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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 4,489 40.0 342 602.1 248 ― 121 ―

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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △566百万円 （―％） 23年6月期第1四半期 △911百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 8.25 5.97
23年6月期第1四半期 △23.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 26,380 4,284 16.2
23年6月期 26,061 5,084 19.5

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,284百万円 23年6月期  5,084百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年3月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成24年３月期は決算期変更の経過期間となることから、通期については９ヶ月間（平成23年７月１日～平成24年３月31日）の予想数値を記載しておりま
す。このため、通期の対前期増減率については記載しておりません。 

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) 6,510 △6.9 210 △51.8 130 1,474.1 70 ― 0.67
通期 9,660 ― 630 ― 430 ― 250 ― 14.34



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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．当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 11,042,926 株 23年6月期 11,042,926 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 160,501 株 23年6月期 160,501 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,882,425 株 23年6月期1Q 10,902,435 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

23 年６月期 － 0.00 － 150.00 150.00 

24 年３月期 －     

24 年３月期

（予想） 
 0.00 － 113.01 113.01 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における当社の業績は、売上高44億８千９百万円（前年同期比40.0％増）、営業利益３

億４千２百万円（前年同期比602.1％増）、経常利益２億４千８百万円（前年同期は経常損失２億３千４百万円）、

四半期純利益１億２千１百万円（前年同期は四半期純損失２億１千５百万円）となりました。 

 主な要因は次のとおりであります。 

  

① 売上高 

 当第１四半期累計期間は、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」の販売が好調であり、前年同期比較で、数量ベース75.4％増、金額ベース75.2％増を達成しました。昨年上

市した「ＬＡＯＨ」も順調に販売が推移いたしました。また、2011年９月末をもって取扱いを終了するマイクラス社

製脳動脈コイルの在庫を一括で売却したこと等により、売上高は、44億８千９百万円（前年同期比40.0％増）となり

ました。 

  

② 営業利益 

 販売費及び一般管理費については、自社製品の開発改良、新規導入製品としての末梢血管用ステントの治験準備な

ど、今後の成長のために必要な投資を着実に進める一方で、前期に引き続きグループを挙げての経営効率化、生産性

の向上に努めた結果、前年同期比１億５千万円の減少となり、営業利益は３億４千２百万円（前年同期比602.1％

増）となりました。 

  

③ 経常利益 

 有利子負債削減効果により支払利息が１千４百万円減少いたしました。また、急激な円高の進行に伴う外貨建債権

債務の評価替等により為替差益が２千８百万円発生いたしました。 

 この結果、経常利益は２億４千８百万円（前年同期は経常損失２億３千４百万円）となりました。 

  

④ 四半期純利益 

 特別利益として、投資事業組合の投資収益８百万円を計上いたしました。特別損失として、時価のある有価証券の

一部の銘柄について、４百万円の投資有価証券評価損を計上、貸出医療機器の使用中止にともなう固定資産除却損２

百万円を計上いたしました。 

 四半期特有の処理に基づく税金費用１億２千６百万円を計上した結果、四半期純利益１億２千１百万円（前年同期

は四半期純損失２億１千５百万円）となり、前年同期と比べ３億３千６百万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 

 長期運転資金の借入等により現預金が13億７千４百万円増加いたしました。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22年２月19日）の適用の影響

等により４億５千５百万円減少いたしました。 

  

② 負債 

 当第１四半期連結累計期間において、長期運転資金として、長期借入金が６億４千６百万円増加、社債が５億円増

加いたしました。 

  

③ 純資産 

 純資産の主な変動要因は、当第１四半期連結累計期間における四半期純利益１億２千１百万円により利益剰余金が

改善した一方で、配当金支払により利益剰余金が２億３千３百万円減少いたしました。また円高に伴い為替換算調整

勘定６億２千１百万円減少いたしました。 

 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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 為替動向の影響には注視が必要ですが、現状においては各重点製品の拡販・市場浸透がほぼ計画通りに推移してお

り、平成23年８月12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．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）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。 

  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。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要



４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,767,813 4,142,018

受取手形及び売掛金 3,336,268 4,321,311

商品及び製品 4,495,650 3,464,695

仕掛品 272,211 241,761

原材料及び貯蔵品 503,160 450,788

繰延税金資産 941,258 945,636

その他 1,268,447 1,144,624

貸倒引当金 △10,562 △10,201

流動資産合計 13,574,247 14,700,634

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,794,979 1,756,891

減価償却累計額 △1,010,090 △1,011,142

建物及び構築物（純額） 784,889 745,749

機械装置及び運搬具 424,074 402,153

減価償却累計額 △363,688 △352,613

機械装置及び運搬具（純額） 60,385 49,540

工具、器具及び備品 1,543,496 1,528,643

減価償却累計額 △1,200,600 △1,219,700

工具、器具及び備品（純額） 342,895 308,942

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 972,784 1,101,647

減価償却累計額 △404,273 △454,666

リース資産（純額） 568,510 646,981

建設仮勘定 125,273 4,530

有形固定資産合計 3,152,051 3,025,840

無形固定資産   

のれん 6,082,532 5,626,587

その他 748,359 691,168

無形固定資産合計 6,830,891 6,317,756

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,450,004 1,384,126

その他 1,096,832 996,210

貸倒引当金 △82,350 △76,490

投資その他の資産合計 2,464,485 2,303,846

固定資産合計 12,447,428 11,647,443

繰延資産 39,477 32,004

資産合計 26,061,153 26,380,082



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,056,355 872,408

短期借入金 6,864,832 7,048,498

1年内返済予定の長期借入金 2,759,465 2,883,122

1年内償還予定の社債 350,000 462,000

リース債務 208,737 228,003

未払法人税等 136,431 87,181

賞与引当金 350,237 218,073

デリバティブ債務 1,588,193 1,573,866

その他 527,194 556,882

流動負債合計 13,841,446 13,930,035

固定負債   

社債 875,000 1,263,000

長期借入金 5,709,890 6,232,324

リース債務 466,472 528,417

退職給付引当金 84,045 141,394

固定負債合計 7,135,407 8,165,135

負債合計 20,976,853 22,095,170

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 △5,524,610 △5,636,830

自己株式 △311,127 △311,127

株主資本合計 13,142,994 13,030,774

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,752 △74,101

繰延ヘッジ損益 △818,507 △820,904

為替換算調整勘定 △7,229,435 △7,850,856

その他の包括利益累計額合計 △8,058,695 △8,745,862

純資産合計 5,084,299 4,284,911

負債純資産合計 26,061,153 26,380,082



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 3,206,537 4,489,334

売上原価 1,246,062 2,385,072

売上総利益 1,960,474 2,104,261

販売費及び一般管理費 1,911,647 1,761,462

営業利益 48,826 342,799

営業外収益   

受取利息 4,344 1,759

雑収入 8,234 －

為替差益 － 28,934

その他 6,072 17,407

営業外収益合計 18,650 48,101

営業外費用   

支払利息 120,368 105,666

為替差損 112,761 －

その他 68,405 36,601

営業外費用合計 301,535 142,267

経常利益又は経常損失（△） △234,058 248,632

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,023 －

投資事業組合運用益 － 8,370

特別利益合計 7,023 8,370

特別損失   

投資有価証券評価損 8,748 4,748

固定資産売却損 1,122 －

固定資産除却損 6,337 2,033

事業構造改善費用 － 2,481

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,210 －

特別損失合計 19,418 9,263

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（△）

△246,453 247,739

法人税等 △31,367 126,635

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△215,086 121,103

四半期純利益又は四半期純損失（△） △215,086 121,103



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△215,086 121,103

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,406 △63,349

繰延ヘッジ損益 △51,347 △2,397

為替換算調整勘定 △646,172 △621,420

その他の包括利益合計 △696,113 △687,167

四半期包括利益 △911,199 △566,063

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △911,199 △566,063

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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

成23年７月１日 至平成23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。 

   

 該当事項はありません。 

  

  

 特別転進支援制度の実施 

 当社は、平成23年10月18日開催の取締役会において、下記の通り特別転進支援制度を実施することを決議いた

しました。 

 （１）実施の理由 

 当社を取り巻く事業環境の変化に対応し、中長期の健全経営を図るために、収益基盤の再構築の一環とし

て、特別転進支援制度の実施を決定いたしました。 

 （２）制度の概要 

 ①対象者     満35歳以上、満59歳以下の正社員 

 ②募集人員    30名程度（平成23年６月30日現在の正社員354名） 

 ③募集期間    平成23年11月21日から平成23年12月２日まで 

 ④退職日     平成23年12月31日 

 ⑤優遇措置    退職者に対しては、所定の退職給付金に加えて、割増加算金を上乗せ支給する。 

          さらに希望者に対しては、再就職支援会社を通じた再就職支援を行う。 

 （３）損益に与える影響 

 今回発生する割増加算金等については、当第１四半期決算短信開示日現在では募集期間が開始しておらず、

現時点において損益に与える影響額を合理的に見積ることは困難です。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象



（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36期第１四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金額であるため記載しておりません。 

４. 第36期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

５. 第36期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。 

５．補足情報

回次 
第36期 

第１四半期連結 
累計期間 

第37期
第１四半期連結 

累計期間 
第36期 

会計期間 
自平成22年７月１日
至平成22年９月30日 

自平成23年７月１日
至平成23年９月30日 

自平成22年７月１日
至平成23年６月30日 

売上高（千円）  3,206,537  4,489,334  14,086,769

経常利益又は経常損失

（△）（千円） 
 △234,058  248,632  661,782

四半期（当期）純利益又は

四半期純損失（△） 

（千円） 

 △215,086  121,103  324,105

四半期包括利益又は包括利

益（千円） 
 △911,199  △566,063  △684,964

純資産額（千円）  5,479,955  4,284,911  5,084,299

総資産額（千円）  29,821,585  26,380,082  26,061,153

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） 

 △23.20  8.25  8.58

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額

（円） 

 －  5.97  －

自己資本比率（％）  18.4  16.2  19.5
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