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平成 20 年６月期中間期および通期（連結・単独）の業績予想の修正及び特別

損失の発生に関するお知らせ 

 

平成20年６月中間期(平成19年７月１日～平成19年12月31日)および通期(平成19年７月１日～平成

20年６月30日)の業績予想について、平成19年８月22日付当社「平成19年６月期 決算短信」にて発表

いたしました業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

１．中間業績予想の修正 （平成19年７月１日～平成19年12月31日） 

（１）連結 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

前回予想（Ａ） 8,400 1,300 900 400 

今回修正（Ｂ） 7,700 500 450 △1,720 

増減額（Ｂ－Ａ） △700 △800 △450 △2,120 

増 減 率 △8.3% △61.5% △50.0% － 

前期（平成 18 年 12 月中間期）実績 6,635 312 329 114 

 

（２）個別 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間純利益

前回予想（Ａ） 7,800 2,150 1,800 950 

今回修正（Ｂ） 7,360 1,090 850 △1,370 

増減額（Ｂ－Ａ） △440 △1,060 △950 △2,320 

増 減 率 △5.6% △49.3%  △52.8% － 

前期（平成 18 年 12 月中間期）実績 6,258 1,061 999 595 



 

２．通期業績予想の修正 （平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

（１）連結 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 20,000 4,300 3,500 1,800 

今回修正（Ｂ） 18,000 2,650 2,050 60 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △1,650 △1,450 △1,740 

増 減 率 △10.0% △38.4% △41.4% △96.7% 

前期（平成 19 年６月期）実績 13,665 643 535 △2,054 

 

（２）個別 （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回予想（Ａ） 18,400 5,800 5,100 2,800 

今回修正（Ｂ） 17,200 2,700 2,100 140 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,200 △3,100 △3,000 △2,660 

増 減 率 △6.5% △53.4%  △58.8% △95.0% 

前期（平成 19 年６月期）実績 12,834 2,231 1,961 △547 

 

（３）修正理由 

連結業績について 

（売上高） 

自社製 PTCA バルーン「ラクロス」は、順調に販売を伸ばしておりますが、期初計画を下回っているこ

とから、販売実績推移に基づき中間予想及び通期予想を引き下げました。また、2007 年 9 月に厚生労働

省より薬事承認を取得した OCT 診断装置につきまして、来期を見込んでおります保険償還価格の収載ま

での販売計画を、実際の販売推移に基づき引き下げました。一方、OCT 診断装置の FDA の承認が得られて

いないことから、下期のアメリカにおける販売計画を引き下げ、販売開始は、来期からを見込むことに

いたしました。 

以上の影響により、中間連結売上高を 77 億円（前回予想比 8.3％減、前年同期比 16.6%増）といたしま

す。なお、通期につきましては、利益率の高い自社製品である自社製 PTCA バルーン「ラクロス」の伸張、

「パワードラクロス」の販売開始により、通期連結売上高を 180 億円（前回予想比 10.0％減、前年同期

比 31.7％増）といたします。 

（営業利益） 

売上が計画に対し未達となったこと及び売上構成品目に占める利益率の低い機械装置の販売比率が期

初計画を上回ったため、売上総利益率が低下し売上総利益が減少いたしました。また、期初計画に比べ

研究開発費の増加等によりの販管費が増加したことから、中間連結営業利益を５億円（前回予想比 61.5％

減、前年同期比 63.4％増）といたします。なお、通期につきましては、自社製品「ラクロス」を初めと

する製品の販売の伸張により利益率の改善が見込まれることから、通期連結営業利益を26億５千万円（前

回予想比 38.4％減、前年同期比 312.1％増）といたします。 

（経常利益） 

営業利益の減少に加え、円高の進行により外貨建貸付金に為替換算損が発生したこと等により、中間連

結経常利益を４億５千万円（前回予想比 50.0％減、前年同期比 36.8％増）といたします。なお、通期に

つきましては下期の売上増による営業利益の改善が見込まれますので、通期連結経常利益を 20 億５千万

円（前回予想比 41.4％減、前年同期比 283.2％増）といたします。 

 



 

（当期純利益） 

海外投資先への貸付金に対して同社の純資産の前期比でのマイナス相当額３億５千７百万円の貸倒引

当金を特別損失として計上いたしました。また、同社の株式につきましても、同社の研究開発の進捗状

況が計画に対して遅れたことから、監査法人と協議の結果、その全額 11 億２千４百万円を特別損失とし

て減損処理いたしました。 

その他、製品のモデルチェンジに伴い在庫整理を進めたこと等により、中間連結純損失を 17 億２千万

円（前回予想は中間連結純利益４億円）といたします。なお、通期につきましては、業績の伸張、利益

率の高い自社製品の拡販により特別損失を補えると見込んでおり、当期連結純利益を６千万円（前回予

想比 96.7％減、前年同期は当期連結純損失 20 億５千４百万円）といたします。 

 

個別業績について 

（売上高） 

自社製 PTCA バルーン「ラクロス」は、順調に販売を伸ばしておりますが、期初計画を下回っているこ

とから、販売実績推移に基づき中間予想及び通期予想を引き下げました。また、2007 年 9 月に厚生労働

省より薬事承認を取得した OCT 診断装置につきまして、来期を見込んでおります保険償還価格の収載ま

での販売計画を、実際の販売推移に基づき引き下げました。 

以上の影響により、中間個別売上高を 73 億６千万円（前回予想比 5.6％減、前年同期比 17.6%増）とい

たします。なお、通期につきましては、利益率の高い自社製品である自社製 PTCA バルーン「ラクロス」

の伸張、「パワードラクロス」の販売開始により、通期個別売上高を 172 億円（前回予想比 6.5％減、前

年同期比 34.0％増）といたします。 

（営業利益） 

売上が計画に対し未達となったこと及び売上構成品目に占める利益率の低い機械装置の販売比率が期

初計画を上回ったため、売上総利益率が低下し売上総利益が減少いたしました。また、期初計画に比べ

海外子会社に対するロイヤリティーの支払い、研究開発費負担等の増加によりの販管費が増加したこと

から、中間個別営業利益を 10 億９千万円（前回予想比 49.3％減、前年同期比 2.7％増）、といたします。

また、通期につきましては、自社製品「ラクロス」を初めとする製品の販売の伸張により利益率の改善

が見込まれますが、製品モデルチェンジに伴い海外子会社との取引価格を見直すことにより営業利益が

減少し、通期個別営業利益予想を 27 億円（前回予想比 53.4％減、前年同期比 21.0％増）といたします。 

（経常利益） 

営業利益の減少に加え、円高の進行により外貨建貸付金に為替換算損が発生したことにより、中間個別

経常利益を８億５千万（前回予想比 52.8％減、前年同期比 14.3％減）といたします。なお、通期につき

ましては下期の売上増による営業利益の改善が見込まれますので、通期個別経常利益を 21 億円（前回予

想比 58.8％減、前年同期比 7.1％増）といたします。 

（当期純利益） 

海外投資先への貸付金に対して同社の純資産の前期比でのマイナス相当額３億５千７百万円の貸倒引

当金を特別損失として計上いたしました。また、同社の株式につきましても、同社の研究開発の進捗状

況が計画に対して遅れたことから、監査法人と協議の結果、その全額 11 億２千４百万円を特別損失とし

て減損処理いたしました。 

また、国内子会社に対する貸付金に対して前期比での純資産のマイナス相当額２億１千３百万円の貸倒

引当金を特別損失として計上いたしました。 

その他、製品のモデルチェンジに伴い在庫整理を進めたこと等により、中間個別純損失を 13 億７千万

円（前回予想は中間純利益９億５千万円）といたします。なお、通期につきましては、業績の伸張、利

益率の高い自社製品の拡販により特別損失を補えると見込んでおり、当期個別純利益を１億４千万円（前

回予想比 95.0％減、前年同期は当期純損失５億４千７百万円）といたします。 

 

配当予想について 

現時点では、配当予想の修正は予定しておりません。 

 



 

（注）業績予想につきましては、本資料作成日現在で入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります｡ 

 

 

 

以   上 

 


