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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 3,722 12.1 0 ― △115 ― △274 ―

20年6月期第1四半期 3,320 10.6 221 124.8 110 3.0 10 494.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 △45.35 ―

20年6月期第1四半期 1.57 1.57

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

21年6月期第1四半期 33,498 6,021 18.0 416.24
20年6月期 41,027 12,163 29.6 1,312.41

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  6,021百万円 20年6月期  12,163百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21年6月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 0.00 35.00 35.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 9,000 16.4 1,200 135.1 770 67.6 270 ― 24.17
通期 20,000 25.4 3,500 145.3 2,600 209.3 1,150 ― 108.60

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．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の３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条
第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  7,034,926株 20年6月期  7,034,926株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  139,112株 20年6月期  139,112株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  6,895,814株 20年6月期第1四半期  6,895,814株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油をはじめとする原料価格の高騰が続く中、米国を発端とす

る金融危機の影響を受け、個人消費の低迷と景気の減速の動向があり、先行不透明な状況にあります。

　医療用器具業界におきましては、医療保険財政負担を見直す流れのなかで平成20年４月から薬価改定、競争の激化

による専門業者の淘汰が始まりつつあります。

　このような状況の下、当社グループでは、①純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」及びハイプレッシャー

タイプ「パワードラクロス」のシェア拡大、②メカニカルタイプ血管内超音波プローブの一層の拡販、③ＯＣＴ診断

装置及びイメージングカテーテルの保険償還開始日である10月１日に向けた販売体制の整備、④ＳＲタイプのマイク

ラス社製脳動脈瘤治療用コイルの市場浸透を短期的な重点戦略として推進してまいりました。

　これらの重点戦略に注力したことで増収を達成することができた一方で、「連結財務諸表作成における在外子会社

の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）の適用に伴い、のれん償却負担が２

億９百万円増加しました。この結果、当第１四半期連結会計期間においては、売上高37億２千２百万円（前年同期比

12％増）、経常損失１億１千５百万円（前年同期は経常利益１億１千万円）、四半期純損失２億７千４百万円（前年

同期は四半期純利益１千万円）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

　臨床現場において非常に高い評価を受けている「ラクロス」が引き続き伸長し、ハイプレッシャータイプであ

る「パワードラクロス」の上市が大幅な販売増になりました。また血管内プローブにおけるメカニカルタイプ「レ

ボリューション」の拡販、脳動脈瘤治療用コイルにおけるＳＲタイプの上市により、それぞれ販売増となりまし

た。

　この結果、売上高は32億１千５百万円、営業利益は７億４千８百万円となりました。

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、医療施設内ネットワークシステム（グッドネット）の拡販に注力し、

またライトラボ社製ＯＣＴの販売が増加しました。またライトラボ・イメージング社における研究開発費用が引

き続き発生していることから営業損失が発生しました。

　この結果、売上高は５億７百万円、営業損失は９千９百万円となりました。

所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

① 日本

　臨床現場において非常に高い評価を受けている「ラクロス」が引き続き伸長し、ハイプレッシャータイプであ

る「パワードラクロス」の上市が大幅な販売増になりました。また血管内プローブにおけるメカニカルタイプ「レ

ボリューション」の拡販、脳動脈瘤治療用コイルにおけるＳＲタイプの上市により、それぞれ販売増となりまし

た。また医療用機器・その他事業におきましては、医療施設内ネットワークシステム（グッドネット）の拡販に

注力した結果、売上が伸長しました。

　この結果、売上高は36億７千５百万円、営業利益は13億４千４百万円となりました。

② 米国

　日本における10月からの保険償還開始に備えた在庫確保のため、ライトラボ・イメージング社との取引が増加

し、またアバンテック社開発製品の拡販による開発ロイヤリティ支払額の増加したことにより、セグメント間の

売上が増加しました。

　また、アバンテックヴァスキュラー社及びライトラボ・イメージング社において引き続き研究開発費用負担が

発生し、また「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号

　平成18年５月17日）の適用に伴いのれんの償却が発生したため、売上高は５億３百万円、営業損失は３億４千

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、日本本社からグッドマン・メディカル・アイルランド社への「ラクロス」及び

「パワードラクロス」の製造委託がさらに進む一方で、同社の黒字化により前期以前に発生した未実現損失の実

現及び当四半期未実現利益控除の負担が発生し、売上高は１億９千５百万円、営業損失は１億５千５百万円とな

りました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

(1）資産・負債及び純資産の状況　

① 資産

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年

５月17日）の適用に伴い、対象となる在外子会社の取得時期に遡って貸借対照表計上額を減額したこと等により、

のれんの計上額が前期末と比較して50億７千４百万円減少しました。

② 負債

　返済期日到来に伴う借入金返済により、長期借入金が前期末と比較して12億２千４百万円減少しました。また

償還期日到来に伴う社債償還により社債が前期末と比較して11億７千万円減少しました。また運転資金の調達に

より、短期借入金が10億円増加しました。

③ 純資産

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年

５月17日）の適用に伴うのれんの減額等により、利益剰余金が53億７百万円減少しました。また円高ドル安によ

る海外子会社貸借対照表の換算差額により為替換算調整勘定が７億３千３百万円減少しました。

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、10億６千８百万円と

なりました。

当第１四半期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す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期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２億９百万円の増加となりました。

これは主に、税金等調整前四半期純損失１億９千１百万円に対し、減価償却費１億７千２百万円、のれん償却額

２億２千６百万円、売上債権の減少２億２千８百万円等と資金が増加し、賞与引当金の減少１億１千２百万円、

利息の支払額１億４千３百万円等により資金が減少した結果であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは３億７千２百万円の減少となりまし

た。これは主に、有形固定資産の取得による支出４億７千５百万円等により資金が減少した結果であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期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13億９千４百万円の減少となりまし

た。これは主に短期借入金の純増額10億円、長期借入れによる収入５億４千５百万円等と資金が増加した一方で、

社債の償還による支出11億７千万円、長期借入金の返済による支出17億７千万円等により資金が減少した結果で

あります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の業績は概ね当初想定した範囲内で推移しております。平成20年10月からＯＣＴ診断装

置及びイメージングカテーテルの保険償還が開始され、またマイクラス社製コイルの市場への浸透及び自社製品の更

なる拡販が見込まれることから、平成20年８月19日に公表した第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想は変

更しておりません。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

該当事項はありません。

(2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。
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(3）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

・会計処理基準に関する事項の変更

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣

府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品については移動平均法による低価法、製品・原

材料・仕掛品については主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、商

品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、

製品・原材料・仕掛品については、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これにより、営業損失は35百万円、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失はそれぞれ８百万円増加しております。

３．「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これにより、

営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ209百万円増加しており、期首の利益剰余金は

5,032百万円減少しております。

・追加情報

１．有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社の機械装置については、従来、耐用年数を４～12年としておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より４～７年に変更しました。

　この変更は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、資産の利用状況を見直した結果、改正後の法人税法

に基づく耐用年数を採用したことによるものであります。これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半

期純損失に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,334,515 2,975,136

受取手形及び売掛金 3,886,864 4,143,253

商品及び製品 3,859,206 4,874,718

仕掛品 427,207 472,747

原材料 885,662 812,126

繰延税金資産 369,274 361,956

その他 755,054 694,634

貸倒引当金 △21,312 △21,896

流動資産合計 11,496,473 14,312,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,652,054 1,684,849

減価償却累計額 △862,512 △861,077

建物及び構築物（純額） 789,541 823,772

機械装置及び運搬具 658,333 823,763

減価償却累計額 △532,639 △596,285

機械装置及び運搬具（純額） 125,694 227,478

工具、器具及び備品 4,919,714 3,373,289

減価償却累計額 △1,271,554 △1,144,232

工具、器具及び備品（純額） 3,648,160 2,229,056

土地 1,270,096 1,270,096

有形固定資産合計 5,833,493 4,550,403

無形固定資産   

のれん 11,165,344 16,240,200

その他 1,592,304 2,315,386

無形固定資産合計 12,757,649 18,555,586

投資その他の資産   

長期貸付金 1,576,264 1,619,584

繰延税金資産 2,060,174 2,091,376

その他 982,211 1,135,677

貸倒引当金 △1,236,112 △1,269,902

投資その他の資産合計 3,382,536 3,576,735

固定資産合計 21,973,680 26,682,725

繰延資産 28,702 32,289

資産合計 33,498,855 41,027,692



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 956,686 938,756

短期借入金 12,800,000 11,800,000

1年内返済予定の長期借入金 7,922,076 4,499,520

1年内償還予定の社債 710,000 1,440,000

未払法人税等 40,873 712

賞与引当金 155,561 267,664

その他 799,895 747,991

流動負債合計 23,385,093 19,694,644

固定負債   

社債 1,020,000 1,460,000

長期借入金 2,997,851 7,645,394

退職給付引当金 73,973 63,717

固定負債合計 4,091,825 9,169,111

負債合計 27,476,918 28,863,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,738,779 6,738,779

資本剰余金 8,239,969 8,239,969

利益剰余金 △5,036,987 270,125

自己株式 △301,667 △301,667

株主資本合計 9,640,092 14,947,206

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △40,155 △24,176

繰延ヘッジ損益 △201,681 △116,418

為替換算調整勘定 △3,376,319 △2,642,674

評価・換算差額等合計 △3,618,156 △2,783,270

純資産合計 6,021,936 12,163,935

負債純資産合計 33,498,855 41,027,692



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,722,535

売上原価 1,571,732

売上総利益 2,150,802

販売費及び一般管理費 2,151,045

営業損失（△） △243

営業外収益  

受取利息 56,187

為替差益 22,771

その他 3,530

営業外収益合計 82,489

営業外費用  

支払利息 149,225

その他 48,301

営業外費用合計 197,526

経常損失（△） △115,279

特別利益  

投資有価証券売却益 2,305

特別利益合計 2,305

特別損失  

投資有価証券評価損 33,568

事業構造改善費用 29,068

その他 15,567

特別損失合計 78,204

税金等調整前四半期純損失（△） △191,178

法人税等 83,700

四半期純損失（△） △274,879



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △191,178

減価償却費 172,139

のれん償却額 226,197

繰延資産償却額 3,587

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33,789

賞与引当金の増減額（△は減少） △112,102

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,255

受取利息及び受取配当金 △56,187

支払利息 149,225

投資有価証券売却損益（△は益） △2,305

投資有価証券評価損益（△は益） 33,568

匿名組合投資損益（△は益） 9,548

為替差損益（△は益） 39,386

売上債権の増減額（△は増加） 228,095

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,443

仕入債務の増減額（△は減少） 6,248

その他の流動資産の増減額（△は増加） △25,899

その他の流動負債の増減額（△は減少） △50,709

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,827

その他 50,629

小計 352,438

利息及び配当金の受取額 32,523

利息の支払額 △143,947

法人税等の支払額 △31,364

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,649

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入 70,873

有形固定資産の取得による支出 △475,348

有形固定資産の売却による収入 692

無形固定資産の取得による支出 △6,781

その他の支出 △58,281

その他の収入 96,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △372,239

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,000,000

社債の償還による支出 △1,170,000

長期借入金の返済による支出 △1,770,680

長期借入れによる収入 545,694

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,394,986

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,608,235

現金及び現金同等物の期首残高 2,676,665

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,068,430



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に

基づいて作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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 3,215,238 507,296 3,722,535 － 3,722,535

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 3,215,238 507,296 3,722,535 － 3,722,535

営業利益又は営業損失（△） 748,802 △99,210 649,592 (649,835) △243

　（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

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９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）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,675,162 46,054 1,318 3,722,535 － 3,722,535

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 457,747 194,167 651,914 (651,914) －

計 3,675,162 503,802 195,485 4,374,449 (651,914) 3,722,535

営業利益又は営業損失（△） 1,344,997 △343,924 △155,858 845,215 (845,458) △243

　（注）　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

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高の合計が連結売上高の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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,320,386

Ⅱ　売上原価 1,363,137

売上総利益 1,957,249

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,735,956

営業利益 221,293

Ⅳ　営業外収益 52,278

Ⅴ　営業外費用 163,475

経常利益 110,096

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 5,038

税金等調整前四半期純利益 105,057

税金費用 94,218

四半期純利益 10,839

－ 1 －
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