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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12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 ％

24年3月期第2四半期 7,926 13.3 511 17.4 384 4,550.3 52 ―

23年6月期第2四半期 6,995 △4.5 435 310.5 8 ― △75 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △543百万円 （―％） 23年6月期第2四半期 △1,193百万円 （―％）

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2四半期 △0.90 ―

23年6月期第2四半期 △13.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 24,786 4,307 17.4
23年6月期 26,061 5,084 19.5

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,307百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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３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2Q 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2Q 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2Q 10,882,425 株 23年6月期2Q 10,898,009 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 － 0.00    

24 年３月期

（予想） 
  － 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２四半期連結累計期間における当社の業績は、売上高79億２千６百万円（前年同期比13.3％増）、営業利益５

億１千１百万円（前年同期比17.4％増）、経常利益３億８千４百万円（前年同期比4550.3％増）、四半期純利益５千

２百万円（前年同期は四半期純損失７千５百万円）となりました。 

  主な要因は次のとおりです。 

  

① 売上高 

  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68.9.％増を達成しました。また昨年上市した「ＬＡＯＨ」、当第２四半期に上市された「ＬＡＯ

Ｈ」の改良版である「ＬＡＸＡ」も順調に販売が推移しました。また2011年９月末をもって取扱いを終了したマイク

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79億２千６百万円（前年同期比13.3％増）と

なりました。 

  

② 営業利益 

  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、販売費及び一

般管理費において前年同期比２億１千５百万円の削減を達成したことにより、営業利益は５億１千１百万円（前年同

期比17.4％増）となりました。 

  

③ 経常利益 

 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３千９百万円発生しました。また有利子負債

削減効果により支払利息が前年同期比２千１百万円減少し、金融支払手数料が２千７百万円減少しました。 

 この結果、経常利益は３億８千４百万円（前年同期比4550.3％増）となりました。 

  

④ 四半期純利益 

 投資事業組合の投資収益が８百万円発生しました。特別転進支援制度を実施したことにより、特別退職金１億３千

８百万円を計上しました。 

 四半期特有の処理に基づく税金費用１億８千３百万円を計上した結果、四半期純利益５千２百万円（前年同期は四

半期純損失７千５百万円）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 

 マイクラス社製品の取引終了等により、前連結会計年度末と比較して商品及び製品が17億２千万円減少し、現預金

が21億３千７百万円増加しました。また償却等によりのれんが５億２千１百万円減少しました。 

  

② 負債 

 短期から長期への借換えを進めた結果、前連結会計年度末と比較して短期借入金が７億９千８百万円減少し、長期

借入金が６億４千１百万円、社債が３億２千５百万円増加しました。 

  

③ 純資産 

 配当金の支払等により前連結会計年度末と比較して利益剰余金が１億８千万円減少しました。またドル及びユーロ

に対する円高により為替換算調整勘定が５億４千７百万円減少しました。 

 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。 

  

２．キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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、47億３千８百万円となり

ました。 

 当第２四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２四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26億６千６百万円の増加となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報



これは主に税金等調整前四半期純利益２億３千６百万円に対し、減価償却費２億４千８百万円、のれん償却額２億９

千万円、売上債権の減少額２億７千２百万円、たな卸資産の減少額17億６千１百万円等により資金が増加し、賞与引

当金の減少額２億７千３百万円、仕入債務の減少額３億５千６百万円、利息の支払額１億８千９百万円、法人税等の

支払額１億６千８百万円等により資金が減少した結果です。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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１億１千７百万円の減少となりました。

これは主に有形固定資産の売却による収入１億２千１百万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１億５千万円等により資金が減少した結果です。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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１億７千９百万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、社債の発行による収入４億８千８百万円により資金が増加し、長期

借入金の返済による支出15億８百万円、短期借入金の純減額７億９千８百万円、配当金の支払額２億３千１百万円等

により資金が減少した結果です。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、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２四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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,767,813 4,904,900

受取手形及び売掛金 3,336,268 3,060,989

商品及び製品 4,495,650 2,774,785

仕掛品 272,211 279,969

原材料及び貯蔵品 503,160 420,695

繰延税金資産 941,258 839,801

その他 1,268,447 1,075,288

貸倒引当金 △10,562 △10,428

流動資産合計 13,574,247 13,346,001

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,794,979 1,751,921

減価償却累計額 △1,010,090 △1,023,216

建物及び構築物（純額） 784,889 728,705

機械装置及び運搬具 424,074 405,464

減価償却累計額 △363,688 △360,766

機械装置及び運搬具（純額） 60,385 44,698

工具、器具及び備品 1,543,496 1,528,640

減価償却累計額 △1,200,600 △1,251,445

工具、器具及び備品（純額） 342,895 277,195

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 △506,497

リース資産（純額） 568,510 595,150

建設仮勘定 125,273 6,874

有形固定資産合計 3,152,051 2,922,720

無形固定資産   

のれん 6,082,532 5,561,532

その他 748,359 674,965

無形固定資産合計 6,830,891 6,236,497

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,450,004 1,317,301

その他 1,096,832 1,010,102

貸倒引当金 △82,350 △75,820

投資その他の資産合計 2,464,485 2,251,584

固定資産合計 12,447,428 11,410,802

繰延資産 39,477 29,928

資産合計 26,061,153 24,786,732



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,056,355 697,625

短期借入金 6,864,832 6,066,664

1年内返済予定の長期借入金 2,759,465 3,120,265

1年内償還予定の社債 350,000 412,000

リース債務 208,737 229,397

未払法人税等 136,431 79,753

賞与引当金 350,237 76,503

デリバティブ債務 1,588,193 1,321,170

その他 527,194 739,459

流動負債合計 13,841,446 12,742,838

固定負債   

社債 875,000 1,138,000

長期借入金 5,709,890 5,990,207

リース債務 466,472 470,542

退職給付引当金 84,045 137,893

固定負債合計 7,135,407 7,736,643

負債合計 20,976,853 20,479,481

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 △5,704,988

自己株式 △311,127 △311,127

株主資本合計 13,142,994 12,962,616

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 △75,605

繰延ヘッジ損益 △818,507 △803,278

為替換算調整勘定 △7,229,435 △7,776,481

その他の包括利益累計額合計 △8,058,695 △8,655,365

純資産合計 5,084,299 4,307,251

負債純資産合計 26,061,153 24,786,732



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 6,995,122 7,926,853

売上原価 2,910,349 3,981,951

売上総利益 4,084,773 3,944,902

販売費及び一般管理費 3,648,956 3,433,438

営業利益 435,816 511,464

営業外収益   

受取利息 6,953 3,296

受取手数料 7,505 8,634

デリバティブ評価益 － 54,100

雑収入 8,234 －

為替差益 － 39,837

その他 13,576 19,900

営業外収益合計 36,268 125,769

営業外費用   

支払利息 230,505 209,451

為替差損 133,561 －

その他 99,759 43,731

営業外費用合計 463,826 253,183

経常利益 8,258 384,050

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,373 －

前期損益修正益 33,418 －

投資事業組合運用益 － 8,370

特別利益合計 44,791 8,370

特別損失   

投資有価証券評価損 8,720 4,863

固定資産売却損 1,122 －

固定資産除却損 13,376 8,286

特別退職金 － 138,727

事業構造改善費用 － 4,192

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,210 －

その他 949 －

特別損失合計 27,378 156,069

税金等調整前四半期純利益 25,671 236,352

法人税等 101,283 183,406

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（△）

△75,612 52,946

四半期純利益又は四半期純損失（△） △75,612 52,946



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△75,612 52,946

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △209 △64,853

繰延ヘッジ損益 △31,211 15,228

為替換算調整勘定 △1,086,234 △547,046

その他の包括利益合計 △1,117,655 △596,670

四半期包括利益 △1,193,267 △543,724

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,193,267 △543,724

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12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 25,671 236,352

減価償却費 258,312 248,895

のれん償却額 304,702 290,474

繰延資産償却額 38,472 20,692

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,373 △6,530

賞与引当金の増減額（△は減少） △310,982 △273,733

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,103 53,848

受取利息及び受取配当金 △7,135 △3,480

支払利息 230,505 209,451

デリバティブ評価損益（△は益） 10,397 △54,100

投資有価証券評価損益（△は益） 8,720 4,863

投資事業組合運用損益（△は益） － △8,370

特別退職金 － 138,727

前期損益修正損益（△は益） △33,418 －

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） 15,262 23,389

有形固定資産売却損益（△は益） 1,122 －

有形固定資産除却損 13,376 8,286

売上債権の増減額（△は増加） △378,698 272,156

たな卸資産の増減額（△は増加） △849,501 1,761,798

仕入債務の増減額（△は減少） △51,151 △356,644

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,498,764 154,606

その他の流動負債の増減額（△は減少） 95,389 58,272

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,045 173,608

その他 10,058 66,700

小計 1,823,763 3,019,263

利息及び配当金の受取額 7,132 3,477

利息の支払額 △191,347 △189,616

法人税等の支払額 △98,417 △168,170

法人税等の還付額 374 1,437

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,541,504 2,666,390

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 △19,245

通貨スワップ等の解約による支出 △260,000 △150,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

4,143,157 －

有形固定資産の取得による支出 △235,447 △50,507

有形固定資産の売却による収入 37,897 121,236

無形固定資産の取得による支出 △4,569 △682

定期預金の預入による支出 △32 △16

長期貸付金の回収による収入 7,484 6,996

その他の支出 △58,739 △27,140

その他の収入 9,907 1,451

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,622,739 △117,907



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12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） △4,382,000 △798,168

社債の発行による収入 1,223,629 488,856

社債の償還による支出 △720,000 △175,000

長期借入れによる収入 3,050,000 2,150,000

長期借入金の返済による支出 △2,816,988 △1,508,883

自己株式の取得による支出 △9,399 －

リース債務の返済による支出 △108,610 △105,497

配当金の支払額 △515,928 △231,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,279,296 △179,924

現金及び現金同等物に係る換算差額 80,746 △231,488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 965,693 2,137,070

現金及び現金同等物の期首残高 3,136,256 2,601,445

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 4,128,458 4,738,515



 該当事項はありません。  

   

   

前第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自平

成23年７月１日 至平成23年12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。   

   

 該当事項はありません。 

    

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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36期第２四半期連結累計期間および第37期第２四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２四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２四半期 
連結累計期間 

第37期
第２四半期 
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12月31日 

自平成23年７月１日 
至平成23年12月31日 

自平成22年７月１日
至平成23年６月30日 

売上高（千円）  6,995,122  7,926,853  14,086,769

経常利益（千円）  8,258  384,050  661,782

四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）

（千円） 
 △75,612  52,946  324,105

四半期包括利益又は包括利益（千円）  △1,193,267  △543,724  △684,964

純資産額（千円）  5,192,175  4,307,251  5,084,299

総資産額（千円）  28,196,870  24,786,732  26,061,153

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） 
 △13.88  △0.90  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） 
 －  －  －

自己資本比率（％）  18.4  17.4  19.5

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）  1,541,504  2,666,390  2,588,724

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）  3,622,739  △117,907  2,690,257

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △4,279,296  △179,924  △5,927,871

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円） 
 4,128,458  4,738,515  2,601,445

回次 
第36期

第２四半期 
連結会計期間 

第37期
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日 

自平成23年10月１日 
至平成23年12月31日 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり

四半期純損失金額（△）（円） 
 9.34  △9.15
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