
 

  
平成 21 年１月 30 日 

各      位 

会 社 名  株式会社グッドマン 
代表者名  代表取締役社長 山本 明 
（JASDAQ・コード 7535） 
問合せ先  
役職・氏名 取締役管理統括本部長 
      余語 岳仁 
電話 ０５２－７７４－４３５０ 

 

平成 21 年６月期第２四半期累計期間および通期（連結・単独）の業績予想の

修正及び特別損失の発生並びに役員報酬の削減に関するお知らせ 

 

平成21年６月第２四半期累計期間(平成20年７月１日～平成20年12月31日)および通期(平成20年７

月１日～平成21年６月30日)の業績予想について、平成20年８月19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するとともに特別損失についてお知らせいた

します。 

 

１．第２四半期累計期間業績予想の修正 （平成20年７月１日～平成20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） 9,000 1,200 770 270 

今回修正（Ｂ） 7,980 430 230 △330 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,020 △770 △540 △600 

増 減 率 △11.3% △64.2% △70.1% － 

前期（平成 19 年 12 月中間期）実績 7,733 510 459 △1,719 

 

（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） 8,500 1,100 670 400 

今回修正（Ｂ） 7,760 780 430 190 

増減額（Ｂ－Ａ） △740 △320 △240 △210 

増 減 率 △8.7% △29.1%  △35.8% △52.5% 

前期（平成 19 年 12 月中間期）実績 7,361 1,096 856 △1,367 



 

２．通期業績予想の修正 （平成20年７月１日～平成21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 3,500 2,600 1,150 

今回修正（Ｂ） 17,500 1,600 1,000 600 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,500 △1,900 △1,600 △550 

増 減 率 △12.5% △54.3% △61.5% △47.8% 

前期（平成 20 年６月期）実績 15,942 1,427 840 △2,288 

 

（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） 19,000 3,000 2,150 1,250 

今回修正（Ｂ） 17,000 2,400 1,500 1,220 

増減額（Ｂ－Ａ） △2,000 △600 △650 △30 

増 減 率 △10.5% △20.0%  △30.2% △2.4% 

前期（平成 20 年６月期）実績 15,195 2,093 1,376 △1,465 

 

（３）特別損失の発生及び修正理由 

連結業績について 

（売上高） 

当期において、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」及び新たに上市

しましたハイプレッシャータイプ「パワードラクロス」、ノンスリップタイプ「ラクロスＮＳＥ」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による販売の伸張、④マイクラス社製の次世代脳動脈瘤治療用コイル「セレ

サイト」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が、メカニカルタイプ血管内超音

波プローブが１億５千７百万円、また特に新規性の高いＯＣＴイメージングカテーテル類が２億３千１

百万円、及び脳動脈瘤治療用コイルが２億５千４百万円と当初の計画に対し未達となり、これらの販売

実績推移に基づき第２四半期累計期間予想及び通期予想を引き下げました。 

この影響により、第２四半期累計期間の連結売上高を 79 億８千万円（前回予想比 11.3％減、前年同期

比 3.2%増）といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれること

から、通期連結売上高を 175 億円（前回予想比 12.5％減、前年同期比 9.8％増）といたします。 

（営業利益） 

利益率の高い自社製造品の売上が計画に対し未達となったため、売上及び売上総利益率が低下し売上総

利益が減少したことから、第２四半期累計期間の連結営業利益を４億３千万円（前回予想比 64.2％減、

前年同期比 15.7％減）といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込

まれることから、通期連結営業利益を 16 億円（前回予想比 54.3％減、前年同期比 12.1％増）といたし

ます。 

（経常利益） 

営業利益の減少に対し、円高の進行により海外子会社において為替差益が発生したこと等により、第２

四半期累計の連結経常利益を２億３千万円（前回予想比 70.1％減、前年同期比 49.9％減）といたします。

なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、通期連結経常利益を

10 億円（前回予想比 61.5％減、前年同期比 19.0％増）といたします。 

 



 

（当期純利益） 

経常利益の減少が見込まれること及び、「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、ライトラボ・イメージング

社製品の日本における保険償還開始及び全世界累計売上２千万米ドル達成に対するマイルストン支払が

６億８千９百万円発生し、当該マイルストン取得総額をのれんの当初取得日から前期末に相当する償却

額として１億９千９百万円を過年度のれん償却額として特別損失に計上した結果、連結第２四半期純損

失を３億３千万円（前回予想は第２四半期純利益２億７千万円、前年同期は中間純損失 17 億１千９百万

円）といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、

当期連結純利益を６億円（前回予想比 47.8％減、前年同期は当期連結純損失 22 億８千８百万円）とい

たします。 

 

個別業績について 

（売上高） 

当社では、①純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」及び新たに上市しましたハイプレッシャ

ータイプ「パワードラクロス」、ノンスリップタイプ「ラクロスＮＳＥ」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

始による販売の伸張、④マイクラス社製の次世代脳動脈瘤治療用コイル「セレサイト」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が、メカニカルタイプ血管内超音波プローブが１億５千７

百万円、また特に新規性の高いＯＣＴイメージングカテーテル類が２億３千１百万円、及び脳動脈瘤治

療用コイル「セレサイト」が２億５千４百万円と当初の計画に対し未達となり、これらの販売実績推移

に基づき第２四半期累計期間予想及び通期予想を引き下げました。 

この影響により、第２四半期個別売上高を 77 億６千万円（前回予想比 8.7％減、前年同期比 5.4%増）

といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、通期

個別売上高を 170 億円（前回予想比 10.5％減、前年同期比 11.9％増）といたします。 

（営業利益） 

利益率の高い自社製造品の売上が計画に対し未達となったため、売上及び売上総利益率が低下し売上総

利益が減少したことから、中間個別営業利益を７億８千万円（前回予想比 29.1％減、前年同期比 28.8％

減）、といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、

通期個別営業利益予想を 24 億円（前回予想比 20.0％減、前年同期比 14.7％増）といたします。 

（経常利益） 

営業利益の減少に対し、円高の進行により海外子会社において為替差益が発生したこと等により、中間

個別経常利益を４億３千万円（前回予想比 35.8％減、前年同期比 49.8％減）といたします。なお、通期

につきましては、新規製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、通期個別経常利益を 15 億円（前

回予想比 30.2％減、前年同期比 9.0％増）といたします。 

（当期純利益） 

経常利益の減少が見込まれることから、第２四半期個別純利益を１億９千万円（前回予想比 52.5％減、

前年同期は中間純損失 13 億６千７百万円）といたします。なお、通期につきましては、新規製品のさら

なる市場浸透が見込まれることから、当期個別純利益を 12 億２千万円（前回予想比 2.4％減、前年同期

は当期純損失 14 億６千５百万円）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。 

 



 

３．役員報酬の削減について 

（１）役員報酬削減の内容 

・代表取締役社長  山本 明 役員報酬の 30%減額 

・取締役      増田 昭 役員報酬の 20%減額 

・取締役      大橋 透 役員報酬の 20%減額 

・取締役      余語岳仁 役員報酬の 20%減額 

 

（２）役員報酬削減となる期間 平成21年１月より６ヶ月間 

 

（３）役員報酬削減の理由 

当初予想を下回る第２四半期見込み及び通期予想になることを受け、責任の明確化の為、役員報酬の減額

を行います。 

事業の再構築を図り、高収益体質への転換を目指し、事業構造の抜本的な見直し、不採算事業の見直し等

について改革を行い、高収益体質への早期の転換をすべく全力をつくしてまいる所存です。 

 

 

（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 

 


