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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年7月1日～平成24年3月31日） 

（注）平成24年３月期は決算期変更の経過期間により９ヶ月間（平成23年７月１日～平成24年３月31日）であったため、対前期増減率については記載しておりま
せん。 
また、平成24年３月期の１株当たり当期純利益、自己資本当期純利益率及び総資産経常利益率については、９ヶ月間の利益に対する数値となっております。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,924 ― 781 ― 584 ― 94 ―

23年6月期 14,086 △3.9 1,178 30.3 661 340.3 324 △38.4

（注）包括利益 24年3月期 316百万円 （―％） 23年6月期 △684百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △4.10 ― 1.9 2.3 7.2
23年6月期 8.58 ― 5.4 2.2 8.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年6月期  ―百万円

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

24年3月期 23,940 4,913 20.5 233.22
23年6月期 26,061 5,084 19.5 226.95

（参考） 自己資本   24年3月期  4,913百万円 23年6月期  5,084百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 3,016 482 △1,543 4,369
23年6月期 2,588 2,690 △5,927 2,601

2.  配当の状況 

（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 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年6月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 108 116.6 3.6
24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 108 ― 4.3

25年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）１.平成24年３月期は決算期変更の経過期間により９ヶ月間（平成23年７月１日～平成24年３月31日）であったため、対前期増減率については記載しており
ません。 
（注）２.当社では新製品の薬事承認取得の時期により業績が大きく左右されるため、短期間の業績予想が困難であるため、四半期毎の業績予想は開示してお
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 11,500 ― 500 ― 70 ― 40 ― △6.84



※  注記事項 

(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」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 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 160,501 株 23年6月期 160,501 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 10,882,425 株 23年6月期 10,892,012 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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るため不確定な要素を含んでおり、当社としてその実現を約束する趣旨の
ものではありません。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可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照してください。 



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 － 113.01 113.01 

25 年３月期

（予想） 
－ 0.00 － 150.00 150.00 
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(1）経営成績に関する分析  

  

（注）当連結会計年度は、決算期変更により９ヶ月決算となっておりますので、前年同期比較については記載を省略

しております。 

  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、欧州債務問題や米国経済の停滞に起因する急速な円高の進行及び東日本

大震災の影響による電力供給不安などによる国際競争力の低下が引き続き懸念されるものの、年度の後半には復興

需要を主因とする公共投資の増加と底堅い個人消費が下支えし、下げ止まりの傾向が見られております。 

 医療機器業界におきましては、医療費抑制政策が推進される中、2012年４月に医療機器の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るなど、取り巻く経営環境は一層厳しさを増しており、さらなる経営効率化、コ

スト削減が急務となっております。また医療現場におきましては、高齢化の進行や患者の低侵襲治療を選好する傾

向のため循環器内科症例数が漸増しており、質的及び量的にも構造の変化が顕著となっております。このため、今

後は有用性・機能性に富み、かつ臨床現場の要求に応える技術を具現化した製品開発が、より一層重要になってく

ると考えられます。 

 このような状況の下、当社グループでは、（ⅰ）「既存製品の拡販」、（ⅱ）「製品パイプラインの充実」、

（ⅲ）「新事業領域への進出」を重要な経営課題と位置づけ、計画的に経営資源を投下いたしました。 

  

(ⅰ）「既存製品の拡販」 

 当連結会計年度において純国産ＰＴＣＡバルーンカテーテルの新モデルである「ＬＡＸＡ」シリーズ及びハイプ

レッシャータイプである「パワードラクロス」の改良版を上市し、いずれも順調に売上が伸張いたしました。 

 また従来から臨床現場からの評判が高く、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」を

今期の重点戦略製品として拡販に注力し、売上が伸張いたしました。 

 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、安定的にシェアを伸ばしてきておりま

す。 

  

(ⅱ）「製品パイプラインの充実」 

 低侵襲治療が選好される中で、より複雑、高度な病変の治療に対応した製品へのニーズが高まっています。当社

では、石灰化した閉塞病変の治療に使用される冠動脈狭窄部貫通用カテーテルの新規改良品「Ｍｏｇｕｌ」、急性

心筋梗塞の治療に使用される血栓吸引カテーテルの新規改良品「Ｒｅｂｉｒｔｈ」を上市し、様々な症例に対応で

きる製品ラインの拡充を進めました。 

 また、近年の最注力製品であったベアメタルステント「ＶＩＶＡＬ」は日本での臨床治験の登録を完了し、2013

年初頃の薬事承認取得を見込んでおります。 

  

(ⅲ）「新事業領域への進出」 

 当社グループでは、将来的に高い市場成長が見込まれる下肢・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導入の両面で市場進出を進めております。 

 他社導入製品としましては、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しており、2014年の販売開始を目指して現在臨床治験の登録を進めて

おります。また同時に2013年中の販売開始を目指し、ペリフェラル用バルーンの自社開発にも注力しております。

 また2012年１月にはバイオトロニックジャパン社と国内販売特約店契約を締結し、同社のカーディアック・リズ

ム・マネジメント製品群（ペースメーカー）の取り扱いを開始致しました。 

  

① 売上高 

 当連結会計年度はケースレポートなどが充実した「ラクロスＮＳＥ」を重点販売製品として注力し、着実に伸張

してきました。 

 また長年に渡ってマーケットでのトップシェアを獲得している血管造影カテーテル、Ｙコネクターにおいても順

調に販売が増加しております。 

 以上の結果及び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109億２千４百万円となりました。 

   

１．経営成績



② 営業利益 

 当連結会計年度におきましては、保険償還価格の継続的な下落傾向に備え、中長期の健全経営を図るために特別

転進支援制度を実施いたしました。当制度に対しては34名の応募があり、これにより人件費を中心とする経費の削

減をいたしました。 

 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７億８千１百万円となりました。

  

③ 経常利益 

 有利子負債の圧縮を進めたことから支払利息が２億９千９百万円となりました。 

 この結果、経常利益は５億８千４百万円となりました。 

  

④ 当期純利益 

 特別転進支援制度を実施したことにより、特別損失として特別退職金を１億４千１百万円計上しました。 

 また税率の変更に伴う繰延税金資産の再評価による税金費用の増加などにより、当期純利益は９千４百万円とな

りました。 

   

（次期の見通し） 

  平成25年３月期の見通しにつきましては、年度後半に改良版の投入を控えている「ラクロスＮＳＥ」の一層の拡

販に注力し、また当連結年度に投入した新製品であるバルーンカテーテル「ＬＡＸＡ」及びハイプレッシャータイ

プ「パワードラクロス」の改良版につきましても引き続き拡販をすすめてまいります。 

 また、新規取扱製品であるカーディアック・リズム・マネジメント製品群の迅速な市場浸透に注力してまいりま

す。 

 加えて、近年の最注力製品であったベアメタルステント「ＶＩＶＡＬ」及び新事業分野における末梢用バルーン

の早期上市に向けた準備活動も並行して効率的に推進してまいります。 

  一方で2012年４月の薬価改定に伴う価格の下落及び新規製品の上市による売上への貢献期間が短いことなどか

ら、次期の当社グループ連結ベース業績につきましては、売上115億円、営業利益５億円、経常利益７千万円、当

期純利益４千万円を予想しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、43億６千９百万円となりました。 

  当連結会計年度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あります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは30億１千６百万円の増加となりました。 

  これは主に、税金等調整前当期純利益４億５千２百万円に対し、のれん償却額４億６千１百万円、減価償却費３

億７千９百万円、たな卸資産の減少17億３千７百万円等により資金が増加し、仕入債務の減少２億２千９百万円等

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） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは４億８千２百万円の増加となりました。 

 これは主に連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入６億４千６百万円、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、投資有価証券の取得による支出５千２百万円、通貨スワップの解約に

よる支出１億５千万円、有形固定資産の取得による支出５千５百万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） 

 当連結会計年度において財務活動によるキャッシュ・フローは15億４千３百万円の減少となりました。 

 これは主に、長期借入れにより25億円、社債の発行により19億３千２百万円の調達を行ったのに対し、長期借入

金の返済23億８千５百万円、社債の償還２億３千１百万円、短期借入金の純減少額27億１千７百万円、配当金の支

払額２億２千８百万円、リース債務の返済１億５千９百万円等により資金が減少した結果であります。 



  なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  

（注） 自己資本比率：自己資本／総資産  

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済普通株式総数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様をはじめ、従業員及び社会に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけておりま

す。 

 株主配当につきましては、「安定的な配当の継続」を基本方針としつつ、業績、収益、および配当性向を総合的

に勘案して実施することとしています。 

 また、内部留保資金につきましては、将来の安定的成長を維持するための海外の最先端医療技術への投資、国内

生産のための製造強化、新規製品導入のための治験等を中心に有効に活用することとしております。 

 この方針のもと、当期の期末配当金は1株当たり10円とさせていただく予定であります。 

 また、次期の配当金は、保険償還価格の改定の影響及び将来の成長のための新規製品に対する開発投資負担など

を鑑み、誠に遺憾ながら普通株式については１株あたり５円の配当を基本とし、予想利益の達成度を勘案して特別

配当の実施を検討させて頂く予定であります。Ａ種優先株式につきましては、発行時に定めた条件を勘案し、所定

の計算に基づき１株当たり150円配当を予定いたします。 

  
第35期 

平成22年６月期 
第36期

平成23年６月期 
第37期 

平成24年３月期 

自己資本比率（％）  20.5  19.5  20.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 18.3  15.1  18.1

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 889.1  665.7  543.3

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 3.8  6.3  10.4



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、㈱グッドマン（当社）及び子会社７社（㈱グッドテック、グッドマン

ＵＳＡ社、アバンテックヴァスキュラー社、グッドマン医療器械国際貿易（上海）有限公司、グッドマン・メディカ

ル・ホールディング社、グッドマン・メディカル・アイルランド社、㈱アイアールメディカル工房）により構成され、

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行っており、その業務内容と当社グル

ープを構成している各会社の当該事業に係わる位置づけ等は次のとおりであります。 

  

[循環器事業] 

(開発・製造・販売) 

・ＰＴＣＡバルーンカテーテルおよびガイディングカテーテル等の心臓血管内治療用カテーテル 

・心臓血管造影用カテーテル 

・カテーテル挿入補助用具のシースイントロデューサー 

・ＤＩＣＯＭ画像医療施設内ネットワークシステムソフトウエア 

  

(輸入・販売) 

・サーモダイリューションカテーテル 

・血管内ＯＣＴイメージングシステム 

・血管内ＯＣＴイメージワイヤー等の心臓血管内検査用カテーテル 

・心機能解析装置等の循環器分野の医療用検査機器 

・人工血管の人工臓器 

  

(開発) 

・薬剤溶出ステント（冠動脈用ドラッグエリューティングステント）及びベアメタルステント 

  

［関係会社］ 

（製 造） ㈱グッドマン、㈱グッドテック、アバンテックヴァスキュラー社、グッドマン・メディカル・アイルラ

ンド社 

（販 売） ㈱グッドマン、㈱グッドテック、グッドマン医療器械国際貿易（上海）有限公司 

（開 発） ㈱グッドマン、アバンテックヴァスキュラー社 

（その他） グッドマンＵＳＡ社、グッドマン・メディカル・ホールディング社、㈱アイアールメディカル工房 

  

２．企業集団の状況



［事業系統図］ 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 

 （注）連結子会社㈱アイアールメディカル工房は、当社との間に取引がないため省略しております。 

  



(１)会社の経営の基本方針 

  当社グループは、高齢化社会の進行のなかで医療機器により医療技術をサポートし、人々の健康に寄与することを

経営の基本方針としております。 

  

(２)目標とする経営指標 

  企業価値の向上を目的として、経営資源の高度化と効率化を進め、最先端医療機器を迅速に開発し安定的に供給で

きる体制を確立するとともに、これまでの冠動脈治療領域以外の治療領域にも積極的に取り組むことで、株主資本利

益率（ＲＯＥ）の向上を図り、株主資本を効果的に運用した高収益、高付加価値企業を目指してまいります。 

  

(３)中長期的な会社の経営戦略 

 日本におけるカテーテルによる冠動脈治療市場は、1980年代の黎明期を経て十分に成熟化し、医療保険財政負担の

見直しによる特定保険医療材料の償還価格の下落傾向が今後も継続すると見込まれる状況にあります。 

 一方では、カテーテル治療症例数は、高齢化の進展や低侵襲治療の選好傾向により、引き続き漸増すると予想され

ております。このように、市場の成熟化に伴う構造の変化が顕著となりつつある中、今まで以上に有用性・機能性に

富み、かつ臨床現場の要求に合致する技術を具現化した製品が一層重要になっていくと考えられます。 

 当社グループでは、これまで培ってきた世界の臨床医、研究者とのネットワークを維持発展させることで、日本の

みならず世界の医療現場の動向を察知し、研究開発の橋頭堡を作り、海外子会社の独創的なアイデアと日本固有の高

品質クラフトマンシップを融合させ、世界でも競争力を発揮できる製品の開発に注力することが重要と考えておりま

す。 

   

(４)会社の対処すべき課題 

 当社グループでは、「既存製品の拡販」「製品パイプラインの充実」「新事業領域への進出」を特に重要な経営課

題と位置づけ、これらに経営資源を集中させることで、安定的な利益を創出する企業体質の確立を目指してまいりま

す。 

(ⅰ)「既存製品の拡販」 

 これまで事業の中心としてきたカテーテルによる冠動脈治療領域では、創業以来培った臨床医師との信頼関係に基

づく顧客基盤、営業体制に加え、米国企業の買収により獲得した製品開発力、日本固有の高品質生産技術を活かすこ

とで、臨床現場の要求を迅速に捉え、製品改良に柔軟に取り組んでまいりました。現在では、冠動脈治療に用いるカ

テーテル類の多くの製品で臨床医師から良好な評価を得て、高い市場シェアを獲得するにいたっております。引き続

き、低侵襲治療が選好される流れの中、営業と生産開発が一体になって既存製品の一層の伸長に努めます。 

(ⅱ)「製品パイプラインの充実」 

 Ｙコネクター、造影カテーテルなど従来から高シェアを誇る自社製品の継続的改良による高シェアの維持及び更な

る伸張を目指す一方で、冠動脈狭窄部貫通用カテーテル「Ｍｏｇｕｌ」、血栓吸引カテーテル「Ｒｅｂｉｒｔｈ」を

新たな高シェア自社製品へと育てることを目指しております。 

 また現在の主要なターゲットであるＰＴＣＡバルーン市場においても集中的に資本を投入し、短期間で改良品・新

製品の投入を繰り返すことでシェアの拡大に努めます。特に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」を引き続き重点戦略商品と位置づけ、拡販に注力するとともに、臨床現場の

要求に応えるべく改良品・新製品の早期投入に尽力してまいります。 

 加えて、近年の最注力製品であるベアメタルステント「ＶＩＶＡＬ」は日本での臨床治験を終え、2013年初頃から

の販売を目指しており、中期的な成長を加速させる製品と位置付けております。 

(ⅲ)「新事業領域への進出」 

 成熟した冠動脈治療用カテーテルの製造開発ノウハウを他の治療領域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カテーテル手技に熟練した臨床医師も下肢領域など他の医療領域におけるカテーテル治療に取組

み始めています。 

 当社グループにおきましても、将来的に高い市場成長が見込まれる他領域、特に、ペリフェラル分野に対して、自

社開発品及び他社製品導入の両面で市場進出を行うことが重要と考え計画・実行に移してまいります。 

 自社開発品としましては、冠動脈治療用のカテーテルとして培った技術を応用し、最新のニーズに応えたバランス

の良いノーマルタイプ及び冠動脈治療用における当社独自の技術を活かした差別化できるノンスリップタイプのペリ

フェラル用バルーンカテーテルの開発を進めており、それぞれの製品の特徴を活かした相乗効果による拡販を目指し

ております。 

 一方、他社製品導入につきましても、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し、2011年４月に事業パートナーとして中長期的にわたる安定的な

協力関係の礎として同社の株式を一部取得いたしました。現在日本で治験を進めており、2014年の上市を目指してお

３．経営方針



ります。 

 また2012年１月にはバイオトロニックジャパン社と国内販売特約店契約を締結し、同社のカーディアック・リズ

ム・マネジメント製品群（ペースメーカー）の取り扱いを開始致しました。当市場は限られたプレーヤーによる寡占

状態であることに加えて規模も拡大傾向にあり、またバイオトロニック社製品は世界で初めてホームモニタリングシ

ステムを導入するなど製品力における優位性があるため、当社の持つ営業力との相乗効果により、将来収益の柱の１

つとすることを目指しております。 



４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,767,813 4,535,688

受取手形及び売掛金 3,336,268 3,195,882

商品及び製品 4,495,650 2,788,270

仕掛品 272,211 312,066

原材料及び貯蔵品 503,160 421,437

未収入金 1,110,271 211,389

繰延税金資産 941,258 744,114

その他 158,176 156,453

貸倒引当金 △10,562 △213

流動資産合計 13,574,247 12,365,088

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,794,979 1,780,439

減価償却累計額 △1,010,090 △1,052,256

建物及び構築物（純額） 784,889 728,182

機械装置及び運搬具 424,074 420,739

減価償却累計額 △363,688 △381,200

機械装置及び運搬具（純額） 60,385 39,539

工具、器具及び備品 1,543,496 1,541,627

減価償却累計額 △1,200,600 △1,296,013

工具、器具及び備品（純額） 342,895 245,613

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 972,784 1,118,427

減価償却累計額 △404,273 △558,603

リース資産（純額） 568,510 559,823

建設仮勘定 125,273 9,485

有形固定資産合計 3,152,051 2,852,742

無形固定資産   

特許権 40 －

商標権 1,089 554

その他の無形資産 655,598 621,946

のれん 6,082,532 5,749,959

リース資産 33,286 26,348

その他 58,343 43,798

無形固定資産合計 6,830,891 6,442,608

投資その他の資産   

投資有価証券 674,101 645,263

長期貸付金 163,478 159,037

長期前払費用 150,952 143,090

破産更生債権等 11 5

繰延税金資産 1,450,004 1,219,423

その他 108,288 109,906

貸倒引当金 △82,350 △80,124

投資その他の資産合計 2,464,485 2,196,602

固定資産合計 12,447,428 11,491,953



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

繰延資産   

株式交付費 16,960 －

社債発行費 22,516 83,725

繰延資産合計 39,477 83,725

資産合計 26,061,153 23,940,766

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,056,355 832,081

短期借入金 6,864,832 4,147,830

1年内返済予定の長期借入金 2,759,465 2,898,564

1年内償還予定の社債 350,000 712,000

リース債務 208,737 232,974

未払法人税等 136,431 12,507

未払消費税等 1,377 186,781

賞与引当金 350,237 192,954

デリバティブ債務 1,588,193 951,355

その他 525,816 333,107

流動負債合計 13,841,446 10,500,157

固定負債   

社債 875,000 2,282,000

長期借入金 5,709,890 5,685,333

リース債務 466,472 427,594

退職給付引当金 84,045 132,424

固定負債合計 7,135,407 8,527,352

負債合計 20,976,853 19,027,509

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 △5,917,276

自己株式 △311,127 △311,127

株主資本合計 13,142,994 12,750,328

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 △53,087

繰延ヘッジ損益 △818,507 △626,747

為替換算調整勘定 △7,229,435 △7,157,235

その他の包括利益累計額合計 △8,058,695 △7,837,071

純資産合計 5,084,299 4,913,257

負債純資産合計 26,061,153 23,940,766



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,086,769 10,924,917

売上原価 5,836,086 5,076,488

売上総利益 8,250,683 5,848,428

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,998,319 1,347,919

リース料 107,463 90,220

旅費及び交通費 433,372 296,718

賞与引当金繰入額 280,591 139,755

退職給付費用 50,362 93,870

研究開発費 1,171,081 958,743

減価償却費 433,068 293,846

のれん償却額 605,804 461,124

その他 1,992,331 1,384,933

販売費及び一般管理費合計 7,072,395 5,067,130

営業利益 1,178,287 781,297

営業外収益   

受取利息 11,650 4,340

受取配当金 478 183

受取手数料 8,551 12,123

為替差益 － 1,759

デリバティブ評価益 144,560 129,467

その他 35,431 21,432

営業外収益合計 200,672 169,305

営業外費用   

支払利息 429,905 299,909

社債利息 10,629 7,857

金融支払手数料 77,403 33,799

為替差損 120,802 －

その他 78,436 24,869

営業外費用合計 717,177 366,436

経常利益 661,782 584,167



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,810 －

投資有価証券売却益 3,072 －

前期損益修正益 33,008 －

債務消滅益 － 54,655

その他 220 －

特別利益合計 52,112 54,655

特別損失   

固定資産除却損 67,472 9,622

投資有価証券評価損 12,913 4,225

貸倒引当金繰入額 10,623 －

金利・通貨スワップ解約損 98,482 －

特別退職金 － 141,093

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,210 －

事業構造改善費用 － 7,742

事業再編損 482,620 －

その他 15,321 23,602

特別損失合計 690,646 186,286

税金等調整前当期純利益 23,248 452,535

法人税、住民税及び事業税 81,371 36,955

過年度法人税等 44,978 －

法人税等調整額 △427,206 321,152

法人税等合計 △300,856 358,107

少数株主損益調整前当期純利益 324,105 94,427

当期純利益 324,105 94,427



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 324,105 94,427

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,803 △42,335

繰延ヘッジ損益 104,051 191,759

為替換算調整勘定 △1,110,318 72,199

その他の包括利益合計 △1,009,069 221,623

包括利益 △684,964 316,051

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △684,964 316,051

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,738,771 8,738,771

当期末残高 8,738,771 8,738,771

資本剰余金   

当期首残高 10,239,961 10,239,961

当期末残高 10,239,961 10,239,961

利益剰余金   

当期首残高 △4,661,291 △5,524,610

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 324,105 94,427

連結子会社の増加に伴う剰余金減少高 △25,667 －

自己株式の消却 △616,167 △253,769

当期変動額合計 △863,318 △392,666

当期末残高 △5,524,610 △5,917,276

自己株式   

当期首残高 △301,716 △311,127

当期変動額   

自己株式の取得 △625,578 △253,769

自己株式の消却 616,167 253,769

当期変動額合計 △9,411 －

当期末残高 △311,127 △311,127

株主資本合計   

当期首残高 14,015,724 13,142,994

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 324,105 94,427

連結子会社の増加に伴う剰余金減少高 △25,667 －

自己株式の取得 △625,578 △253,769

当期変動額合計 △872,729 △392,666

当期末残高 13,142,994 12,750,328



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △7,948 △10,752

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,803 △42,335

当期変動額合計 △2,803 △42,335

当期末残高 △10,752 △53,087

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △922,559 △818,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104,051 191,759

当期変動額合計 104,051 191,759

当期末残高 △818,507 △626,747

為替換算調整勘定   

当期首残高 △6,119,117 △7,229,435

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,110,318 72,199

当期変動額合計 △1,110,318 72,199

当期末残高 △7,229,435 △7,157,235

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △7,049,625 △8,058,695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,009,069 221,623

当期変動額合計 △1,009,069 221,623

当期末残高 △8,058,695 △7,837,071

純資産合計   

当期首残高 6,966,099 5,084,299

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 324,105 94,427

連結子会社の増加に伴う剰余金減少高 △25,667 －

自己株式の取得 △625,578 △253,769

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,009,069 221,623

当期変動額合計 △1,881,799 △171,042

当期末残高 5,084,299 4,913,257



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 23,248 452,535

減価償却費 520,458 379,070

のれん償却額 605,804 461,124

繰延資産償却額 75,285 23,715

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,186 △13,070

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,580 △157,282

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,325 48,378

受取利息及び受取配当金 △12,129 △4,523

支払利息 440,534 307,767

金利・通貨スワップ解約損 98,482 －

デリバティブ評価損益（△は益） △144,560 △129,467

投資有価証券売却損益（△は益） △3,072 －

投資有価証券評価損益（△は益） 12,913 4,225

有形固定資産除却損 67,472 9,622

有形固定資産売却損益（△は益） 1,122 －

投資事業組合運用損益（△は益） 9,938 13,742

特別退職金 － 141,093

債務消滅益 － △54,655

前期損益修正損益（△は益） △33,008 －

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） 16,831 △11,020

売上債権の増減額（△は増加） △24,695 143,999

たな卸資産の増減額（△は増加） △506,864 1,737,128

仕入債務の増減額（△は減少） △400,447 △229,098

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,462,490 280,628

その他の流動負債の増減額（△は減少） △13,545 2,584

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,482 184,780

その他 40,870 18,597

小計 3,118,416 3,609,876

利息及び配当金の受取額 12,128 4,400

利息の支払額 △410,677 △291,243

特別退職金の支払額 － △134,719

法人税等の支払額 △132,235 △174,482

法人税等の還付額 1,092 2,464

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,588,724 3,016,296



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

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 △349,715 △52,923

投資有価証券の売却による収入 43,600 －

金利スワップ等の解約による支出 △192,250 －

通貨スワップ等の解約による支出 △510,000 △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

4,137,525 646,105

長期貸付金の回収による収入 14,788 6,996

有形固定資産の取得による支出 △366,690 △55,045

有形固定資産の売却による収入 44,110 121,285

無形固定資産の取得による支出 △7,004 △5,823

長期前払費用の取得による支出 △132,770 △26,220

定期預金の預入による支出 △78 △16

その他の支出 △4,699 △5,325

その他の収入 13,440 3,601

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,690,257 482,634

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） △6,185,168 △2,717,002

社債の発行による収入 1,223,629 1,932,036

社債の償還による支出 △1,045,000 △231,000

長期借入れによる収入 5,950,000 2,500,000

長期借入金の返済による支出 △4,487,085 △2,385,458

自己株式の取得による支出 △625,566 △253,280

リース債務の返済による支出 △212,074 △159,660

配当金の支払額 △546,606 △228,638

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,927,871 △1,543,003

現金及び現金同等物に係る換算差額 87,569 △188,068

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △561,320 1,767,858

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期末残高 2,601,445 4,369,303



 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項   連結子会社の数 ７社 

連結子会社名 

㈱グッドテック 

㈱アイアールメディカル工房 

グッドマンＵＳＡ社 

アバンテックヴァスキュラー社 

グッドマン・メディカル・ホールディング社 

グッドマン・メディカル・アイルランド社 

グッドマン医療器械国際貿易（上海）有限公司 

    

２．持分法の適用に関する事項   該当事項はありません。 

３．連結決算日の変更に関する事項  当社は連結決算日を毎年６月30日としておりましたが、将来、国際財務報告基

準（ＩＦＲＳ）の適用を検討している連結会社との決算期統一の必要性に対応す

ること、また、当社の決算期を変更しグループ全体の決算期を統一することによ

り、当社グループの連結ベースでの予算編成や業績管理等、事業運営の効率化を

図るため、平成23年９月27日開催の第36回定時株主総会の決議により、連結決算

日を毎年３月31日に変更しております。この変更に伴い、当連結会計年度の期間

は平成23年７月１日から平成24年３月31日の９ヶ月間となっております。 

４．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

 連結子会社のうち、グッドマン医療器械国際貿易（上海）有限公司の決算日

は、12月31日であります。  

 連結財務諸表の作成に当たって、当該会社については、連結決算日現在で実施

した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。 

５．会計処理基準に関する事項   

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

イ 有価証券 

(イ)子会社株式 

移動平均法による原価法 

  (ロ)その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法により算定）  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法  

   なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によっております。 

  ロ たな卸資産 

(イ)商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法） 

  (ロ)製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法） 



項目 
当連結会計年度

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法（但し、有形固定資産「工具、器具及び備

品」のうち設置用医療機器については定額法）を採用し、在外連結子会社は当

該国の会計基準に基づく定額法を採用しております。 

 但し、当社及び国内連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、定額法によっております。 

 なお主な耐用年数は次のとおりであります。 

  建物及び構築物 ３～50年 

機械装置 ４～７年 

工具、器具及び備品 ２～15年 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。 

  在外連結子会社 

 定額法 

  ハ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年６月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理によっております。 

  ニ 長期前払費用……均等償却 

(3）重要な繰延資産の処理方法 イ 社債発行費 

 社債の償還期間にわたり均等償却しております。 

  ロ 株式交付費 

 ３年間で均等償却しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。また在外連結

子会社は主として個別の債権について回収不能見込額を計上しております。 

  ロ 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち、当期の負担額を計上しております。 

  ハ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社において、従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しており

ます。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに

収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。 



  

  

 連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結包括利益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関係、連結キャ

ッシュ・フロー計算書関係、リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関

係、ストック・オプション等関係、税効果会計関係、企業結合等関係、資産除去債務関係、賃貸等不動産関係及び関

連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。 

項目 
当連結会計年度

（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

(6）重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を、金利スワップについて

特例処理の条件を満たしている場合には特例処理を採用しております。 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段   ヘッジ対象 

通貨オプション … 外貨建輸入取引 

通貨スワップ … 同上 

金利スワップ … 借入金に係る金利変動 

  ハ ヘッジ方針 

 当社の内部規定である「デリバティブ管理規定」に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクを軽減することを目的に行っております。 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎

にして、ヘッジ有効性を評価しております。なお、ヘッジ手段とヘッジ対象に

関する重要な条件が同一であり、継続して為替及び金利の変動による影響と相

殺又は一定の範囲に限定する効果が見込まれるものは、その判定をもってヘッ

ジの有効性の判定は省略しております。 

 また、特例処理によっている金利スワップについては有効性の評価を省略し

ております。  

(7）のれんの償却方法及び償却期

間 

 のれん及び平成22年３月31日以前に発生した負ののれんの償却については、20

年間の均等償却を行っております。 

(8）連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

(9）その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

追加情報

当連結会計年度
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

  当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。 

注記事項

（開示の省略）



前連結会計年度（自平成22年７月１日  至平成23年６月30日）及び当連結会計年度（自平成23年７月１日  

至平成24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。 

  

Ⅰ 前連結会計年度（自平成22年７月１日  至平成23年６月30日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 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「循環器事業」という単一セグメントであり、製品及びサービスの区分はありませんので

記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％未満であるた

め、記載を省略しております。  

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報



Ⅱ 当連結会計年度（自平成23年７月１日  至平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 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「循環器事業」という単一セグメントであり、製品及びサービスの区分はありませんので

記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 (単位：千円)

   

前連結会計年度（自平成22年７月１日  至平成23年６月30日）及び当連結会計年度（自平成23年７月１日  

至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自平成22年７月１日  至平成23年６月30日）及び当連結会計年度（自平成23年７月１日  

至平成24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「循環器事業」という単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

   

前連結会計年度（自平成22年７月１日  至平成23年６月30日）及び当連結会計年度（自平成23年７月１日  

至平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

   

 顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社  1,835,431 循環器事業 

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



 （注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当

たり当期純損失金額であるため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後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。  

 ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度
（自  平成22年７月１日 
至  平成23年６月30日） 

当連結会計年度
（自  平成23年７月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 226.95 円 233.22

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△） 
円 8.58 円 △4.10

  
前連結会計年度

(自 平成22年７月１日 
至 平成23年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額 
    

当期純利益金額（千円）  324,105  94,427

普通株主に帰属しない金額（千円）  230,667  138,998

（うち、Ａ種優先株式に係る優先配当金

要支払額） 
( ) 124,500 ( ) 86,229

（うち、Ａ種優先株式に係る消却差額） ( ) 106,167 ( ) 52,769

普通株式に係る当期純利益金額又は当期

純損失金額（△）（千円） 
 93,437  △44,571

普通株式の期中平均株式数（株）  10,892,012  10,882,425

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

Ａ種優先株式（発行済株式総数

株）及び新株予約権１種

類（新株予約権の数 個） 

830,000

8,085

Ａ種優先株式（発行済株式総数

株）及び新株予約権１種

類（新株予約権の数 個） 

763,000

8,085

（重要な後発事象）

当連結会計年度
（自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。  



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,275,086 3,435,540

受取手形 1,108,615 1,105,605

売掛金 2,181,737 2,061,865

商品及び製品 4,676,230 3,122,857

仕掛品 175,505 155,819

原材料及び貯蔵品 271,834 244,708

前払費用 67,995 54,989

繰延税金資産 924,006 519,107

未収入金 520,643 207,106

未収還付法人税等 － 21,841

その他 35,738 12,918

流動資産合計 12,237,393 10,942,360

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,097,641 1,097,641

減価償却累計額 △649,499 △675,237

建物（純額） 448,141 422,403

構築物 34,792 34,792

減価償却累計額 △29,692 △30,392

構築物（純額） 5,099 4,399

機械及び装置 20,256 20,256

減価償却累計額 △10,870 △13,421

機械及び装置（純額） 9,385 6,834

工具、器具及び備品 1,339,064 1,332,087

減価償却累計額 △1,019,575 △1,107,429

工具、器具及び備品（純額） 319,488 224,657

土地 1,090,018 1,090,018

リース資産 972,784 1,118,427

減価償却累計額 △404,273 △558,603

リース資産（純額） 568,510 559,823

建設仮勘定 125,273 9,485

有形固定資産合計 2,565,918 2,317,623

無形固定資産   

ソフトウエア 44,280 30,046

リース資産 33,286 26,348

電話加入権 12,637 12,637

無形固定資産合計 90,204 69,032

投資その他の資産   

投資有価証券 665,659 635,387

関係会社株式 28,102,920 28,187,499

長期貸付金 163,478 159,037



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

破産更生債権等 11 5

長期前払費用 150,952 143,090

繰延税金資産 397,901 542,327

その他 92,022 93,805

貸倒引当金 △82,350 △80,124

投資その他の資産合計 29,490,594 29,681,028

固定資産合計 32,146,716 32,067,684

繰延資産   

株式交付費 16,960 －

社債発行費 22,516 83,725

繰延資産合計 39,477 83,725

資産合計 44,423,587 43,093,770

負債の部   

流動負債   

支払手形 592,934 651,785

買掛金 728,663 582,550

短期借入金 7,799,128 5,724,938

1年内返済予定の長期借入金 2,759,465 2,898,564

1年内償還予定の社債 350,000 712,000

リース債務 208,737 232,974

未払金 464,150 324,928

未払費用 157,273 126,154

未払法人税等 134,200 －

未払消費税等 － 179,839

預り金 20,419 45,721

賞与引当金 331,990 182,771

デリバティブ債務 1,588,193 951,355

その他 6,138 3,471

流動負債合計 15,141,294 12,617,055

固定負債   

社債 875,000 2,282,000

長期借入金 5,709,890 5,685,333

リース債務 466,472 427,594

退職給付引当金 69,789 117,273

固定負債合計 7,121,151 8,512,201

負債合計 22,262,446 21,129,256



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,738,771 8,738,771

資本剰余金   

資本準備金 10,239,961 10,239,961

資本剰余金合計 10,239,961 10,239,961

利益剰余金   

利益準備金 144,844 144,844

その他利益剰余金   

別途積立金 3,498,000 3,498,000

繰越利益剰余金 679,951 334,799

利益剰余金合計 4,322,795 3,977,644

自己株式 △311,127 △311,127

株主資本合計 22,990,400 22,645,249

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10,752 △53,987

繰延ヘッジ損益 △818,507 △626,747

評価・換算差額等合計 △829,259 △680,734

純資産合計 22,161,140 21,964,514

負債純資産合計 44,423,587 43,093,770



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

商品売上高 9,637,641 7,099,322

製品売上高 4,412,497 3,743,142

売上高合計 14,050,138 10,842,465

売上原価   

商品期首たな卸高 3,098,230 4,087,159

製品期首たな卸高 610,784 589,070

当期商品仕入高 7,199,348 3,036,751

当期製品製造原価 1,039,537 840,537

合計 11,947,900 8,553,519

他勘定振替高 502,250 128,879

商品期末たな卸高 4,087,159 2,539,787

製品期末たな卸高 589,070 583,069

原材料評価損 52,817 41,326

売上原価合計 6,822,236 5,343,109

売上総利益 7,227,902 5,499,355

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 141,092 107,451

広告宣伝費 56,472 29,436

販売促進費 61,580 43,925

見本費 50,465 19,066

役員報酬 93,238 51,913

給料及び手当 1,658,340 1,279,696

賞与引当金繰入額 247,023 137,068

退職給付費用 43,219 91,521

法定福利費 271,468 210,039

福利厚生費 11,366 4,766

交際費 56,525 38,403

旅費及び交通費 374,447 292,360

租税公課 34,210 22,050

減価償却費 389,953 267,981

長期前払費用償却 32,955 21,727

研究開発費 476,262 492,265

支払手数料 1,341,365 1,167,653

不動産賃借料 193,392 149,174

リース料 93,559 88,225

その他 378,349 264,150

販売費及び一般管理費合計 6,005,289 4,778,877

営業利益 1,222,612 720,477



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 14,733 3,113

受取配当金 279 82

受取手数料 86,089 39,295

為替差益 55,107 －

デリバティブ評価益 144,560 129,467

貸倒引当金戻入額 － 2,226

その他 25,474 12,126

営業外収益合計 326,245 186,311

営業外費用   

支払利息 489,378 314,072

社債利息 10,629 7,857

金融支払手数料 77,403 33,799

為替差損 － 72,016

社債発行費償却 3,854 6,754

株式交付費償却 71,431 16,960

その他 1,333 675

営業外費用合計 654,030 452,136

経常利益 894,827 454,653

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15,648 －

過年度出向者給料受入額 73,826 －

子会社整理益 38,812 －

その他 220 －

特別利益合計 128,507 －

特別損失   

固定資産除却損 67,139 9,622

投資有価証券評価損 － 4,225

関係会社株式評価損 58,675 －

金利・通貨スワップ解約損 98,482 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,990 －

事業再編損 482,620 －

子会社清算損 2,142 －

特別退職金 － 129,427

その他 9,938 13,742

特別損失合計 721,989 157,017

税引前当期純利益 301,345 297,635

法人税、住民税及び事業税 54,779 20,175

過年度法人税等 44,978 －

法人税等調整額 61,542 135,517



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

法人税等合計 161,300 155,693

当期純利益 140,045 141,942



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,738,771 8,738,771

当期末残高 8,738,771 8,738,771

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 10,239,961 10,239,961

当期末残高 10,239,961 10,239,961

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 144,844 144,844

当期末残高 144,844 144,844

その他利益剰余金   

別途積立金   

当期首残高 3,498,000 3,498,000

当期末残高 3,498,000 3,498,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 1,701,661 679,951

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 140,045 141,942

自己株式の消却 △616,167 △253,769

当期変動額合計 △1,021,710 △345,151

当期末残高 679,951 334,799

自己株式   

当期首残高 △301,716 △311,127

当期変動額   

自己株式の取得 △625,578 △253,769

自己株式の消却 616,167 253,769

当期変動額合計 △9,411 －

当期末残高 △311,127 △311,127

株主資本合計   

当期首残高 24,021,522 22,990,400

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 140,045 141,942

自己株式の取得 △625,578 △253,769

当期変動額合計 △1,031,121 △345,151

当期末残高 22,990,400 22,645,249



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △3,133 △10,752

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,618 △43,234

当期変動額合計 △7,618 △43,234

当期末残高 △10,752 △53,987

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △922,559 △818,507

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104,051 191,759

当期変動額合計 104,051 191,759

当期末残高 △818,507 △626,747

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △925,693 △829,259

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,433 148,524

当期変動額合計 96,433 148,524

当期末残高 △829,259 △680,734

純資産合計   

当期首残高 23,095,829 22,161,140

当期変動額   

剰余金の配当 △545,588 △233,324

当期純利益 140,045 141,942

自己株式の取得 △625,578 △253,769

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 96,433 148,524

当期変動額合計 △934,688 △196,626

当期末残高 22,161,140 21,964,514



 該当事項はありません。  

  

 (1）役員の異動 

   該当事項はありません。 

 (2）その他 

   該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他


	ヘッダー4: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー5: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー6: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー7: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー8: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー9: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー10: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー11: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー12: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー13: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー14: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー15: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー16: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー17: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー18: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー19: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー20: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー21: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー22: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー23: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー24: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー25: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー26: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー27: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー28: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー29: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー30: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー31: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー32: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー33: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー34: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	ヘッダー35: ㈱グッドマン（7535）平成24年３月期　決算短信
	フッター4: - 1 -
	フッター5: - 2 -
	フッター6: - 3 -
	フッター7: - 4 -
	フッター8: - 5 -
	フッター9: - 6 -
	フッター10: - 7 -
	フッター11: - 8 -
	フッター12: - 9 -
	フッター13: - 10 -
	フッター14: - 11 -
	フッター15: - 12 -
	フッター16: - 13 -
	フッター17: - 14 -
	フッター18: - 15 -
	フッター19: - 16 -
	フッター20: - 17 -
	フッター21: - 18 -
	フッター22: - 19 -
	フッター23: - 20 -
	フッター24: - 21 -
	フッター25: - 22 -
	フッター26: - 23 -
	フッター27: - 24 -
	フッター28: - 25 -
	フッター29: - 26 -
	フッター30: - 27 -
	フッター31: - 28 -
	フッター32: - 29 -
	フッター33: - 30 -
	フッター34: - 31 -
	フッター35: - 32 -


