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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

当社は、平成24年３月期より決算期を毎年６月30日から毎年３月31日に変更しております。これに伴い、平成25年３月期第２四半期（４月から９月まで）と、比較
対象となる平成24年３月期第２四半期（７月から12月まで）の月度が異なるため、平成25年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しており
ません。 

(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 ％

25年3月期第2四半期 4,928 ― △57 ― △250 ― △211 ―

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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △812百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △543百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △24.66 ―

24年3月期第2四半期 △0.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 23,691 3,906 16.5
24年3月期 23,940 4,913 20.5

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  3,906百万円 24年3月期  4,913百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 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）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月期は決算期変更により９ヶ月決算となっておりますので、平成25年３月期の連結業績予想の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 11,500 ― 500 ― 70 ― 40 ― △6.84



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
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。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 11,042,926 株 24年3月期 11,042,926 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 160,501 株 24年3月期 160,501 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 10,882,425 株 24年3月期2Q 10,882,425 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

24 年３月期 － 0.00 － 113.01 113.01 

25 年３月期 － 0.00    

25 年３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 

 当社は前連結会計年度より決算期を６月30日から３月31日に変更しております。これに伴い、当第２四半期連結累

計期間（４月から９月）は、比較対象となる平成24年３月期第２四半期連結累計期間（７月から12月）と月度が異な

ることから、業績の状況の比較は記載しておりません。 

  

 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49億２千８百万円、営業損失５千７百万円、経常損失２

億５千万円、四半期純損失２億１千１百万円となりました。 

 なお、前第２四半期連結累計期間には、2011年９月末をもってマイクラス社製脳動脈コイルの製品販売売上及び同

契約終了時点での保有在庫すべてを一括で売却したことによる一時的な売上が含まれております。 

  

 主な要因は次のとおりであります。 

  

① 売上高 

 前期に引き続き「ラクロスＮＳＥ」を重点販売製品として注力した結果、売上は着実に伸長を続けており、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Ｙコネクターも順調に販売が増加しました。 

 一方で2012年４月に行われた薬価改定により全般的に販売単価が下落しており、薬価改定による影響の一部を各製

品の拡販で補った結果、売上高は49億２千８百万円となりました。 

  

② 営業損失 

 市場シェアの拡大による販売数量の増加及び利益率の高い自社製品の拡販により補うことで2012年４月に行われた

薬価改定による利益率低下の影響を抑えるように努めました。また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進める一方

で、経営効率化、生産性の向上に努めた結果、営業損失は５千７百万円となりました。 

  

③ 経常損失 

 資金調達コストの低減を進めたこと等により、経常損失は２億５千万円となりました。 

  

④ 四半期純損失 

 四半期純損失は２億１千１百万円となりました。 

   

   

（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 

 「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）に従って在外子会社におけるのれんの定期償却を行ったことなどから、前連結会計年度末に比べてのれんの残

高が５億９千１百万円減少いたしました。 

 また安定的な運転資金確保のため長期資金の調達を進めたことにより、現金及び預金が６億５千３百万円増加いた

しました。 

  

② 負債 

 短期借入金から長期借入金へのシフトを進めたことにより短期借入金が18億９千３百万円減少し、長期資金の調達

を進めたことにより長期借入金が12億７千６百万円、社債が20億１千９百万円増加いたしました。 

  

③ 純資産 

 四半期純損失及び配当金支払により利益剰余金が４億６百万円減少いたしました。また円高が進んだことに伴い為

替換算調整勘定が６億４千１百万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、損益及びキャ

ッシュ・フローに影響を及ぼす事はありません。  

１．当四半期決算に関する定性的情報



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、50億２千２百万円となり

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５億１千６百万円の増加となりました。

これは主に税金等調整前四半期純損失２億５千９百万円に対し、減価償却費２億４千８百万円、のれん償却額２億８

千９百万円、売上債権の減少額５億５千８百万円等により資金が増加し、たな卸資産の増加額１億８千１百万円、仕

入債務の減少額７千５百万円、未払消費税等の減少額２億７百万円、利息の支払額１億４千２百万円等により資金が

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５億２千６百万円の減少となりました。

これは主に有形固定資産の取得３億１百万円、無形固定資産の取得１億６千万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10億２千９百万円の増加となりました。

これは主に長期借入れによる収入31億円、社債の発行による収入23億３千１百万円により資金が増加し、長期借入金

の返済による支出18億２千３百万円、短期借入金の純減額18億９千３百万円、社債の償還による支出３億８千１百万

円、配当金の支払額１億９千４百万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24年５月15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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）   

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更に伴う、当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,535,688 5,189,151

受取手形及び売掛金 3,195,882 2,630,060

商品及び製品 2,788,270 2,859,586

仕掛品 312,066 320,619

原材料及び貯蔵品 421,437 500,994

繰延税金資産 744,114 864,749

その他 367,842 276,742

貸倒引当金 △213 △207

流動資産合計 12,365,088 12,641,696

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,780,439 1,752,910

減価償却累計額 △1,052,256 △1,070,080

建物及び構築物（純額） 728,182 682,829

機械装置及び運搬具 420,739 419,817

減価償却累計額 △381,200 △368,813

機械装置及び運搬具（純額） 39,539 51,004

工具、器具及び備品 1,541,627 1,521,865

減価償却累計額 △1,296,013 △1,337,405

工具、器具及び備品（純額） 245,613 184,460

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 1,118,427 1,122,564

減価償却累計額 △558,603 △663,595

リース資産（純額） 559,823 458,969

建設仮勘定 9,485 275,083

有形固定資産合計 2,852,742 2,922,443

無形固定資産   

のれん 5,749,959 5,158,811

その他 692,648 766,587

無形固定資産合計 6,442,608 5,925,399

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,219,423 1,129,349

その他 1,057,303 1,085,433

貸倒引当金 △80,124 △152,547

投資その他の資産合計 2,196,602 2,062,236

固定資産合計 11,491,953 10,910,079

繰延資産 83,725 139,868

資産合計 23,940,766 23,691,644



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 832,081 765,095

短期借入金 4,147,830 2,254,162

1年内返済予定の長期借入金 2,898,564 3,221,436

1年内償還予定の社債 712,000 1,177,000

リース債務 232,974 236,676

未払法人税等 12,507 22,444

賞与引当金 192,954 204,301

デリバティブ債務 951,355 667,236

その他 519,889 311,452

流動負債合計 10,500,157 8,859,804

固定負債   

社債 2,282,000 3,836,000

長期借入金 5,685,333 6,639,057

リース債務 427,594 312,266

退職給付引当金 132,424 138,425

固定負債合計 8,527,352 10,925,748

負債合計 19,027,509 19,785,553

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 △5,917,276 △6,323,328

自己株式 △311,127 △311,127

株主資本合計 12,750,328 12,344,276

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △53,087 △55,008

繰延ヘッジ損益 △626,747 △584,135

為替換算調整勘定 △7,157,235 △7,799,041

その他の包括利益累計額合計 △7,837,071 △8,438,185

純資産合計 4,913,257 3,906,090

負債純資産合計 23,940,766 23,691,644



（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23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,926,853 4,928,863

売上原価 3,981,951 1,799,652

売上総利益 3,944,902 3,129,210

販売費及び一般管理費 3,433,438 3,186,932

営業利益又は営業損失（△） 511,464 △57,721

営業外収益   

受取利息 3,296 1,225

受取手数料 8,634 2,141

デリバティブ評価益 54,100 50,420

為替差益 39,837 20,188

その他 19,900 19,946

営業外収益合計 125,769 93,922

営業外費用   

支払利息 209,451 162,530

貸倒引当金繰入額 － 72,422

その他 43,731 52,082

営業外費用合計 253,183 287,035

経常利益又は経常損失（△） 384,050 △250,834

特別利益   

投資事業組合運用益 8,370 －

特別利益合計 8,370 －

特別損失   

投資有価証券評価損 4,863 171

固定資産除却損 8,286 1,840

特別退職金 138,727 －

事業構造改善費用 4,192 －

投資事業組合運用損 － 4,352

会員権評価損 － 2,000

特別損失合計 156,069 8,363

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（△）

236,352 △259,198

法人税等 183,406 △48,197

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（△）

52,946 △211,001

四半期純利益又は四半期純損失（△） 52,946 △211,001



（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23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

52,946 △211,001

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △64,853 △1,920

繰延ヘッジ損益 15,228 42,611

為替換算調整勘定 △547,046 △641,806

その他の包括利益合計 △596,670 △601,114

四半期包括利益 △543,724 △812,115

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △543,724 △812,115

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23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

236,352 △259,198

減価償却費 248,895 248,140

のれん償却額 290,474 289,922

繰延資産償却額 20,692 12,263

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,530 72,422

賞与引当金の増減額（△は減少） △273,733 11,346

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,848 6,000

受取利息及び受取配当金 △3,480 △1,519

支払利息 209,451 162,530

デリバティブ評価損益（△は益） △54,100 △50,420

投資有価証券評価損益（△は益） 4,863 171

会員権評価損 － 2,000

投資事業組合運用損益（△は益） △8,370 4,352

特別退職金 138,727 －

為替差損益（△は益） 23,389 26,367

有形固定資産除却損 8,286 1,840

売上債権の増減額（△は増加） 272,156 558,724

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,761,798 △181,167

仕入債務の増減額（△は減少） △356,644 △75,255

その他の流動資産の増減額（△は増加） 154,606 34,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58,272 △27,342

未払消費税等の増減額（△は減少） 173,608 △207,610

その他 66,700 35,187

小計 3,019,263 663,441

利息及び配当金の受取額 3,477 3,892

利息の支払額 △189,616 △142,344

法人税等の支払額 △168,170 △37,026

法人税等の還付額 1,437 28,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,666,390 516,112

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 △19,245 △9,936

通貨スワップ等の解約による支出 △150,000 －

有形固定資産の取得による支出 △50,507 △301,164

有形固定資産の売却による収入 121,236 32

無形固定資産の取得による支出 △682 △160,549

定期預金の預入による支出 △16 △27

長期貸付金の回収による収入 6,996 －

その他の支出 △27,140 △62,332

その他の収入 1,451 7,055

投資活動によるキャッシュ・フロー △117,907 △526,921



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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） △798,168 △1,893,668

社債の発行による収入 488,856 2,331,593

社債の償還による支出 △175,000 △381,000

長期借入れによる収入 2,150,000 3,100,000

長期借入金の返済による支出 △1,508,883 △1,823,404

リース債務の返済による支出 △105,497 △110,091

配当金の支払額 △231,231 △194,378

財務活動によるキャッシュ・フロー △179,924 1,029,051

現金及び現金同等物に係る換算差額 △231,488 △364,806

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,137,070 653,435

現金及び現金同等物の期首残高 2,601,445 4,369,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,738,515 5,022,739



 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

（７）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37期第２四半期連結累計期間、第38期第２四半期連結累計期間および第37期の潜在株式調整後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）純損失金額で

あるため記載しておりません。 

４. 平成23年９月27日開催の第36期定時株主総会の決議により、決算期を６月30日から３月31日に変更いたしま

した。このため、第37期は平成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。 

５. 第37期の決算期変更により、第37期第２四半期連結累計期間は平成23年７月１日から平成23年12月31日ま

で、第38期第２四半期連結累計期間は平成24年４月１日から平成24年９月30日までとなっております。  

５．補足情報

回次 
第37期

第２四半期 
連結累計期間 

第38期
第２四半期 
連結累計期間 

第37期

会計期間 
自平成23年７月１日
至平成23年12月31日 

自平成24年４月１日 
至平成24年９月30日 

自平成23年７月１日
至平成24年３月31日 

売上高（千円）  7,926,853  4,928,863  10,924,917

経常利益又は経常損失（△）（千円）  384,050  △250,834  584,167

四半期(当期)純利益又は四半期純損失（△）

（千円） 
 52,946  △211,001  94,427

四半期包括利益又は包括利益（千円）  △543,724  △812,115  316,051

純資産額（千円）  4,307,251  3,906,090  4,913,257

総資産額（千円）  24,786,732  23,691,644  23,940,766

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）

（円） 
 △0.90  △24.66  △4.10

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（％）  17.4  16.5  20.5

営業活動によるキャッシュ・フロー（千円）  2,666,390  516,112  3,016,296

投資活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △117,907  △526,921  482,634

財務活動によるキャッシュ・フロー（千円）  △179,924  1,029,051  △1,543,003

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円） 
 4,738,515  5,022,739  4,369,303

回次 
第37期

第２四半期 
連結会計期間 

第38期
第２四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自平成23年10月１日
至平成23年12月31日 

自平成24年７月１日 
至平成24年９月30日 

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）  △9.15  △13.31
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