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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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 ％

23年6月期第1四半期 3,206 △7.9 48 ― △234 ― △215 ―

22年6月期第1四半期 3,480 △6.5 △39 ― △169 ― △219 ―

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

23年6月期第1四半期 △23.20 ―

22年6月期第1四半期 △23.57 ―

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

23年6月期第1四半期 29,821 5,479 18.4 224.14
22年6月期 34,023 6,966 20.5 326.70

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  5,479百万円 22年6月期  6,966百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  

（注）上記「配当の状況」は普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式の配当の状況については、後述の
「種類株式の配当の状況」をご覧ください。 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年6月期 ― 0.00 ― 13.00 13.00
23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

7,240 △1.1 360 239.6 110 ― 15 ― △5.56

通期 14,990 2.3 1,170 29.4 680 353.3 270 △48.7 11.01



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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２ページ【１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報】（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３ページ「２.その他の情報」をご覧ください。）

新規 1社 （社名
グッドマン医療器械国際貿易（上海）
有限公司

）、 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） 23年6月期1Q 11,042,926株 22年6月期  11,042,926株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  147,074株 22年6月期  139,174株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 10,902,435株 22年6月期1Q 10,903,757株



種類株式の配当の状況  

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

  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 合計 

 Ａ種優先株式 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22 年６月期 － 0.00 － 403.84  403.84  

23 年６月期 －       

23 年６月期

（予想） 
 0.00 － 150.00 150.00 
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（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わが国経済は、海外経済の改善や、緊急経済対策を始めとする政策の効果を

背景に、自立的な回復が見られたものの、円高の進行など依然として先行き不透明な状況が続いております。 

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22年４月に、医療機器における

公定価格である特定保険医療材料の償還価格が改定され、当社取扱い製品の価格にも影響がありました。同時に、循

環器系内科症例は高齢化や患者の負担軽減のため漸増、質的および量的にも構造の変化が顕著となりつつある中、今

まで以上に安価で有用性・機能性に富み、かつ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。 

このような状況の下、当社グループでは純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」の改良版“ＬＡＯ

Ｈ”シリーズの順次投入に加え、市場からの評価が高く、販売好調なノンスリップタイプ「ラクロスＮＳＥ」、ＯＣ

Ｔ診断装置及びイメージングカテーテル、新製品を上市したマイクラス社製脳動脈瘤治療コイル「ＤＥＬＴＡ」を今

期の重点戦略製品として拡販に注力してまいりました。 

また、メーカーとして重要戦略項目である研究開発活動については、仕分作業によりプロジェクトの優先順位を

明確にし、スピード感を持って進めております。特に、近年 も注力してきたベアメタルステント「ＶＩＶＡＬ」の

上市を控え、パイプライン戦略がより具体化してまいりました。 

各重点戦略製品の拡販・市場浸透は順調に伸長してきておりますが、平成22年４月に実施された特定保険医療材

料の償還価格の改定を受け、結果として当第１四半期連結会計期間においては、売上高32億６百万円（前年同期比

7.9％減）、経常損失２億３千４百万円（前年同期は経常損失１億６千９百万円）、四半期純損失２億１千５百万円

（前年同期は四半期純損失２億１千９百万円）となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高、営業利益、経常損失及び四半期純損失は以下のとおりとなりま

した。 

  

① 売上高 

マイクラス社製脳動脈治療用コイルの新シリーズ“ＤＥＬＴＡ”の上市、「ラクロスシリーズ」の改良版タイプ

の「ラクロスＬＡＯＨ」を順次投入することにより、数量ベースでは増加いたしました。一方では、平成22年４月に

おいて、特定保険医療材料の償還価格の改定が実施され、当社取扱い製品の販売価格が下落いたしました。 

この結果として、売上高は32億６百万円（前年同期比7.9％減）となりました。 

   

② 営業利益 

売上高の減少を原価低減で補うことができず、売上総利益は19億６千万円（前年同期比11.8％減）となりまし

た。 

一方販売費及び一般管理費は、当第１四半期連結会計期間において特別賞与、役員退職金の支給といった特別要

因が計７千８百万円発生いたしましたが、前連結会計年度において、当社の連結子会社であったライトラボ・イメー

ジング社の株式をセント・ジュード・メディカル・カーディオロジー・ディビジョン社へ譲渡したことに伴い、同社

の販売費及び一般管理費、前年同期実績４億２千５百万円の減少となり、経費抑制にも努めた結果、営業利益は４千

８百万円（前年同期は営業損失３千９百万円）となりました。 

  

③ 経常損失 

営業外費用においては、有利子負債の圧縮効果により前年同期から減少し、支払利息１億２千万円、円高の進行

による外貨資産の評価替えに伴い、為替差損１億１千２百万円を計上した結果、経常損失は２億３千４百万円（前年

同期は経常損失１億６千９百万円）となりました。 

  

④ 四半期純損失 

特別損失について、時価のある投資有価証券の時価評価による損失８百万円、貸出医療機器の使用中止に伴う除

却損６百万円を計上したこと等により、四半期純損失は２億１千５百万円（前年同期は四半期純損失２億１千９百万

円）となりました。 

  

（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 

 前連結会計年度において、当社の連結子会社であるライトラボ・イメージング社の株式をセント・ジュード・メデ

ィカル・カーディオロジー・ディビジョン社へ譲渡したこと等に伴い、前連結会計年度末と比較して、現金預金が28

億４千万円増加、未収入金が前連結会計年度末と比較して70億８千９百万円減少し、のれんの計上額が４億８千２百

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



万円減少いたしました。 

  

② 負債 

 リファイナンスの見直しにより、短期借入金は前連結会計年度末と比較して35億５千１百万円減少し、長期借入金

が13億２百万円増加、償還期日到来に伴う社債償還により社債が１億７千万円減少いたしました。 

  

③ 純資産 

 純資産の主な変動要因は、配当金支払による利益剰余金５億４千５百万円減少、円高に伴う為替換算調整勘定６億

４千６百万円減少によるものであります。 

 この為替換算調整勘定は連結財務諸表固有の項目であり、為替レートの変動に伴い金額が増減しますが、損益に影

響を及ぼすことはありません。 

   

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、59億７千７百万円とな

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16億１百万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２億４千６百万円に対し、減価償却費１億３千８百万円、のれん償却額１億５千

６百万円、売上債権の減少１億２千万円等により資金が増加し、たな卸資産の増加額６億５千４百万円、利息の支払

額１億８百万円、法人税等の支払額８千８百万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41億１千１百万円の増加となりまし

た。これは主に子会社株式の売却による収入45億３千５百万円等により資金が増加し、有形固定資産の取得による支

出１億４千４百万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29億９千３百万円の減少となりまし

た。これは主に長期借入れによる収入21億５千万円により資金が増加し、短期借入金の純減額35億５千１百万円、長

期借入金の返済による支出８億４千７百万円、社債の償還による支出１億７千万円、配当金の支払額５億１千５百万

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 

 償還価格改定の影響はあるものの、現状は各重点戦略製品の拡販・市場浸透を着実に達成しており、平成22年８月

13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  当第１四半期連結会計期間より、海外事業拠点としての重要性が増すと見込まれることから、グッドマン医療器

械国際貿易（上海）有限公司を連結の範囲に含めております。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。 

  ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。 

  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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

２．その他の情報



１．会計処理基準に関する事項の変更 

 (資産除去債務に関する会計基準等の適用) 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。  

 これにより、営業利益は186千円減少、経常損失は186千円増加し、税金等調整前四半期純損失は3,397千円増

加しております。 

  

２．表示方法の変更 

 (四半期連結損益計算書) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目で表示しております。

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  



３．四半期連結財務諸表 
（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22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22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,143,438 3,302,546

受取手形及び売掛金 3,196,075 3,280,848

商品及び製品 4,606,525 3,933,376

仕掛品 283,783 306,365

原材料及び貯蔵品 511,471 434,273

繰延税金資産 906,678 857,486

その他 608,715 7,662,391

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 16,256,588 19,777,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,688,540 1,664,225

減価償却累計額 △955,623 △933,406

建物及び構築物（純額） 732,917 730,818

機械装置及び運搬具 522,403 513,385

減価償却累計額 △441,904 △444,503

機械装置及び運搬具（純額） 80,498 68,882

工具、器具及び備品 1,677,605 1,675,380

減価償却累計額 △1,196,718 △1,156,870

工具、器具及び備品（純額） 480,886 518,509

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 955,172 925,789

減価償却累計額 △270,111 △224,553

リース資産（純額） 685,060 701,236

建設仮勘定 69,518 39,982

有形固定資産合計 3,318,978 3,329,525

無形固定資産   

のれん 6,718,380 7,200,419

その他 844,873 891,799

無形固定資産合計 7,563,253 8,092,219

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,267,576 1,319,864

その他 1,440,320 1,515,941

貸倒引当金 △92,975 △99,999

投資その他の資産合計 2,614,922 2,735,806

固定資産合計 13,497,154 14,157,551

繰延資産 67,843 88,391

資産合計 29,821,585 34,023,130
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,343,427 1,356,311

短期借入金 9,499,000 13,050,000

1年内返済予定の長期借入金 3,560,956 3,609,708

1年内償還予定の社債 750,000 920,000

リース債務 202,777 190,948

未払法人税等 21,316 104,525

賞与引当金 205,577 395,817

デリバティブ債務 2,596,302 2,480,394

その他 632,540 768,420

流動負債合計 18,811,897 22,876,126

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 4,747,703 3,396,732

リース債務 598,875 607,452

退職給付引当金 83,154 76,720

固定負債合計 5,529,732 4,180,904

負債合計 24,341,630 27,057,030

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,738,771 8,738,771

資本剰余金 10,239,961 10,239,961

利益剰余金 △5,447,634 △4,661,291

自己株式 △305,404 △301,716

株主資本合計 13,225,694 14,015,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,542 △7,948

繰延ヘッジ損益 △973,907 △922,559

為替換算調整勘定 △6,765,289 △6,119,117

評価・換算差額等合計 △7,745,739 △7,049,625

純資産合計 5,479,955 6,966,099

負債純資産合計 29,821,585 34,023,130
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（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,480,583 3,206,537

売上原価 1,258,320 1,246,062

売上総利益 2,222,262 1,960,474

販売費及び一般管理費 2,262,042 1,911,647

営業利益又は営業損失（△） △39,780 48,826

営業外収益   

受取利息 1,864 4,344

雑収入 － 8,234

受取補償金 85,000 －

その他 6,220 6,072

営業外収益合計 93,085 18,650

営業外費用   

支払利息 155,144 120,368

為替差損 24,490 112,761

その他 43,343 68,405

営業外費用合計 222,978 301,535

経常損失（△） △169,673 △234,058

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,023

特別利益合計 － 7,023

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8,748

固定資産売却損 48,768 1,122

固定資産除却損 － 6,337

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,210

その他 415 －

特別損失合計 49,184 19,418

税金等調整前四半期純損失（△） △218,857 △246,453

法人税等 290 △31,367

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △215,086

四半期純損失（△） △219,147 △215,086
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22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（△） △218,857 △246,453

減価償却費 197,681 138,795

のれん償却額 197,793 156,868

繰延資産償却額 20,548 20,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） △629 △7,023

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,821 △190,240

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,103 6,433

受取利息及び受取配当金 △1,864 △4,345

支払利息 155,144 120,368

デリバティブ評価損益（△は益） － 29,521

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,748

有形固定資産除却損 － 6,337

有形固定資産売却損益（△は益） 48,768 1,122

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,210

為替差損益（△は益） 59,892 10,207

売上債権の増減額（△は増加） 869,278 120,575

たな卸資産の増減額（△は増加） △78,046 △654,016

仕入債務の増減額（△は減少） △757 △119,657

その他の流動資産の増減額（△は増加） 334,753 2,268,123

その他の流動負債の増減額（△は減少） 73,516 156,881

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,822 △12,934

その他 118,261 △18,525

小計 1,643,943 1,794,546

利息及び配当金の受取額 1,863 4,344

利息の支払額 △185,590 △108,926

法人税等の支払額 △37,004 △88,929

法人税等の還付額 6,146 394

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,429,358 1,601,429

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 － △16,918

通貨スワップ等の解約による支出 － △260,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 4,535,169

有形固定資産の取得による支出 △68,143 △144,108

有形固定資産の売却による収入 88,819 26,863

無形固定資産の取得による支出 △19,900 △1,960

長期貸付金の回収による収入 － 3,839

その他の支出 △60,646 △37,212

その他の収入 451 5,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △59,419 4,111,224
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △360,000 △3,551,000

社債の償還による支出 △170,000 △170,000

長期借入れによる収入 － 2,150,000

長期借入金の返済による支出 △694,083 △847,781

自己株式の取得による支出 △8 △3,687

リース債務の返済による支出 △38,390 △55,220

配当金の支払額 △10,729 △515,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,273,212 △2,993,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △164,603 95,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,877 2,814,380

現金及び現金同等物の期首残高 4,117,421 3,136,256

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 26,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,049,544 5,977,146
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 該当事項はありません。 

  

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 （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、血管内ＯＣＴイメージワ

イヤー等 

(2）医療用機器・その他事業…………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ＯＣＴイメージングシステム等 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

 （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 

  

〔海外売上高〕  

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21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。 

  

  

〔セグメント情報〕 

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 当社グループは、循環器用の医療器材・機器の輸入、開発、製造、販売並びにこれらの付随業務を事業内容

とする単一事業であります。 

 製品別の販売状況、会社別の利益などの分析は行っておりますが、事業戦略の意思決定、研究開発を中心と

した経営資源の配分は当社グループ全体で行っております。したがって、事業セグメントは単一であるため、

記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
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  3,075,440  405,142  3,480,583  －  3,480,583

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,075,440  405,142  3,480,583  －  3,480,583

営業利益又は営業損失（△）  655,194  △106,734  548,459 (588,239)  △39,780

  
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  3,210,594  269,989  －  3,480,583  －  3,480,583

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,409  528,987  126,070  657,467 (657,467)  －

計  3,213,003  798,976  126,070  4,138,050 (657,467)  3,480,583

営業利益又は営業損失（△）  749,264  △218,302  △8,583  522,378 (562,158)  △39,780



  

〔追加情報〕 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（１）経営管理上重要な指標の推移 

 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．第35期第１四半期連結累計(会計)期間および第36期第１四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載して

おりません。  

４．補足情報

回次 
第35期

第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第36期
第１四半期連結 
累計(会計)期間 

第35期 

会計期間 
自平成21年７月１日
至平成21年９月30日 

自平成22年７月１日
至平成22年９月30日 

自平成21年７月１日
至平成22年６月30日 

売上高（千円）  3,480,583  3,206,537  14,659,016

経常利益又は経常損失

（△）（千円） 
 △169,673  △234,058  150,297

四半期純損失（△）又は当

期純利益（千円） 
 △219,147  △215,086  526,540

純資産額（千円）  5,689,063  5,479,955  6,966,099

総資産額（千円）  33,381,815  29,821,585  34,023,130

１株当たり純資産額（円）  215.64  224.14  326.70

１株当たり四半期純損失金

額（△）又は１株当たり当

期純利益金額（円） 

 △23.57  △23.20  34.53

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額

（円） 

 －  －  33.30

自己資本比率（％）  16.9  18.4  20.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 1,429,358  1,601,429  2,460,427

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 △59,419  4,111,224  △1,240,912

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千

円） 

 △1,273,212  △2,993,627  △1,864,085

現金及び現金同等物の四半

期末（期末）残高（千円） 
 4,049,544  5,977,146  3,136,256

従業員数（人）  524  516  505



  

（２）生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、循環器用の医療器材・機器の輸入、開発、製造、販売並びにこれらの付随業務を事業内容とす

る単一セグメントであり、当第１四半期連結会計期間の生産、受注及び販売の状況は次のとおりです。  

  

①生産実績 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

②商品仕入実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

④販売実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

なお、主な相手先別の販売実績の総販売実績に対する割合は、100分の10未満であるため、主な相手先別の販売

実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合については記載を省略しております。 

  

区分 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  728,615  △25.7

合計（千円）  728,615  △25.7

区分 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  1,069,896  136.8

合計（千円）  1,069,896  136.8

区分 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  3,206,537  △7.9

合計（千円）  3,206,537  △7.9
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