高い評価を受け、

期初計画を大幅に上回るペースで販売が伸張いたしました。

　「ラクロス」につきましては、臨床現場の需要に生産が追いつかない状態であり、海外製造拠点の活用、および国

内生産拠点の拡張・２交代制の導入により、４月までに生産量を現在の３倍程度（約5,000本/月産）にまで増加する

計画であります。これにより、下期、特に第４四半期においては、「ラクロス」の販売が期初計画に比べ大幅に増加

する見込みであります。

　加えて、自社製Ｙコネクター、バーチャル・ヒストロジー対応の血管内超音波プローブも期初計画を上回るペース

で売上が伸張いたしました。

　ＯＣＴ診断装置及びイメージングカテーテルにつきましては、日本及び米国における承認の時期が本年６月頃と見

込まれていることから通期の業績には寄与いたしませんが、世界初のＯＣＴ技術の循環器分野への応用であり、ドラッ

グエリューティングステントの普及に起因する遅発性ステント内血栓症が問題視され始めていることから、以前にも

増して、高解像度のＯＣＴ診断装置の上市が臨床現場から待望されております。

　以上の結果、脳動脈瘤治療用コイルの計画未達分を、「ラクロス」、Ｙコネクター、血管内超音波プローブの販売

増で補うことにより、より利益率の高い自社製品の販売の比率が上昇することから、期初計画に比べて連結売上総利

益率が改善すると予想しております。

　この結果、当社グループの連結ベースの業績につきましては、売上高153億２千万円（前期比19.1％増）、経常利益

10億７千５百万円（前期比264.4％増）、当期純利益５億円を予想しております。
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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17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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 10,015,161 7,199,944 10,184,490

２．受取手形及び売掛
金

※５ 4,890,386 5,174,347 5,098,081

３．たな卸資産 7,168,401 8,486,352 7,340,617

４．繰延税金資産 426,203 344,655 596,787

５．その他 1,031,921 823,291 435,517

貸倒引当金 △46,000 △19,000 △20,000

流動資産合計 23,486,073 45.0 22,009,592 42.7 23,635,494 45.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 1,530,238 1,581,622 1,552,349

減価償却累計額 669,217 861,020 747,839 833,783 708,785 843,564

(2）機械装置及び運
搬具

717,276 794,735 752,979

減価償却累計額 517,302 199,974 592,963 201,772 536,475 216,504

(3）工具・器具及び
備品

1,025,050 1,248,924 1,233,738

減価償却累計額 719,912 305,137 856,333 392,591 786,999 446,738

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

有形固定資産合計 2,636,228 5.1 2,698,242 5.2 2,776,903 5.3

２．無形固定資産

(1）営業権 ※２ 16,382,561 － 16,571,523

(2）特許権 63,797 59,279 59,886

(3）商標権 9,770 8,456 8,844

(4）その他の無形資
産

※３ 2,397,275 2,410,715 2,336,262

(5）連結調整勘定 597,956 － 561,121

(6）のれん ※４ － 17,721,071 －

(7）その他 75,412 69,609 70,478

無形固定資産合計 19,526,772 37.4 20,269,132 39.3 19,608,116 37.4

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 2,571,870 1,748,168 1,969,120

(2）長期貸付金 1,821,050 1,797,483 1,741,766

(3）長期前払費用 161,869 337,958 367,200

(4）繰延税金資産 1,768,455 2,498,710 2,034,093

(5）その他 184,720 216,035 216,637

貸倒引当金 △5,350 △2,800 △2,800

投資その他の資産
合計

6,502,615 12.5 6,595,555 12.8 6,326,017 12.1

固定資産合計 28,665,617 55.0 29,562,930 57.3 28,711,038 54.8

資産合計 52,151,691 100.0 51,572,522 100.0 52,346,532 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

※５ 1,294,695 1,150,946 1,438,449

２．短期借入金 ※１ 10,800,000 12,725,000 11,900,000

３．１年内返済予定長
期借入金

※１ 3,215,400 9,369,260 4,767,260

４．１年内償還予定社
債

1,360,000 1,400,000 600,000

５．未払法人税等 469,337 368,977 55,339

６．未払消費税等 44,742 49,983 20,636

７．賞与引当金 97,910 66,889 262,806

８．役員賞与引当金 － － 50,000

９．その他 426,350 618,113 959,108

流動負債合計 17,708,437 34.0 25,749,170 49.9 20,053,599 38.3

Ⅱ　固定負債

１．社債 5,500,000 4,700,000 5,900,000

２．長期借入金 ※１ 11,838,000 4,739,529 10,876,557

３．退職給付引当金 55,796 59,779 52,689

固定負債合計 17,393,796 33.3 9,499,308 18.4 16,829,246 32.2

負債合計 35,102,233 67.3 35,248,479 68.3 36,882,846 70.5

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,238,779 10.0 － － － －

Ⅱ　資本剰余金 6,739,969 12.9 － － － －

Ⅲ　利益剰余金 5,672,123 10.9 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

114,452 0.2 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 △681,055 △1.3 － － － －

Ⅵ　自己株式 △34,811 △0.0 － － － －

資本合計 17,049,457 32.7 － － － －

負債・資本合計 52,151,691 100.0 － － － －

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  5,238,779 10.2  5,238,779 10.0

２．資本剰余金   － －  6,739,969 13.1  6,739,969 12.9

３．利益剰余金   － －  4,969,229 9.6  5,097,321 9.7

４．自己株式   － －  △301,667 △0.6  △242,898 △0.5

株主資本合計   － －  16,646,309 32.3  16,833,171 32.1

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  － －  10,960 0.0  70,305 0.1

２．繰延ヘッジ損益   － －  △43,634 △0.1  △242,666 △0.4

３．為替換算調整勘定   － －  △289,592 △0.5  △1,197,123 △2.3

評価・換算差額等合計   － －  △322,266 △0.6  △1,369,484 △2.6

純資産合計   － －  16,324,043 31.7  15,463,686 29.5

負債純資産合計   － －  51,572,522 100.0  52,346,532 100.0
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(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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17年７月１日
至　平成18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 6,505,465 100.0 6,635,324 100.0 12,860,428 100.0

Ⅱ　売上原価 2,569,707 39.5 2,769,233 41.7 5,084,349 39.5

売上総利益 3,935,758 60.5 3,866,091 58.3 7,776,079 60.5

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

１．給料・手当 934,713 936,853 1,848,065

２．賞与引当金繰入額 73,384 158,961 205,470

３．退職給付費用 20,167 26,900 33,483

４．旅費交通費 221,793 248,524 452,206

５．リース料 78,575 79,658 157,698

６．減価償却費 57,054 65,492 117,258

７．研究開発費 1,096,527 999,823 2,445,458

８．連結調整勘定償却
額

15,388 － 45,714

９．のれん償却額 － 30,777 －

10．その他 1,097,917 3,595,523 55.3 1,006,803 3,553,795 53.6 1,879,158 7,184,514 55.9

営業利益 340,235 5.2 312,296 4.7 591,564 4.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 17,230 26,073 47,913

２．受取配当金 1,189 1,245 2,892

３．為替差益 261,790 183,516 236,077

４．その他 22,278 302,489 4.7 30,176 241,012 3.6 31,486 318,370 2.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 179,684 129,863 302,510

２．社債利息 20,111 21,294 40,900

３．社債発行費 14,000 － 25,257

４．仕損費 11,937 19,963 48,989

５．棚卸廃棄損 48,499 20,170 88,757

６．金融支払手数料 45,054 31,619 88,021

７．その他 5,362 324,650 5.0 1,214 224,125 3.3 20,489 614,924 4.8

経常利益 318,073 4.9 329,183 5.0 295,010 2.3

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却
益

4,828   149,817   4,828   

２．貸倒引当金戻入益 － 4,828 0.1 1,000 150,817 2.3 28,550 33,378 0.3

Ⅶ　特別損失

１．有形固定資産除却
損

※１ 8,269 － －

２．有形固定資産売却
損

※２ 4,974 － －

３．商品廃棄損 17,338 12,453 90,657

４．投資有価証券評価
損

－ 93,792 －

５．投資事業組合等損
失

7,226 － －

６．前期損益修正損 5,903 － －

７．構造改善費用 － － 252,593
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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17年７月１日
至　平成18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
（％）

８．操業休止等損失 － 130,958 189,518

９．貸倒損失 － － 430,500

10．その他 － 43,711 0.7 25,319 262,523 4.0 39,852 1,003,122 7.8

税金等調整前中間
(当期)純利益

279,189 4.3 217,477 3.3 △674,734 △5.2

法人税、住民税及
び事業税

440,670 342,453 325,031

法人税等調整額 △282,510 158,159 2.4 △239,546 102,906 1.6 △545,993 △220,961 △1.7

中間(当期)純利益 121,030 1.9 114,570 1.7 △453,772 △3.5

(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 6,739,969

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株発行 － －

Ⅲ　資本剰余金中間期末残
高

6,739,969

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 5,877,277

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．中間純利益 121,030 121,030

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 246,183

２．役員賞与 80,000 326,183

Ⅳ　利益剰余金中間期末残
高

5,672,123
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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

平成18年６月30日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 5,097,321 △242,898 16,833,171

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △242,662  △242,662

中間純利益（千円）   114,570  114,570

自己株式の取得（千円）    △58,769 △58,769

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － △128,092 △58,769 △186,861

平成18年12月31日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 4,969,229 △301,667 16,646,309

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 為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年６月30日　残高（千円） 70,305 △242,666 △1,197,123 △1,369,484 15,463,686

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）     △242,662

中間純利益（千円）     114,570

自己株式の取得（千円）     △58,769

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△59,344 199,032 907,530 1,047,218 1,047,218

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△59,344 199,032 907,530 1,047,218 860,357

平成18年12月31日　残高（千円） 10,960 △43,634 △289,592 △322,266 16,324,043

　（注）平成18年９月の定時株主総会における剰余金処分項目であります。
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前連結会計年度（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

平成17年６月30日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 5,877,277 △5,843 17,850,182

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）   △246,183  △246,183

利益処分による役員賞与

（千円）（注）
  △80,000  △80,000

当期純損失（千円）   △453,772  △453,772

自己株式の取得（千円）    △237,055 △237,055

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
－ － △779,956 △237,055 △1,017,011

平成18年６月30日　残高（千円） 5,238,779 6,739,969 5,097,321 △242,898 16,833,171

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 為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成17年６月30日　残高（千円） 68,048 － △2,184,812 △2,116,764 15,733,417

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（千円）（注）     △246,183

利益処分による役員賞与

（千円）（注）
    △80,000

当期純損失（千円）     △453,772

自己株式の取得（千円）     △237,055

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

2,256 △242,666 987,689 747,279 747,279

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
2,256 △242,666 987,689 747,279 △269,731

平成18年６月30日　残高（千円） 70,305 △242,666 △1,197,123 △1,369,484 15,463,686

　（注）平成17年９月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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17年７月１日
至　平成18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．税金等調整前中間純
利益（△税金等調整
前当期純損失）

279,189 217,477 △674,734

２．減価償却費 247,963 202,035 470,827

３．連結調整勘定償却額 15,388 － 45,714

４．のれん償却額 － 30,777 －

５．貸倒引当金の増加額
（△減少額）

－ △1,000 △28,550

６．賞与引当金の増加額
（△減少額）

△253,602 △195,916 △88,707

７．役員賞与引当金の増
加額（△減少額）

－ △50,000 50,000

８．退職給付引当金の増
加額（△減少額）

△4,976 7,090 △8,082

９．受取利息及び受取配
当金

△18,419 △30,728 △50,806

10．支払利息 179,684 133,273 302,510

11．投資有価証券売却益 △4,828 △149,817 △4,828

12．有形固定資産除却損 8,269 1,044 8,530

13．有形固定資産売却損 4,974 － 6,487

14．関係会社株式評価損 － 93,792 －

15．長期前払費用償却額 － 35 －

16．投資事業組合等損失 7,226 20,396 9,392

17．為替差損（△為替差
益）

△134,545 △58,927 △92,279

18．社債発行費 14,000 － 25,257

19．売上債権の減少額
（△増加額）

△605,353 △38,543 △829,302

20．たな卸資産の減少額
（△増加額）

△698,196 △1,120,397 △794,781

21．仕入債務の増加額
（△減少額）

158,372 △295,751 293,934

22．その他流動資産の減
少額（△増加額）

△134,528 △103,098 462,194

23．その他流動負債の増
加額（△減少額）

△15,835 4,920 106,452

24．未払消費税等の増加
額（△減少額）

△4,335 59,952 △65,049

25．役員賞与の支払額 △80,000 － △80,000
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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17年７月１日
至　平成18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 △1,039,552 △1,273,383 △935,822

26．利息及び配当金の受
取額

30,601 21,741 53,676

27．利息の支払額 △144,756 △190,280 △276,602

28．法人税等の還付額
（△支払額）

441,485 △40,034 143,374

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△712,222 △1,481,958 △1,015,374

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

△5,000 △77,196 △149,684

２．投資有価証券の売却
による収入

38,014 － 85,452

３．関係会社株式取得に
よる支出

△523,050 － △523,050

４．長期貸付による支出 △50,000 － △55,000

５．長期貸付金回収によ
る収入

－ 2,333 1,166

６．有形固定資産の取得
による支出

△196,380 △44,450 △436,238

７．有形固定資産の売却
による収入 

7,009 － 7,046

８．無形固定資産の取得
による支出

△4,981 △54,054 △18,394

９．長期前払費用の取得
による支出

△103,645 116 △327,938

10．その他の投資取得支
出

△15,817 △3,221 △47,126

11．その他の投資売却収
入

1,822 9,461 11,825

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△852,029 △167,012 △1,451,941
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前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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17年７月１日
至　平成18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）

1,200,000 825,000 2,300,000

２．社債の償還による支
出

△360,000 △400,000 △1,520,000

３．社債発行による収入 986,000 － 1,774,743

４．長期借入金の返済に
よる支出

△2,157,700 △1,835,028 △4,027,518

５．長期借入れによる収
入

3,000,000 300,000 5,400,000

６．自己株式取得支出 △28,968 △58,769 △237,055

７．配当金の支払額 △245,623 △242,208 △246,950

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,393,707 △1,411,005 3,443,219

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

140,751 75,412 88,409

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

970,207 △2,984,563 1,064,312

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

8,464,421 9,986,754 8,464,421

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

382,821 － 458,019

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 9,817,450 7,002,190 9,986,754
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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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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　８社

連結子会社名

(1）連結子会社の数　９社

連結子会社名

(1）連結子会社の数　９社

連結子会社名

㈱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

㈱グッドマンヘルスケアＩＴ

ソリューションズ

㈱アイアールメディカル工房

㈱バイオセプト・ジャパン

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

㈱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

㈱アイアールメディカル工房

㈱バイオセプト・ジャパン

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

　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、当連結会計年度

より連結子会社としておりま

す。

　㈱グッドマンヘルスケアＩ

Ｔ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、また

㈱アイアールメディカル工房

は平成17年12月20日付で完

全子会社化したことにより当

連結会計年度より連結の範囲

に含めております。

(2）非連結子会社の数　３社 (2）非連結子会社の数　２社 (2）非連結子会社の数　２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・ヨーロッパ社

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

（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、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、小規模であ

り、総資産、売上高、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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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・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・ヨーロッパ社）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

子会社等（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）及び関連会

社（サーフェスジェネシス社）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、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、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、㈱アイアールメディカル工房の

決算日は、７月31日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

て、㈱アイアールメディカル工房を

除く会社については、同決算日現在

の財務諸表を使用しております。

　なお、㈱アイアールメディカル工

房につきましては、中間連結決算日

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。

　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、㈱アイアールメディカル工房の

決算日は、７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

　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

　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

時価のないもの

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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。

────── ──────

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

主として総平均法による原価

法

（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

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
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

─────

（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。

（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

（ハ）　　　───── （ハ）のれん

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。

（ハ）　　　─────

(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。

ハ　退職給付引当金

同左

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。

ニ　　　　───── ニ　　　　───── ニ　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）

　当連結会計年度より、「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、営業利益及び経常利益は

50,000千円減少し、税金等調整前

当期純損失が同額増加しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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。

　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、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定

に含めております。

　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、換算差額は純資産の部

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

　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。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

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

金利スワップ …借入金に係る金

利変動

同左 同左

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

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

して為替及び金利の変動による影

響と相殺又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

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(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 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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、「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。 

────── ────── （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準）

　当連結会計年度より、「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。

　なお、従来の資本の部の合計に相当する金

額は15,706,353千円であります。

　連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18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。

（中間連結貸借対照表）

　前中間連結会計期間において、「営業権」及び「連結調

整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期

間から、「のれん」と表示しております。

────── （中間連結損益計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「の

れん償却額」と表示しております。

　前中間連結会計期間において区分掲記しておりました特

別損失の「投資事業組合等損失」、「有形固定資産除却損」

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、当中間連

結会計期間の「その他」に含めた「投資事業組合等損失」

は20,396千円、「有形固定資産除却損」は1,044千円であり

ます

────── （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　前中間連結会計期間において、「連結調整勘定償却額」

として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から、

「のれん償却額」と表示しております。
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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17年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

前連結会計年度末
（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

※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 283,236千円

土地 1,070,623

計 1,353,859

建物 269,391千円

土地 1,070,623

計 1,340,014

建物 276,138千円

土地 1,070,623

計 1,346,761

(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 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 1,500,000千円

長期借入金 1,250,000

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 2,750,000

短期借入金 3,040,000千円

長期借入金 1,676,500

(１年内返済予定長期借入金を含む)

計 4,716,500

※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．　　　　　　───── ※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。

※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．　　　　　　───── ※４．のれんに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

替えた後の残高が含まれており、「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。

※４．　　　　　　─────

※５．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。

※５．中間連結会計期間末日満期手形

同左

※５．　　　　　　─────

受取手形 107,861千円

支払手形 6,008千円

受取手形 124,857千円

支払手形 40,001千円

　６．当社及び連結子会社（㈱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。

　６．当社及び連結子会社（㈱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24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。

　６．当社及び連結子会社（㈱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
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
15,500,000千円 

借入実行残高 10,900,000 

差引額 4,600,000 

当座貸越限度額及び貸出

コミットメントの総額
16,000,000千円 

借入実行残高 10,600,000 

差引額 5,400,000 

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

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

工具・器具及び備品 8,269千円

※２．有形固定資産売却損

工具・器具及び備品 4,974千円

※２．　　　　───── ※２．　　　　─────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末

株式数

（千株）

当中間連結会計

期間増加株式数

（千株）

当中間連結会計

期間減少株式数

（千株）

当中間連結会計

期間末株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 7,034 － － 7,034

合計 7,034 － － 7,034

自己株式

普通株式（注） 101 37 － 139

合計 101 37 － 139

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加37千株は、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条の取締役会決議に基づく自己株式の取得であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年９月27日

定時株主総会
普通株式 242,662 35 平成18年６月30日 平成18年９月28日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自平成17年７月１日　至平成18年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項  

前連結会計年度末

株式数

（千株）

当連結会計年度

増加株式数

（千株）

当連結会計年度

減少株式数

（千株）

当連結会計年度末

株式数

（千株）

発行済株式

普通株式 7,034 － － 7,034

合計 7,034 － － 7,034

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。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成17年９月22日

定時株主総会
普通株式 246,183 35 平成17年６月30日 平成17年９月26日

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり

配当額

（円）

基準日  効力発生日

平成18年９月27日

定時株主総会
普通株式 242,662 利益剰余金 35 平成18年６月30日 平成18年９月28日

－ 28 －



（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17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日）

※１．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

※１．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

※１．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17年12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

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 7,199,944千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△197,754

現金及び現金同等物 7,002,190

現金及び預金勘定 10,184,490千円

預金期間が３か月を超

える定期預金
△197,736

現金及び現金同等物 9,986,754

　２．当中間連結会計期間に新規連結により

増加した資産、負債の主な内容

　前連結会計年度は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

ルランド社及び㈱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

間連結会計期間から連結の範囲に含める

こととしました。資産及び負債の明細は

次のとおりであります。

２．　　　　　　───── 　２．当連結会計年度に新規連結により増加

した資産・負債の主な内容

　前連結会計年度は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、及び㈱バイオセプト・ジャ

パンは、重要性が増加したことから、当

連結会計年度から連結の範囲に含めるこ

ととしました。また、㈱アイアールメディ

カル工房は、平成17年12月20日付で完全

子会社化したことにより、当連結会計年

度より連結の範囲含めております。資産

及び負債の明細は次のとおりであります。

資産の部

流動資産 800,214千円

固定資産 1,202,422

　　計 2,002,637

資産の部

流動資産 756,044千円

固定資産 1,325,214

　　計 2,081,259

負債の部

流動負債 120,815千円

固定負債 －

　　計 120,815

負債の部

流動負債 175,354千円

固定負債 152,837

　　計 328,191
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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

　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

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)

中間期末
残高
相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

303,716 205,346 98,370

工具・
器具及
び備品

134,716 109,198 25,517

合計 438,432 314,545 123,887

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

282,241 197,974 84,267

工具・
器具及
び備品

219,382 192,595 26,787

合計 501,624 390,569 111,055

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 69,604千円

１年超 89,061

合計 158,665

１年内 60,942千円

１年超 121,837

合計 182,780

１年内 66,696千円

１年超 109,228

合計 175,925

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 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 40,604千円

減価償却費相当額 29,414千円

支払利息相当額 3,654千円

支払リース料 90,003千円

減価償却費相当額 61,462千円

支払利息相当額 8,103千円

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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（有価証券関係）

前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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当中間連結会計期間末（平成18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 164,535 181,467 16,931

(2）その他 － － －

合計 164,535 181,467 16,931

　（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 68,675

(2）その他有価証券

非上場株式等 1,152,064

投資事業組合出資持分 345,961

　（注）　１．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1,473千円が含まれております。

２．当中間連結会計期間に、おいて減損処理（関連会社株式93,792千円）を行っております。
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前連結会計年度末（平成18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 160,109 241,594 81,485

(2）その他 － － －

合計 160,109 241,594 81,485

　（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

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 167,467

(2）その他有価証券

非上場株式等 1,211,993

投資事業組合出資持分 348,062

　（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36,769千円が含まれております。

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18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17年７月１日　至平成18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。

－ 33 －



（ストック・オプション等関係）

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

１．ストック・オプションに係る当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

該当事項はありません。

前連結会計年度（自　平成17年７月１日　至　平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

平成15年７月14日

取締役会決議分

平成15年10月７日

取締役会決議分

平成16年９月24日

取締役会決議分

平成17年11月25日

取締役会決議分

付与対象者の区分及び数

取締役　　　 ５名

使用人　　　198名

取締役　　　 ４名

使用人　　　223名

その他　　　 １名

使用人　　　 １名 取締役　　　 ４名

使用人　　　348名

その他　　　 ４名

ストック・オプション数

（注）１

普通株式

297,500株

普通株式

474,500株

普通株式

3,000株

普通株式

878,500株

付与日 平成15年７月22日 平成15年10月15日 平成16年９月24日 平成17年12月５日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間 （注）３ （注）３ （注）３ （注）３

権利行使期間
平成15年９月１日

平成20年６月30日

平成17年10月１日

平成21年６月30日

平成17年10月１日

平成21年６月30日

平成17年12月６日

平成27年８月31日

平成18年１月６日

取締役会決議分

平成18年４月14日

取締役会決議分

平成18年４月27日

取締役会決議分

付与対象者の区分及び数 使用人　　　 ２名 使用人　　　 16名 使用人　　　 ６名

ストック・オプション数

（注）１

普通株式

6,500株

普通株式

31,000株

普通株式

7,000株

付与日 平成18年１月６日 平成18年４月14日 平成18年４月28日

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２

対象勤務期間 （注）３ （注）３ （注）３

権利行使期間
平成19年９月23日

平成27年８月31日

平成19年９月23日

平成27年８月31日

平成18年４月28日

平成27年８月31日

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．権利確定条件は付されておりません。

３．対象勤務期間は定めておりません。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につい

ては、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成15年７月14日

取締役会決議分

平成15年10月７日

取締役会決議分

平成16年９月24日

取締役会決議分

平成17年11月25日

取締役会決議分

権利確定前　　　　（株）

前連結会計年度末 － 414,500 3,000 －

付与 － － － 878,500

失効 － － － －

権利確定 － 414,500 3,000 878,500

未確定残 － － － －

権利確定後　　　　（株）

前連結会計年度末 247,500 － － －

権利確定 － 414,500 3,000 878,500

権利行使 － － － －

失効 27,500 48,000 － 56,500

未行使残 220,000 366,500 3,000 822,000

平成18年１月６日

取締役会決議分

平成18年４月14日

取締役会決議分

平成18年４月27日

取締役会決議分

権利確定前　　　　（株）

前連結会計年度末 － － －

付与 6,500 31,000 7,000

失効 － 2,000 －

権利確定 － － 7,000

未確定残 6,500 29,000 －

権利確定後　　　　（株）

前連結会計年度末 － － －

権利確定 － － 7,000

権利行使 － － －

失効 － － 1,500

未行使残 － － 5,500

②単価情報

平成15年７月14日

取締役会決議分

平成15年10月７日

取締役会決議分

平成16年９月24日

取締役会決議分

平成17年11月25日

取締役会決議分

権利行使価格　　　（円） 2,692 5,000 3,833 2,169

行使時平均株価　　（円） － － － －

公正な評価単価

（付与日）　　　　（円）
－ － － －

平成18年１月６日

取締役会決議分

平成18年４月14日

取締役会決議分

平成18年４月27日

取締役会決議分

権利行使価格　　　（円） 2,410 2,490 2,415

行使時平均株価　　（円） － － －

公正な評価単価

（付与日）　　　　（円）
－ － －
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（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。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18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 6,052,841 582,482 6,635,324 － 6,635,324

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 6,052,841 582,482 6,635,324 － 6,635,324

営業費用 4,648,060 1,045,564 5,693,625 629,403 6,323,028

営業利益又は営業損失（△） 1,404,780 △463,081 941,699 (629,403) 312,296

　（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629,403千円であり、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17年７月１日　至平成18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 11,492,685 1,367,743 12,860,428 － 12,860,428

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 11,492,685 1,367,743 12,860,428 － 12,860,428

営業費用 9,208,920 1,790,458 10,999,378 1,269,485 12,268,864

営業利益又は営業損失（△） 2,283,765 △422,715 1,861,050 (1,269,485) 591,564

　（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1,269,485千円であり、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17年７月１日　至平成17年12月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

その他の地域

（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 6,019,391 459,710 26,362 6,505,465 － 6,505,465

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 428,745 165,409 594,155 (594,155) －

計 6,019,391 888,456 191,772 7,099,620 (594,155) 6,505,465

営業費用 4,268,559 1,452,149 232,122 5,952,831 212,399 6,165,230

営業利益又は営業損失（△） 1,750,832 △563,692 △40,349 1,146,789 (806,554) 340,235

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主要な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法　　　　　　　　　　地理的近接度によっております。

(2）その他の地域に属する主要な国又は地域　　　アイルランド

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。

３．当中間連結会計期間よりグッドマン・メディカル・ホールディング社及びグッドマン・メディカル・アイル

ランド社を連結の範囲に含めたことに伴い、「その他の地域」を新設しております。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

その他の地域

（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 6,339,984 295,340 － 6,635,324 － 6,635,324

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 328,973 286,103 615,077 (615,077) －

計 6,339,984 624,314 286,103 7,250,402 (615,077) 6,635,324

営業費用 4,712,143 1,320,951 252,364 6,285,460 37,568 6,323,028

営業利益又は営業損失（△） 1,627,840 △696,637 33,738 964,941 (652,645) 312,296

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主要な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法　　　　　　　　　　地理的近接度によっております。

(2）その他の地域に属する主要な国又は地域　　　アイルランド

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629,403千円であり、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17年７月１日　至平成18年６月30日）

日本
（千円）

米国
（千円）

その他の地域

（千円）
計（千円）

消去又は全社

（千円）
連結

（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 12,014,938 793,747 51,742 12,860,428 － 12,860,428

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 772,367 407,896 1,180,264 (1,180,264) －

計 12,014,938 1,566,115 459,639 14,040,692 (1,180,264) 12,860,428

営業費用 10,290,378 2,981,011 547,686 13,819,076 (1,550,212) 12,268,864

営業利益又は営業損失（△） 1,724,559 △1,414,896 △88,047 221,615 369,948 591,564

　（注）１．国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主要な国又は地域

(1）国又は地域の区分の方法　　　　　　　　　　地理的近接度によっております。

(2）その他の地域に属する主要な国又は地域　　　アイルランド

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1,269,485千円であり、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。

３．当連結会計年度よりグッドマン・メディカル・ホールディング社及びグッドマン・メディカル・アイルラン

ド社を連結の範囲に含めたことに伴い、「その他の地域」を新設しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（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。

当中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18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17年７月１日　至平成18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。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（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 2,428.59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 2,367.24円

１株当たり中間純利益金額 16.60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 2,230.38円

１株当たり当期純損失金額 64.73円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純

利益については、当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

（追加情報）

　「１株当たり当期純利益に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）

が平成18年１月31日付で改正されたことに伴

い、当連結会計年度から繰延ヘッジ損益（税

効果調整後）の金額を普通株式に係る期末の

純資産額に含めております。

　なお、前連結会計年度に係る連結財務諸表

において採用した方法により算定した当連結

会計年度の１株当たり純資産額は、2,265.38

円であります。

　（注）１株当たり中間純利益金額又は１株当たり当期純損失金額並びに潜在株式調整後１株当たり中間（当期）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17年７月１日
至　平成17年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

前連結会計年度
(自　平成17年７月１日
至　平成18年６月30日)

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり当期純損

失金額

中間純利益又は当期純損失（△）（千円） 121,030 114,570 △453,772

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間純利益又は当期純損失（△）

（千円）
121,030 114,570 △453,772

期中平均株式数（千株） 7,033 6,902 7,010

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） － － －

（うち新株予約権） (－) (－) (－)

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　2,170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　3,565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　8,520個

──────
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年７月１日
至　平成17年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年７月１日
至　平成18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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