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役職・氏名 

取締役営業分掌兼経営企画室長 福井 洋輔 
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特別損失の発生及び平成 22 年６月期第２四半期累計期間および通期（連結・単

独）の業績予想の修正に関するお知らせ 

 

平成22年６月第２四半期累計期間(平成21年７月１日～平成21年12月31日)および通期(平成21年７月１日～平

成22年６月30日)の業績予想について、平成21年８月14日付当社「平成21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．特別損失の発生 

（１）特別損失の内容 

 平成22年６月期第２四半期 事業再編損 1,023百万円 

（２）計上に至った経緯 

 超音波血管内プローブ（ＩＶＵＳ）について販売取扱い終了による事業清算に伴う損失10億２千３百

万円を事業再編損として特別損失に計上いたしました。 

 

２．第２四半期累計期間業績予想の修正 （平成21年７月１日～平成21年12月31日） 

（１）連結 （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり

四半期純利益

前回予想（Ａ） 7,830 600 180 △74 △13.66 

今回修正（Ｂ） 7,321 106 △250 △964 △95.37 

増減額（Ｂ－Ａ） △509 △494 △430 △890 － 

増 減 率 △6.5 △82.3 － － － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年 6 月期第２四半期） 
7,977 429 235 △328 △50.22 

 

（２）個別 （単位：百万円） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり

四半期純利益

前回予想（Ａ） 6,990 920 500 280 18.80 

今回修正（Ｂ） 6,649 372 13 △614 △63.28 

増減額（Ｂ－Ａ） △341 △548 △487 △894 － 

増 減 率 △4.9 △59.6 △97.4 － － 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成 21 年６月期第２四半期） 
7,757 776 433 193 14.62 

 



 

３．通期業績予想の修正 （平成21年７月１日～平成22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 

１株当たり

当期純利益

前回予想（Ａ） 16,900 1,500 650 530 34.85 

今回修正（Ｂ） 16,900 1,280 650 530 34.85 

増減額（Ｂ－Ａ） － △220 － － － 

増 減 率 － △14.7 － － － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年６月期） 
17,292 1,300 583 △415 △61.44 

 

（２）個別 （単位：百万円） 

 
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

前回予想（Ａ） 14,700 2,200 1,350 750 55.03 

今回修正（Ｂ） 14,700 2,230 1,630 330 16.51 

増減額（Ｂ－Ａ） － 30 280 △420 － 

増 減 率 － 1.4 20.7 △56.0 － 

（ご参考）前期実績 

（平成 21 年６月期） 
16,744 1,909 1,131 293 15.56 

 

４．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」からなる「ラクロ

ス･シリーズ」のシェア拡大、②ＯＣＴ診断装置及びイメージングカテーテルの販売の伸張、③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、ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス・シリーズ」が１億２千５百万円、また、

ＯＣＴイメージングカテーテル類が１億６千１百万円、及び脳動脈瘤治療用コイルが９千８百万円、

また、病院の予算決定により納入時期が左右される病院内ネットワークシステム（グッドネット）が、

下期にずれ込んだことにより１億３千万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 73 億２千１百万円（前回予想比 6.5％減、前

年同期比 8.2%減）といたします。なお、通期につきましては、重点戦略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 169 億円（前回予想と同じ、前年同期比 2.3％減）といたしま

す。 

（営業利益） 

売上が計画に対し未達となったため、売上総利益が２億３千８百万円減少した一方で、取扱いが終

了した超音波血管内プローブ（ＩＶＵＳ）から、利益率の高い自社製品のＯＣＴ診断装置及びイメー

ジングカテーテルへの切り替えにより第２四半期累計期間では、前年同期の水準の売上総利益を確保

できるにいたりました。 

しかし、新規製品の治験ならびに承認申請のための研究開発費の増加および、戦略製品の急速な拡

販のために一時的に販売促進費等が増加したことにより、販管費が計画に対し２億５千６百万円増加

したことから、第２四半期累計期間の連結営業利益を１億６百万円（前回予想比 82.3％減、前年同期

比 75.3％減）といたします。なお、通期につきましては、重点戦略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 12 億８千万円（前回予想比 14.7％減、前年同期比 1.5％減）とい

たします。 



 

（経常利益） 

営業利益の減少と、研究開発費等の販管費の増加による影響を受けて、第２四半期累計期間の連結

経常損失を２億５千万円（前回予想は連結経常利益１億８千万円、前年同期は連結経常利益２億３千

５百万円）といたします。 

なお、通期につきましては、重点戦略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６億５千万円（前回予想と同じ、前年同期比 11.5％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、超音波血管内プローブ（ＩＶＵＳ）について販売取扱い終

了による事業清算に伴う損失 10 億２千３百万円を事業再編損として特別損失に計上した結果、第２四

半期累計期間の連結純損失を９億６千４百万円（前回予想は連結純損失７千４百万円、前年同期は連

結純損失３億２千８百万円）といたします。 

なお、通期につきましては、知的財産等の活用による特別利益を見込み、当期連結純利益を５億３

千万円（前回予想と同じ、前年同期は連結純損失４億１千５百万円）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」からなる「ラクロス･シリーズ」のシェア拡

大、②ＯＣＴ診断装置及びイメージングカテーテルの販売の伸張、③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、ＰＴ

ＣＡバルーンカテーテル「ラクロス・シリーズ」が１億２千５百万円、また、ＯＣＴイメージングカ

テーテル類が９千６百万円、及び脳動脈瘤治療用コイルが９千８百万円、また、病院の予算決定によ

り納入時期が左右される病院内ネットワークシステム（グッドネット）が、下期にずれ込んだことに

より１億３千万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個別売上高を 66 億４千９百万円（前回予想比 4.9％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、重点戦略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 147 億円（前回予想と同じ、前年同期比 12.2％減）といたし

ます。 

（営業利益） 

売上が計画に対し未達となったため、売上総利益が５億４千８百万円減少した一方で、取扱いが終

了した超音波血管内プローブ（ＩＶＵＳ）から、利益率の高い自社製品のＯＣＴ診断装置及びイメー

ジングカテーテルへの切り替えにより第２四半期累計期間では、前年同期の水準の売上総利益を確保

できるにいたりました。 

しかし、新規製品の治験ならびに承認申請のための研究開発費の増加および、戦略製品の急速な拡

販のために一時的に販売促進費等が増加したことにより、販管費が計画に対し２億５千１百万円増加

したことから、個別営業利益を３億７千２百万円（前回予想比 59.6％減、前年同期比 52.1％減）とい

たします。なお、通期につきましては、重点戦略製品のさらなる市場浸透が見込まれることから、通

期個別営業利益を 22 億３千万円（前回予想比 1.4％増、前年同期比 16.8％増）といたします。 

（経常利益） 

営業利益の減少と、研究開発費等の販管費の増加による影響を受けて、個別経常利益を 1 千３百万

円（前回予想比 97.4％減、前年同期比 97.0％減）といたします。 

なお、通期につきましては、重点戦略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 16 億３千万円（前回予想比 20.7％増、前年同期比 44.1％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、超音波血管内プローブ（ＩＶＵＳ）について販売取扱い終



 

了による事業清算に伴う損失 10 億２千３百万円を事業再編損として特別損失に計上した結果、個別純

損失を６億１千４百千万円（前回予想は個別純利益２億８千万円、前年同期は個別純利益１億９千３

百万円）といたします。 

なお、通期につきましては、当期個別純利益を３億３千万円（前回予想比 56.0％減、前年同期比

12.6％増）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 

 


