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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

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。これに伴い、平成24年３月期第３四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３
月期第３四半期の連結経営成績及び平成25年３月期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3四半期 7,665 ― △62 ― △387 ― △880 ―

24年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △123百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 ―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3四半期 △88.81 ―

24年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 23,231 4,594 19.8
24年3月期 23,940 4,913 20.5

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  4,594百万円 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） 0.00 0.00

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 10,600 ― 200 ― △150 ― △800 ― △82.56



(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3Q 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3Q 160,558 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3Q 10,882,417 株 24年3月期3Q ― 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） 
   0.00 0.00 
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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、平成24年３月期第３

四半期連結財務諸表を作成していないため、業績の状況の比較は記載しておりません。 

  

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高76億６千５百万円、営業損失６千２百万円、経

常損失３億８千７百万円、四半期純損失８億８千万円となりました。 

   

 主な要因は次のとおりであります。 

  

① 売上高 

 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76億６千５百万円となりました。 

  

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６千２百万円となりました。 

  

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３億８千７百万円となりました。 

  

④ 四半期純損失 

 セント・ジュード・メディカル株式会社と同社製品の日本国内における販売契約終了に向けて覚書を締結したこと

により、販売に使用する固定資産の減損や販売見込みのない消耗品に対する評価減など関連する損失６億７千５百万

円を事業再編損として特別損失に計上したこと等により、四半期純損失は８億８千万円となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産 

 「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１億３千３百万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１億２千６百万円増加いた

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19億１千４百万円減少し、長期資金の調達

を進めたことにより長期借入金が６億６千５百万円、社債が17億１百万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10億７千５百万円減少いたしました。また円安が進んだことに伴

い為替換算調整勘定が５億５千３百万円増加いたしました。 

 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



（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25年１月24日に開示いたしました「特別損失の発生並びに平成25年３月期通

期（連結）の業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は平成24年５月15日に公表いたしました連

結業績予想を下方修正するにいたりました。 

 通期の業績見通しは、売上高106億円、営業利益２億円、経常損失１億５千万円、当期純損失８億円となる見込

みです。 

   

   

（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。 

   

   

（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３四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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,535,688 4,661,863

受取手形及び売掛金 3,195,882 2,174,047

商品及び製品 2,788,270 2,590,779

仕掛品 312,066 405,053

原材料及び貯蔵品 421,437 570,726

繰延税金資産 744,114 1,035,743

その他 367,842 388,843

貸倒引当金 △213 △220

流動資産合計 12,365,088 11,826,837

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,780,439 1,800,109

減価償却累計額 △1,052,256 △1,108,142

建物及び構築物（純額） 728,182 691,966

機械装置及び運搬具 420,739 460,617

減価償却累計額 △381,200 △409,459

機械装置及び運搬具（純額） 39,539 51,157

工具、器具及び備品 1,541,627 1,554,217

減価償却累計額 △1,296,013 △1,389,698

減損損失累計額 － △53,858

工具、器具及び備品（純額） 245,613 110,661

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 1,118,427 1,140,562

減価償却累計額 △558,603 △702,577

減損損失累計額 － △226,462

リース資産（純額） 559,823 211,522

建設仮勘定 9,485 343,051

有形固定資産合計 2,852,742 2,678,456

無形固定資産   

のれん 5,749,959 5,616,141

その他 692,648 831,618

無形固定資産合計 6,442,608 6,447,760

投資その他の資産   

繰延税金資産 1,219,423 1,137,602

その他 1,057,303 1,180,294

貸倒引当金 △80,124 △169,922

投資その他の資産合計 2,196,602 2,147,973

固定資産合計 11,491,953 11,274,190

繰延資産 83,725 130,884

資産合計 23,940,766 23,231,912



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 832,081 853,833

短期借入金 4,147,830 2,233,328

1年内返済予定の長期借入金 2,898,564 2,913,437

1年内償還予定の社債 712,000 1,277,000

リース債務 232,974 242,513

未払法人税等 12,507 20,416

賞与引当金 192,954 80,924

デリバティブ債務 951,355 351,363

その他 519,889 504,808

流動負債合計 10,500,157 8,477,625

固定負債   

社債 2,282,000 3,418,500

長期借入金 5,685,333 6,335,566

リース債務 427,594 274,392

退職給付引当金 132,424 131,030

固定負債合計 8,527,352 10,159,489

負債合計 19,027,509 18,637,115

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 △6,992,546

自己株式 △311,127 △311,138

株主資本合計 12,750,328 11,675,047

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 △5,898

繰延ヘッジ損益 △626,747 △470,647

為替換算調整勘定 △7,157,235 △6,603,704

その他の包括利益累計額合計 △7,837,071 △7,080,249

純資産合計 4,913,257 4,594,797

負債純資産合計 23,940,766 23,231,912



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 7,665,766

売上原価 2,898,714

売上総利益 4,767,052

販売費及び一般管理費 4,829,055

営業損失（△） △62,003

営業外収益  

受取利息 1,952

受取手数料 3,791

デリバティブ評価益 96,021

その他 37,643

営業外収益合計 139,407

営業外費用  

支払利息 231,709

貸倒引当金繰入額 89,798

その他 143,217

営業外費用合計 464,725

経常損失（△） △387,320

特別損失  

投資有価証券評価損 1,770

固定資産除却損 1,840

事業構造改善費用 3,514

事業再編損 675,421

投資事業組合運用損 11,056

会員権評価損 2,000

特別損失合計 695,604

税金等調整前四半期純損失（△） △1,082,925

法人税等 △202,705

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △880,219

四半期純損失（△） △880,219



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △880,219

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 47,189

繰延ヘッジ損益 156,100

為替換算調整勘定 553,531

その他の包括利益合計 756,821

四半期包括利益 △123,398

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △123,398

少数株主に係る四半期包括利益 －



 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。 

   

   

ニプロ株式会社による当社株券等に対する公開買付けについて 

 当社は、平成25年１月24日開催の取締役会において、ニプロ株式会社による当社普通株式、Ａ種優先株式及び

新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について、慎重に協議、検討した結果、

本公開買付けに賛同の意見を表明すること、かつ、当社の普通株式及びＡ種優先株式の株主の皆様に対し、本公

開買付けへの応募を推奨すること、一方、新株予約権を本公開買付けに応募するか否かについては新株予約権の

保有者の判断に委ねることを決議いたしました。 

 また、本公開買付けで当社がニプロ株式会社のグループ会社になることに伴って株式会社日本政策投資銀行に

エグジットの機会を与えることとし、その一環として、Ａ種優先株式の一部(669,000株)の取得(強制償還)及び

消却を実施することといたしました。なお、今回のＡ種優先株式の償還資金については、下記の金融機関から調

達しております。 

 詳細につきましては、平成25年１月24日に公表しております「ニプロ株式会社による当社株券等に対する公開

買付けに関する意見表明についてのお知らせ」を参照願います。 

  

Ａ種優先株式の取得及び消却 

 当社は、平成25年１月24日開催の取締役会において、当社が発行するＡ種優先株式の一部につき、当社定款第

11条の７（現金を対価とする取得条項）に基づく取得、及び当該取得を条件として、会社法第178条に基づく消

却を行うことを決議いたしました。 

  

（１） 取得価額           １株につき4,022.5675554円 

（２） 取得価額の総額        2,691,097千円 

（３） 取得及び消却する株式の種類  Ａ種優先株式 

（４） 取得及び消却する株式の数   669,000株 

（５） 消却の方法           その他利益剰余金より減額 

（６） 取得及び消却予定日      平成25年２月８日 

  

多額な資金の借入 

 当社は、平成25年１月24日付で、株式会社みずほ銀行から以下の借入を行いました。 

  

（１）資金使途            Ａ種優先株式の取得資金 

（２）借入先             株式会社みずほ銀行 

（３）借入金額            2,691,000千円 

（４）借入実行日           平成25年１月24日 

（５）返済条件            平成25年３月31日に一括返済 

（６）債務保証            ニプロ株式会社より債務保証を受けております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象



  

 （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38期第３四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．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、平成24年３月期第３四半期連結財務諸表を作成していないため、前連結会計年度の第３四半期

連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の記載を省略しております。   

  

５．補足情報

（１）経営管理上重要な指標の推移

回次 
第38期

第３四半期 
連結累計期間 

第37期

会計期間 
自平成24年４月１日
至平成24年12月31日 

自平成23年７月１日 
至平成24年３月31日 

売上高（千円）  7,665,766  10,924,917

経常利益又は経常損失（△）（千円）  △387,320  584,167

当期純利益又は四半期純損失（△）（千円）  △880,219  94,427

四半期包括利益又は包括利益（千円）  △123,398  316,051

純資産額（千円）  4,594,797  4,913,257

総資産額（千円）  23,231,912  23,940,766

１株当たり四半期（当期）純損失金額（△）

（円） 
 △88.81  △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（％）  19.8  20.5

回次 
第38期

第３四半期 
連結会計期間 

会計期間 
自平成24年10月１日
至平成24年12月31日 

１株当たり四半期純損失金額（△）（円）  △64.15
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