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1.  平成23年6月期第3四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成23年3月31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3四半期 10,703 △5.8 919 646.0 399 ― 58 ―

22年6月期第3四半期 11,358 △10.9 123 △84.0 △440 ― △1,277 ―

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3四半期 △3.18 ―

22年6月期第3四半期 △127.45 ―

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3四半期 28,453 5,231 18.4 243.37
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3四半期  5,231百万円 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 ― 0.00 ―

23年6月期 
（予想）

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、対前期増減率）

（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

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  無  

（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下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】５ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年6月期3Q 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3Q  160,501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3Q 10,894,370株 22年6月期3Q 10,903,754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 － 0.00 －    

23 年６月期

（予想） 
   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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジアの新興国を中心とする海外の景気回復により持ち直し

の動きがみられたものの、急速に進行した円高の影響や原油価格の高騰に加えてわが国に甚大な被害をもたらした東

日本大震災の発生など景気が下振れするリスクが存在する状況にあります。 

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、前連結会計年度に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・ディビジョン社に譲渡し財務体質の改善強化を図ったうえ

で、当期を中期経営計画元年と位置づけ、2010年９月に公表した「中長期計画 Ｖｉｓｉｏｎ 2016」において、

(ⅰ）「既存製品の拡販」、(ⅱ）「開発パイプラインの明確化・スピードアップ」、(ⅲ）「新事業分野への進

出」、(ⅳ）「海外市場における本格的な事業展開」、を重要テーマとして掲げ、後述の中国天健医療社への出資な

ど計画的に経営資源を投下してまいりました。 

  

(ⅰ）「既存製品の拡販」 

 純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテル「ラクロス」の改良版「ＬＡＯＨ」シリーズの順次投入に加え、臨床現場から

の評価が高く、差別化できる特徴を持ったノンスリップタイプ「ラクロスＮＳＥ」、ＯＣＴ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」シリーズを今期の重点戦略製品

として拡販に注力しています。 

また、造影カテーテル、Ｙコネクターなどの検査用消耗品群につきましても、引き続き臨床現場の要求に応える

べく改良を重ねるとともに原価低減の企業努力を行うことで拡販に注力いたしました。 

  

(ⅱ）「開発パイプラインの明確化・スピードアップ」 

 医療用機器の開発企業としての生命線である研究開発項目は、仕分作業により優先順位を明確にするとともに、開

発活動のリエンジニアリングを行うことで、一層の開発期間の短縮に向けた取り組みを継続しております。また、近

年の 注力製品であったベアメタルステント「ＶＩＶＡＬ」が2010年11月に欧州全域における薬事承認（以下、ＣＥ

マークという）を取得いたしました。今後は、日米を除く世界市場への展開を見込んでおります。 

 なお、同ステントは、日本においても治験実施中であり、2012年末頃から2013年初頃の薬事承認取得を見込んでお

ります。 

  

(ⅲ）「新事業分野への進出」 

 冠動脈用カテーテルの製造開発ノウハウを他の分野へ応用開発する潮流が広まり、それとともに冠動脈治療におい

て手技に熟練した臨床医も他分野へのカテーテル治療に取組み始めています。 

 当社においても、将来的に高い市場成長が見込まれる他分野、特に、下肢・末梢血管治療分野（以下、ペリフェラ

ル分野という）等について、自社開発品及び他社製品の導入の両面での市場進出を計画・実行に移しております。 

 新規事業分野進出のための他社製品として、2010年11月にフレキシブル・ステンティング・ソリューションズ社

と、ペリフェラル分野用ステントの国内独占販売契約を締結致しました。同分野において現時点で日本の薬事承認を

取得している製品は存在しないことから、日本市場への先取参入を図り、市場のパイオニアを目指してまいります。

  

(ⅳ）「海外市場における本格的な事業展開」 

 中国では段階的に国民皆保険制度が導入されており、広くカテーテル治療が行われ始めたことから年率30％以上の

市場成長が見込まれております。2015年頃には年間100万症例への到達が見込まれ、症例数ベースで米国市場を超え

るのは確実視されています。 

 当社が、2010年３月に伊藤忠商事株式会社と共同で、出資、業務提携をしました天健医療社に対して、2011年３月

には、株式の第三者割当増資の引受を決定し、当社の持分比率を従来の3.0％から10.0％へと引き上げました。 

 この資本・業務提携により、当社の医療機器市場における「開発」「製造」「品質」に関するノウハウを天健医療

社に技術移管することで、協業関係を強化し中国事業展開を総合的に推進する計画であります。 

 天健医療社では、2010年７月に中国における次世代薬剤溶出ステントの薬事承認申請を完了しており、早期の承認

取得を見込んでおり、薬事承認取得後は、天健医療社製次世代薬剤溶出ステントを核に、グッドマン医療器械国際貿

易(上海)有限公司の販売ネットワークを活用し、当社製品を広く拡販する計画であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



 当社グループでは、上記の取組み方針に沿って経営資源を集中的に投下し、拡販と更なるコスト削減に努めた結

果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高107億３百万円（前年同期比5.8％減）、営業利益９億１千９百万円

（前年同期比646.0％増）、経常利益３億９千９百万円（前年同期は経常損失４億４千万円）、四半期純利益５千８

百万円（前年同期は四半期純損失12億７千７百万円）となりました。 

  

① 売上高 

（ⅰ)保険償還価格の改訂 

 2010年４月に保険償還価格（いわゆる薬価）の改訂が行われ、当社の主力製品でありますＰＴＣＡバルーンカテー

テルを中心に価格の引下げが行われる一方で、新製品「ＬＡＯＨ」の上市、特徴を持った「ＮＳＥ」の順調な販売推

移といった好材料により、数量ベースでは7.5％増を達成し、保険償還価格下落の影響を緩和することができまし

た。 

（ⅱ）脳動脈瘤治療用コイルの大幅伸長 

 2010年６月に、基本形状を変更し操作性を向上させた「ＤＥＬＴＡ」シリーズを上市いたしました。加えて、これ

まで頭頚部の塞栓術に限られていたコイルの使用目的が、四肢・抹消部血管の塞栓術にまで適用拡大されました。こ

れにより、前年同四半期連結累計期間比で、82.6%増を達成し、保険償還価格下落の影響を食い止めることができま

した。 

（ⅲ）検査用消耗品類の継続的改良及び原価低減努力 

 治療用カテーテル類に比べ低価格の検査用消耗品を収益安定のための製品群と位置づけ、臨床現場の要求に応える

べく継続的な改良を行うとともに、価格競争力の向上のために製造原価低減に注力しました。 

 臨床現場から高評価を得ている血管造影カテーテルは、第２四半期連結累計期間中に、販売開始以来の累計販売本

数で400万本を達成いたしました。また、臨床現場からの高評価を得ているＹコネクターも継続的改良及び原価低減

努力により、引き続き、販売増加傾向を維持しております。その他の検査用消耗品類への注力により、保険償還価格

下落の影響を緩和することができました。 

 なお、当第３四半期累計期間における東日本大震災による業績への影響は軽微であります。  

 以上の結果、売上高は107億３百万円（前年同期比5.8％減）となりました。 

   

② 営業利益 

（ⅰ）ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡 

 前年同四半期連結累計期間において負担していたライトラボ・イメージング社の事業運営費用、開発費、及び同社

がボルケーノ社に対して提起していた係争費用は、前連結会計年度に同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・ディビジョン社に譲渡したことにより、当第３四半期連結累計期間の負担から除外されることにな

り、前年同期実績13億９千１百万円の経費負担が減少しております。 

（ⅱ）経費削減努力 

 ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡による経費低減のほか、当社グループを挙げて経費の見直し、抑制に努

めました。また、研究開発、新規事業導入開発、治験・薬事承認、その他本部機能の業務棚卸を行いリエンジニアリ

ングによる労働生産性の向上に努めることにより、経費の低減を図りながらも新製品改良開発、新規事業開発ともに

中長期計画に沿って進捗させることができました。   

 以上のとおり、販売費及び一般管理費の削減・抑制に努めた結果、営業利益は９億１千９百万円（前年同期比

646.0％増）となりました。  

   

③ 経常利益 

 ライトラボ・イメージング社の株式を譲渡し有利子負債の削減を進めたことから、支払利息が前年同期比から減少

し３億３千万円となりました。一方で、外貨建で収受したライトラボ・イメージング社の株式の譲渡代金を米国から

日本に送金する際の一時的な円高の進行、及び外貨建債務の評価替等の影響等により為替差損２億３千２百万円が発

生しました。なお、今後につきましては、上記送金取引からの為替損失の発生は見込んでおりません。 

 以上の結果、大きな為替差損を発生しながらも一定の利益確保を行なうことができ、経常利益は３億９千９百万円

（前年同期は経常損失４億４千万円）となりました。 

  

④ 四半期純利益 

 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、借入金返済に伴う契約の見直しによ

り金利スワップ契約の一部中途解約に伴う損失８千８百万円、貸出医療機器の使用中止に伴う除却損２千３百万円、

四半期特有の処理に基づく税金費用２億６千２百万円を計上したこと等により、四半期純利益は５千８百万円（前年

同期は四半期純損失12億７千７百万円）となり、前年同期と比べ13億３千５百万円改善いたしました。 

  



（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 

 ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡代金の入金と有利子負債削減による支出等の結果、現預金が12億３千１

百万円増加いたしました。 

 加えて、ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡代金の入金により、前連結会計年度末において計上されていた

未収入金が63億７千７百万円減少しております。 

 また、のれん残高が、「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）の適用等の影響により８億３百万円減少いたしました。 

 また、前連結会計年度において、ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡に伴い、同社ののれん残高12億３千２

百万円が減少したことにより当期の償却負担が軽減されました。 

  

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55億３千６百万円減少し、長期借入金

が21億５千１百万円増加、社債が３億８千万円増加いたしました。 

 また、ライトラボ・イメージング社の株式の譲渡による有利子負債削減効果により、負債は前連結会計年度末と比

較して38億３千５百万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、Ａ種優先株式の取得及び消却によ

る利益剰余金６億１千６百万円減少、円高に伴う為替換算調整勘定７億７百万円減少によるものであります。 

 当第３四半期連結累計期間における四半期純利益は第２四半期連結累計期間から１億３千４百万円増加しており、

利益剰余金は季節変動も含め改善いたしております。 

 また、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

影響を及ぼす事はありません。 

  

２.キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、43億６千８百万円となり

ました。 

 当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは20億８百万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利益３億２千１百万円に対し、減価償却費３億９千万円、のれん償却額４億６千７百万

円等により資金が増加し、売上債権の増加額２億６千８百万円、たな卸資産の増加額７億７千５百万円等により資金

が減少した結果であります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは34億３千６百万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42億６千１百万円等により資金が増加し、通貨スワップ等の解約による支出

２億６千万円、金利スワップ等の解約による支出１億９千２百万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３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは43億６千６百万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57億５千万円により資金が増加し、短期借入金の純減額55億３千６百万円、長期借

入金の返済による支出35億９千８百万円、社債の償還による支出８億７千万円、配当金の支払額５億４千６百万円等

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 

  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３四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 

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) 

 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553千円減少、経常利益は553千円減少し、税金等調整前四半期純利益は3,763千円減

少しております。 

  

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３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」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。 

  

  

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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 4,534,515 3,302,546

受取手形及び売掛金 3,584,321 3,280,848

商品及び製品 4,672,289 3,933,376

仕掛品 333,065 306,365

原材料及び貯蔵品 528,152 434,273

繰延税金資産 794,712 857,486

その他 1,261,650 7,662,391

貸倒引当金 △100 △100

流動資産合計 15,708,607 19,777,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,769,334 1,664,225

減価償却累計額 △992,653 △933,406

建物及び構築物（純額） 776,681 730,818

機械装置及び運搬具 429,297 513,385

減価償却累計額 △362,450 △444,503

機械装置及び運搬具（純額） 66,846 68,882

工具、器具及び備品 1,683,017 1,675,380

減価償却累計額 △1,258,549 △1,156,870

工具、器具及び備品（純額） 424,468 518,509

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 944,464 925,789

減価償却累計額 △360,055 △224,553

リース資産（純額） 584,409 701,236

建設仮勘定 94,953 39,982

有形固定資産合計 3,217,455 3,329,525

無形固定資産   

のれん 6,396,858 7,200,419

その他 790,079 891,799

無形固定資産合計 7,186,937 8,092,219

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,231,970 1,319,864

その他 1,139,109 1,515,941

貸倒引当金 △88,521 △99,999

投資その他の資産合計 2,282,558 2,735,806

固定資産合計 12,686,951 14,157,551

繰延資産 57,883 88,391

資産合計 28,453,441 34,023,130



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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 1,160,711 1,356,311

短期借入金 7,513,166 13,050,000

1年内返済予定の長期借入金 2,939,513 3,609,708

1年内償還予定の社債 350,000 920,000

リース債務 203,051 190,948

未払法人税等 257,203 104,525

賞与引当金 214,307 395,817

デリバティブ債務 2,072,139 2,480,394

その他 667,993 768,420

流動負債合計 15,378,085 22,876,126

固定負債   

社債 1,050,000 100,000

長期借入金 6,218,763 3,396,732

リース債務 490,770 607,452

退職給付引当金 83,879 76,720

固定負債合計 7,843,412 4,180,904

負債合計 23,221,498 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 △5,789,847 △4,661,291

自己株式 △311,127 △301,716

株主資本合計 12,877,757 14,015,724

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,367 △7,948

繰延ヘッジ損益 △815,651 △922,559

為替換算調整勘定 △6,826,796 △6,119,117

評価・換算差額等合計 △7,645,814 △7,049,625

純資産合計 5,231,943 6,966,099

負債純資産合計 28,453,441 34,023,130



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 11,358,302 10,703,411

売上原価 4,189,475 4,470,514

売上総利益 7,168,826 6,232,897

販売費及び一般管理費 7,045,564 5,313,328

営業利益 123,262 919,569

営業外収益   

受取利息 4,662 9,374

受取手数料 － 7,721

雑収入 － 8,234

デリバティブ評価益 － 124,242

受取補償金 85,000 －

その他 37,172 20,296

営業外収益合計 126,834 169,868

営業外費用   

支払利息 444,492 330,334

為替差損 114,737 232,078

その他 131,166 127,188

営業外費用合計 690,396 689,601

経常利益又は経常損失（△） △440,298 399,836

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 11,488

前期損益修正益 － 34,312

その他 － 220

特別利益合計 － 46,021

特別損失   

投資有価証券評価損 － 8,293

固定資産売却損 48,768 1,122

固定資産除却損 － 23,122

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,210

事業再編損 1,023,210 －

金利スワップ解約損 190,000 88,095

その他 39,500 990

特別損失合計 1,301,479 124,834

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△1,741,778 321,024

法人税等 △464,728 262,156

少数株主損益調整前四半期純利益 － 58,867

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,277,049 58,867



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△1,741,778 321,024

減価償却費 481,106 390,872

のれん償却額 617,851 467,514

繰延資産償却額 61,645 56,879

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27,963 △11,477

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,525 △181,509

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,509 7,158

受取利息及び受取配当金 △4,844 △9,558

支払利息 444,492 330,334

金利スワップ解約損 190,000 88,095

デリバティブ評価損益（△は益） － △124,242

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,293

事業再編損失 1,023,210 －

前期損益修正損益（△は益） － △34,312

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） 8,921 11,820

有形固定資産売却損益（△は益） 48,768 1,122

有形固定資産除却損 18,517 23,122

売上債権の増減額（△は増加） 781,280 △268,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △511,303 △775,690

仕入債務の増減額（△は減少） 508,126 △298,864

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,640 2,504,431

その他の流動負債の増減額（△は減少） 45,017 △21,075

未払消費税等の増減額（△は減少） △62,577 △81,432

その他 520,125 8,366

小計 2,390,219 2,415,976

利息及び配当金の受取額 4,835 8,300

利息の支払額 △535,612 △293,364

法人税等の支払額 △71,376 △123,179

法人税等の還付額 6,167 408

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,794,233 2,008,141

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 △27,327 △16,918

金利スワップ等の解約による支出 △190,000 △192,250

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

－ 4,261,868

有形固定資産の取得による支出 △340,463 △287,183

有形固定資産の売却による収入 250,649 39,571

無形固定資産の取得による支出 △44,793 △4,569

定期預金の預入による支出 △34,202 △32

長期貸付金の回収による収入 － 11,157

その他の支出 △76,400 △126,603

その他の収入 66,188 11,507

投資活動によるキャッシュ・フロー △396,347 3,436,547



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31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） 136,600 △5,536,834

社債の発行による収入 － 1,223,629

社債の償還による支出 △390,000 △870,000

長期借入れによる収入 1,800,000 5,750,000

長期借入金の返済による支出 △3,538,778 △3,598,164

自己株式の取得による支出 △8 △625,566

リース債務の返済による支出 △122,268 △163,065

配当金の支払額 △10,729 △546,665

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,125,184 △4,366,666

現金及び現金同等物に係る換算差額 △119,086 127,403

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △846,384 1,205,426

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 3,271,036 4,368,192



 該当事項はありません。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31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３四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成22年３月31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３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31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  9,614,868  1,743,433  11,358,302  －  11,358,302

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  9,614,868  1,743,433  11,358,302  －  11,358,302

営業利益又は営業損失（△）  1,947,572  △62,175  1,885,396 (1,762,134)  123,262

  
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  10,341,490  1,016,811  －  11,358,302  －  11,358,302

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 10,606  1,736,011  467,723  2,214,340 (2,214,340)  －

計  10,352,096  2,752,823  467,723  13,572,643 (2,214,340)  11,358,302

営業利益又は営業損失（△）  2,530,846  △615,418  2,118  1,917,546 (1,794,283)  123,262



  

〔追加情報〕 

 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。 

  

 当社は、平成23年３月31日にＡ種優先株式170,000株を取得し、同日付で消却しました。この結果、当第３四

半期連結会計期間において利益剰余金が616,167千円減少しております。 

  

  

（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３四半期連結累計期間、第35期第３四半期連結会計期間および第36期第３四半期連結累計期間の潜

在株式調整後１株当たり四半期（当期）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（当期）純損失であるため記載しておりません。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

回次 
第35期

第３四半期連結
累計期間 

第36期
第３四半期連結

累計期間 

第35期
第３四半期連結

会計期間 

第36期 
第３四半期連結 

会計期間 
第35期

会計期間 

自平成21年
７月１日 

至平成22年 
３月31日 

自平成22年
７月１日 

至平成23年 
３月31日 

自平成22年
１月１日 

至平成22年 
３月31日 

自平成23年 
１月１日 

至平成23年 
３月31日 

自平成21年
７月１日 

至平成22年 
６月30日 

売上高（千円）  11,358,302  10,703,411  4,037,095  3,708,289  14,659,016

経常利益又は経常損失（△） 

（千円） 
 △440,298  399,836  △189,451  391,578  150,297

四半期(当期)純利益又は四半期純

損失（△）（千円） 
 △1,277,049  58,867  △312,811  134,480  526,540

純資産額（千円） － －  5,564,882  5,231,943  6,966,099

総資産額（千円） － －  32,072,356  28,453,441  34,023,130

１株当たり純資産額（円） － －  195.80  243.37  326.70

１株当たり四半期(当期)純利益金

額又は１株当たり四半期純損失金

額（△）（円） 

 △127.45  △3.18  △32.08  9.54  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） 
 －  －  －  6.74  33.30

自己資本比率（％） － －  17.2  18.4  20.5

営業活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 1,794,233  2,008,141 － －  2,460,427

投資活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △396,347  3,436,547 － －  △1,240,912

財務活動による 

キャッシュ・フロー（千円） 
 △2,125,184  △4,366,666 － －  △1,864,085

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円） 
－ －  3,271,036  4,368,192  3,136,256

従業員数（人） － －       571       510  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３四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３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  962,339  －

合計（千円）  962,339  －

区分 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  871,297  －

合計（千円）  871,297  －

区分 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

前年同四半期比（％）

循環器事業（千円）  3,708,289  －

合計（千円）  3,708,289  －
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