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

（注）平成24年３月期は決算期変更により、平成23年７月１日から平成24年３月31日までの９ヶ月決算となっております。このため、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 ％

25年3月期 10,558 ― △719 ― △1,263 ― △4,429 ―

24年3月期 10,924 ― 781 ― 584 ― 94 ―

（注）包括利益 25年3月期 △2,253百万円 （―％） 24年3月期 316百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 △471.19 ― △189.0 △5.4 △6.8

24年3月期 △4.10 ― 1.9 2.3 7.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3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

25年3月期 22,605 △226 △1.0 △47.98

24年3月期 23,940 4,913 20.5 233.22

（参考） 自己資本   25年3月期  △226百万円 24年3月期  4,913百万円

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

25年3月期 630 △936 1,500 5,960
24年3月期 3,016 482 △1,543 4,369

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 108 ― 4.3
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

3. 平成26年3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日） 
当社普通株式は平成25年６月20日開催予定の定時株主総会及び種類株主総会において、定款の一部変更及び全部取得条項付普通株式の取得の議案
が承認可決の見込みであり、この場合、大阪証券取引所の定める上場廃止基準に該当することとなるため、平成26年３月期の業績予想及び配当予想の
発表を控えさせていただきます。 



※  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 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７に該当するものであります。詳細は、添付資料17ページ「４．連結財務諸表
（５）連結財務諸表に関する注記事項（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）」をご覧ください。 
 

(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、22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  ： 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 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 160,755 株 24年3月期 160,501 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 10,882,405 株 24年3月期 10,882,425 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 
該当事項はありません。 



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 － 0.00 0.00 
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(1）経営成績に関する分析  

  

  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、比較対象となる前

連結会計年度の連結財務諸表は９ヶ月決算であったことから、業績の状況の比較は記載しておりません。 

  

 当連結会計年度におけるわが国経済は、金融緩和による円安転換とそれに伴う株価の上昇により緩やかな回復基

調にあり、今後も更なる景況感の改善が期待されております。 

 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、また、円安による仕入価

格の急激な上昇が収益を圧迫するなど、更なる経営効率化、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性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」の改良版の売上が伸張いたしました。 

 また、従来、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、前期上市した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「Ｍｏｇ

ｕｌ」、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」の拡販を進めてお

ります。 

 また、近年の 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、2014

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。 

 また2012年１月に取り扱いを開始したバイオトロニックジャパン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）について引き続き拡販を行っております。 

   

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。 

 また長年にわた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。 

 以上の結果により、売上高は105億５千８百万円となりました。 

   

② 営業損失 

 当連結会計年度において引き続き販売費及び一般管理費の削減・抑制に努めましたが、販売可能性の低い旧型製

品の評価損を計上したことから営業損失は７億１千９百万円となりました。 

  

③ 経常損失 

１．経営成績・財政状態に関する分析



 ニプロ株式会社の債務保証を受けることにより低金利の有利子負債への入れ替えを進めたことによる長期前払費

用の取り崩し等により金融支払手数料が２億１千７百万円発生いたしました。また急激な円安が進んだ結果、為替

差損が７千万円発生いたしました。 

 これらの結果、経常損失は12億６千３百万円となりました。 

  

④ 当期純損失 

 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いたしました。また繰延税金資産の回収可能性見直しにより法人税等調

整額を16億１千９百万円計上いたしました。 

 これらの結果、当期純損失は44億２千９百万円となりました。 

   

（次期の見通し） 

  当社普通株式は平成25年６月20日開催予定の定時株主総会及び種類株主総会において、定款の一部変更及び全部

取得条項付普通株式の取得の議案が承認可決の見込みであり、この場合、大阪証券取引所の定める上場廃止基準に

該当することとなるため、平成26年３月期の業績予想及び配当予想の発表を控えさせていただきます。 

  

(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、59億６千万円となりました。 

  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６億３千万円の増加となりました。 

  これは主に、税金等調整前当期純損失26億７千８百万円に対し、のれん償却額７億２百万円、減価償却費４億３

千５百万円、売上債権の減少額８億５千７百万円、たな卸資産の減少６億５千２百万円等により資金が増加し、未

払消費税の減少２億８千４百万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９億３千６百万円の減少となりました。 

 これは主に有形固定資産の売却による収入６百万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３千

６百万円、有形固定資産の取得による支出６億５千３百万円、無形固定資産の取得による支出１億９千４百万円等

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15億円の増加となりました。 

 これは主に、長期借入れにより60億７千５百万円、社債の発行により23億３千１百万円、短期借入金の純増加額

40億３千９百万円の資金調達を行ったのに対し、優先株の償還26億９千１百万円、長期借入金の返済68億６千６百

万円、社債の償還９億６千９百万円、配当金の支払額１億９千４百万円、リース債務の返済２億２千３百万円によ

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、平成25年１月24日付「平成25年３月期（第38期）配当予想の修正に関するお知らせ」で発表しておりま

すように、ニプロ株式会社による公開買付けに応募する株主の皆様と応募しない株主の皆様の間に経済的効果の差

異が生じる可能性があることから、当期は期末配当を行わない予定です。また、次期の配当金予想の発表を控えさ

せていただきます。 

  
第36期 

平成23年６月期 
第37期

平成24年３月期 
第38期 

平成25年３月期 

自己資本比率（％）  19.5  20.5  △1.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 15.1  18.1  16.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（％） 
 665.7  543.3  3,309.5

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 6.3  10.4  2.2



 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 

・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) 

・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）１．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。 

  ２．当社は、ニプロ株式会社による当社の普通株式、Ａ種優先株式及び新株予約権に対する公開買付けの結果、

    平成25年３月15日付でニプロ株式会社の連結子会社となっております。 



(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、 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、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 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、2014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づけております。 

(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り

組み始めております。 

 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、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、 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。 

 また2012年１月に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）の取り扱いを開始し、拡販に注力しております。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。 

３．経営方針



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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,535,688 6,127,355

受取手形及び売掛金 3,195,882 2,358,189

商品及び製品 2,788,270 1,985,057

仕掛品 312,066 321,757

原材料及び貯蔵品 421,437 596,739

未収入金 211,389 238,491

繰延税金資産 744,114 52,981

その他 156,453 194,540

貸倒引当金 △213 △7,285

流動資産合計 12,365,088 11,867,827

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,780,439 1,825,297

減価償却累計額 △1,052,256 △1,134,344

建物及び構築物（純額） 728,182 690,953

機械装置及び運搬具 420,739 459,701

減価償却累計額 △381,200 △423,984

機械装置及び運搬具（純額） 39,539 35,716

工具、器具及び備品 1,541,627 1,388,510

減価償却累計額 △1,296,013 △1,261,410

減損損失累計額 － △53,858

工具、器具及び備品（純額） 245,613 73,242

土地 1,270,096 1,270,096

リース資産 1,118,427 1,143,486

減価償却累計額 △558,603 △713,135

減損損失累計額 － △226,462

リース資産（純額） 559,823 203,888

建設仮勘定 9,485 573,386

有形固定資産合計 2,852,742 2,847,283

無形固定資産   

商標権 554 －

その他の無形資産 621,946 642,259

のれん 5,749,959 5,931,330

リース資産 26,348 24,519

その他 43,798 205,441

無形固定資産合計 6,442,608 6,803,551

投資その他の資産   

投資有価証券 645,263 800,834

長期貸付金 159,037 181,986

長期前払費用 143,090 53,346

破産更生債権等 5 12,940

繰延税金資産 1,219,423 7,001

その他 109,906 104,780

貸倒引当金 △80,124 △195,577

投資その他の資産合計 2,196,602 965,313



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

固定資産合計 11,491,953 10,616,148

繰延資産   

社債発行費 83,725 121,900

繰延資産合計 83,725 121,900

資産合計 23,940,766 22,605,876

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 832,081 846,038

短期借入金 4,147,830 8,187,494

1年内返済予定の長期借入金 2,898,564 2,841,408

1年内償還予定の社債 712,000 1,277,000

リース債務 232,974 244,392

未払法人税等 12,507 62,408

未払消費税等 186,781 8,762

賞与引当金 192,954 204,026

デリバティブ債務 951,355 163,967

その他 333,107 540,755

流動負債合計 10,500,157 14,376,252

固定負債   

社債 2,282,000 3,147,500

長期借入金 5,685,333 4,951,067

リース債務 427,594 215,495

繰延税金負債 － 20,127

退職給付引当金 132,424 121,494

固定負債合計 8,527,352 8,455,684

負債合計 19,027,509 22,831,936

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 △13,232,865

自己株式 △311,127 △311,204

株主資本合計 12,750,328 5,434,662

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 36,446

繰延ヘッジ損益 △626,747 －

為替換算調整勘定 △7,157,235 △5,697,169

その他の包括利益累計額合計 △7,837,071 △5,660,722

純資産合計 4,913,257 △226,059

負債純資産合計 23,940,766 22,605,876



（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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 10,924,917 10,558,373

売上原価 5,076,488 4,774,315

売上総利益 5,848,428 5,784,057

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 1,334,419 1,749,776

リース料 90,220 148,924

旅費及び交通費 296,718 390,573

賞与引当金繰入額 139,755 152,217

退職給付費用 93,870 41,188

研究開発費 958,743 1,208,028

減価償却費 293,846 315,797

のれん償却額 461,124 702,365

その他 1,398,433 1,794,813

販売費及び一般管理費合計 5,067,130 6,503,684

営業利益又は営業損失（△） 781,297 △719,627

営業外収益   

受取利息 4,340 2,396

受取配当金 183 475

受取手数料 12,123 5,120

助成金収入 － 39,195

為替差益 1,759 －

デリバティブ評価益 129,467 110,980

その他 21,432 44,989

営業外収益合計 169,305 203,158

営業外費用   

支払利息 299,909 279,331

社債利息 7,857 25,123

金融支払手数料 33,799 217,128

為替差損 － 70,626

貸倒引当金繰入額 － 122,506

その他 24,869 32,722

営業外費用合計 366,436 747,438

経常利益又は経常損失（△） 584,167 △1,263,906



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

債務消滅益 54,655 －

特別利益合計 54,655 －

特別損失   

固定資産除却損 9,622 26,110

投資有価証券評価損 4,225 1,616

ヘッジ会計終了損 － 636,954

特別退職金 141,093 －

事業構造改善費用 7,742 4,404

事業再編損 － 675,421

その他 23,602 69,630

特別損失合計 186,286 1,414,138

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

452,535 △2,678,045

法人税、住民税及び事業税 36,955 131,580

法人税等調整額 321,152 1,619,814

法人税等合計 358,107 1,751,394

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

94,427 △4,429,440

当期純利益又は当期純損失（△） 94,427 △4,429,440



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

94,427 △4,429,440

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △42,335 89,534

繰延ヘッジ損益 191,759 626,747

為替換算調整勘定 72,199 1,460,066

その他の包括利益合計 221,623 2,176,348

包括利益 316,051 △2,253,091

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 316,051 △2,253,091

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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △5,524,610 △5,917,276

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 94,427 △4,429,440

自己株式の消却 △253,769 △2,691,097

当期変動額合計 △392,666 △7,315,588

当期末残高 △5,917,276 △13,232,865

自己株式   

当期首残高 △311,127 △311,127

当期変動額   

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

自己株式の消却 253,769 2,691,097

当期変動額合計 － △77

当期末残高 △311,127 △311,204

株主資本合計   

当期首残高 13,142,994 12,750,328

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 94,427 △4,429,440

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

当期変動額合計 △392,666 △7,315,666

当期末残高 12,750,328 5,434,662



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △10,752 △53,087

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,335 89,534

当期変動額合計 △42,335 89,534

当期末残高 △53,087 36,446

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △818,507 △626,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 191,759 626,747

当期変動額合計 191,759 626,747

当期末残高 △626,747 －

為替換算調整勘定   

当期首残高 △7,229,435 △7,157,235

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 72,199 1,460,066

当期変動額合計 72,199 1,460,066

当期末残高 △7,157,235 △5,697,169

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △8,058,695 △7,837,071

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 221,623 2,176,348

当期変動額合計 221,623 2,176,348

当期末残高 △7,837,071 △5,660,722

純資産合計   

当期首残高 5,084,299 4,913,257

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 94,427 △4,429,440

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 221,623 2,176,348

当期変動額合計 △171,042 △5,139,317

当期末残高 4,913,257 △226,059



（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23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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又は税金等調整前当期純
損失（△）

452,535 △2,678,045

減価償却費 379,070 435,549

のれん償却額 461,124 702,365

繰延資産償却額 23,715 30,230

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,070 122,506

賞与引当金の増減額（△は減少） △157,282 11,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48,378 △10,929

受取利息及び受取配当金 △4,523 △2,872

支払利息 307,767 304,454

デリバティブ評価損益（△は益） △129,467 △110,980

ヘッジ会計終了損 － 636,954

投資有価証券評価損益（△は益） 4,225 1,616

会員権評価損 － 2,100

有形固定資産除却損 9,622 26,110

有形固定資産売却損益（△は益） － 4,784

事業再編損失 － 281,692

投資事業組合運用損益（△は益） 13,742 19,204

特別退職金 141,093 －

債務消滅益 △54,655 －

為替差損益（△は益） △11,020 △68,130

売上債権の増減額（△は増加） 143,999 857,609

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,737,128 652,131

仕入債務の増減額（△は減少） △229,098 6,152

その他の流動資産の増減額（△は増加） 280,628 △32,177

その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,584 188,762

未払消費税等の増減額（△は減少） 184,780 △284,383

その他 18,597 △154,919

小計 3,609,876 940,857

利息及び配当金の受取額 4,400 2,666

利息の支払額 △291,243 △281,514

特別退職金の支払額 △134,719 －

法人税等の支払額 △174,482 △67,107

法人税等の還付額 2,464 35,539

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,016,296 630,441



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △52,923 △36,673

通貨スワップ等の解約による支出 △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

646,105 －

長期貸付金の回収による収入 6,996 －

有形固定資産の取得による支出 △55,045 △653,728

有形固定資産の売却による収入 121,285 6,641

無形固定資産の取得による支出 △5,823 △194,501

長期前払費用の取得による支出 △26,220 △62,356

定期預金の預入による支出 △16 △39

その他の支出 △5,325 △3,048

その他の収入 3,601 7,276

投資活動によるキャッシュ・フロー 482,634 △936,429

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） △2,717,002 4,039,664

社債の発行による収入 1,932,036 2,331,593

社債の償還による支出 △231,000 △969,500

長期借入れによる収入 2,500,000 6,075,012

長期借入金の返済による支出 △2,385,458 △6,866,434

自己株式の取得による支出 △253,280 △2,691,174

リース債務の返済による支出 △159,660 △223,714

配当金の支払額 △228,638 △194,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,543,003 1,500,448

現金及び現金同等物に係る換算差額 △188,068 397,167

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,767,858 1,591,627

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期末残高 4,369,303 5,960,930



 該当事項はありません。  

  

１．連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数  ７社 

連結子会社の名称 

㈱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。 

４. 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） 

(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。 

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 

(5）連結財務諸表に関する注記事項

（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）

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



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 

   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。 

(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。 

(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   

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。 

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 



(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。 

  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形

固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 この変更に伴う、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

 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。 

(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)

（開示の省略）



 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。 

  

前連結会計年度（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)

   

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

【関連情報】

 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 



当連結会計年度（自平成24年４月１日  至平成25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 

(単位：千円)

  

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。  

  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自平成24年４月１日 至平成25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。  

   

 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。 

   

 該当事項はありません。 

   

日本 米国 愛国 中国 合計

 2,089,616  551,641  202,399  3,626  2,847,283

【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】

【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】

【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．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。  

 ２．１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。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

  

  

（１株当たり情報）

  
  
  

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

当連結会計年度
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 233.22 円 △47.98

１株当たり当期純損失金額 円 4.10 円 471.19

  
前連結会計年度

(自 平成23年７月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり当期純損失金額     

当期純利益金額又は当期純損失金額

（△）（千円） 
 94,427  △4,429,440

普通株主に帰属しない金額（千円）  138,996  698,197

（うち、Ａ種優先株式に係る優先配当金

要支払額） 
( ) 86,226 ( ) 14,100

（うち、Ａ種優先株式に係る消却差額） ( ) 52,769 ( ) 684,097

普通株式に係る当期純損失金額（△）

（千円） 
 △44,568  △5,127,637

普通株式の期中平均株式数（株）  10,882,425  10,882,405

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） 

763,000

7,465

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） 

94,000

7,465

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,435,540 5,336,464

受取手形 1,105,605 313,110

売掛金 2,061,865 1,978,139

商品及び製品 3,122,857 2,174,676

仕掛品 155,819 179,068

原材料及び貯蔵品 244,708 397,329

前払費用 54,989 40,944

繰延税金資産 519,107 －

未収入金 207,106 207,186

未収還付法人税等 21,841 －

その他 12,918 116,627

流動資産合計 10,942,360 10,743,546

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,097,641 1,098,741

減価償却累計額 △675,237 △706,643

建物（純額） 422,403 392,097

構築物 34,792 34,792

減価償却累計額 △30,392 △31,173

構築物（純額） 4,399 3,618

機械及び装置 20,256 22,536

減価償却累計額 △13,421 △16,347

機械及び装置（純額） 6,834 6,189

工具、器具及び備品 1,332,087 1,142,339

減価償却累計額 △1,107,429 △1,039,113

減損損失累計額 － △53,858

工具、器具及び備品（純額） 224,657 49,368

土地 1,090,018 1,090,018

リース資産 1,118,427 1,128,438

減価償却累計額 △558,603 △712,060

減損損失累計額 － △226,462

リース資産（純額） 559,823 189,915

建設仮勘定 9,485 54,230

有形固定資産合計 2,317,623 1,785,439

無形固定資産   

ソフトウエア 30,046 11,712

リース資産 26,348 24,519

電話加入権 12,637 12,637

無形固定資産合計 69,032 48,868

投資その他の資産   

投資有価証券 635,387 789,646



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

関係会社株式 28,187,499 28,187,499

長期貸付金 159,037 181,986

破産更生債権等 5 12,940

長期前払費用 143,090 53,346

繰延税金資産 542,327 －

その他 93,805 85,401

貸倒引当金 △80,124 △195,577

投資その他の資産合計 29,681,028 29,115,244

固定資産合計 32,067,684 30,949,551

繰延資産   

社債発行費 83,725 121,900

繰延資産合計 83,725 121,900

資産合計 43,093,770 41,814,999

負債の部   

流動負債   

支払手形 651,785 737,536

買掛金 582,550 435,233

短期借入金 5,724,938 10,276,320

1年内返済予定の長期借入金 2,898,564 2,841,408

1年内償還予定の社債 712,000 1,277,000

リース債務 232,974 242,252

未払金 324,928 512,389

未払費用 126,154 147,588

未払法人税等 － 29,623

未払消費税等 179,839 －

繰延税金負債 － 86

預り金 45,721 36,348

賞与引当金 182,771 194,309

デリバティブ債務 951,355 163,967

その他 3,471 8,096

流動負債合計 12,617,055 16,902,161

固定負債   

社債 2,282,000 3,147,500

長期借入金 5,685,333 4,951,067

リース債務 427,594 202,821

繰延税金負債 － 20,127

退職給付引当金 117,273 103,408

固定負債合計 8,512,201 8,424,924

負債合計 21,129,256 25,327,085



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25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 334,799 △5,857,213

利益剰余金合計 3,977,644 △2,214,369

自己株式 △311,127 △311,204

株主資本合計 22,645,249 16,453,158

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53,987 34,754

繰延ヘッジ損益 △626,747 －

評価・換算差額等合計 △680,734 34,754

純資産合計 21,964,514 16,487,913

負債純資産合計 43,093,770 41,814,999



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高   

商品売上高 7,099,322 5,588,286

製品売上高 3,743,142 4,754,995

売上高合計 10,842,465 10,343,281

売上原価   

商品期首たな卸高 4,087,159 2,539,787

製品期首たな卸高 589,070 583,069

当期商品仕入高 3,036,751 3,124,969

当期製品製造原価 840,537 1,096,768

合計 8,553,519 7,344,594

他勘定振替高 128,879 307,733

商品期末たな卸高 2,539,787 1,669,357

製品期末たな卸高 583,069 505,318

原材料評価損 41,326 31,424

売上原価合計 5,343,109 4,893,609

売上総利益 5,499,355 5,449,671

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 107,451 134,143

広告宣伝費 29,436 53,338

販売促進費 43,925 75,500

見本費 19,066 27,975

役員報酬 65,413 81,567

給料及び手当 1,266,196 1,669,137

賞与引当金繰入額 137,068 149,841

退職給付費用 91,521 40,427

法定福利費 210,039 272,725

福利厚生費 4,766 9,015

交際費 38,403 48,526

旅費及び交通費 292,360 382,281

租税公課 22,050 23,897

減価償却費 267,981 277,880

長期前払費用償却 21,727 17,302

研究開発費 492,265 584,794

支払手数料 1,167,653 1,385,587

不動産賃借料 149,174 193,100

リース料 88,225 146,614

その他 264,150 308,066

販売費及び一般管理費合計 4,778,877 5,881,724

営業利益又は営業損失（△） 720,477 △432,052



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 3,113 515

受取配当金 82 276

受取手数料 39,295 42,913

デリバティブ評価益 129,467 110,980

貸倒引当金戻入額 2,226 －

その他 12,126 20,552

営業外収益合計 186,311 175,238

営業外費用   

支払利息 314,072 306,760

社債利息 7,857 25,123

金融支払手数料 33,799 217,128

為替差損 72,016 298,135

社債発行費償却 6,754 30,230

株式交付費償却 16,960 －

貸倒引当金繰入額 － 115,452

その他 675 1,860

営業外費用合計 452,136 994,691

経常利益又は経常損失（△） 454,653 △1,251,505

特別損失   

固定資産除却損 9,622 26,110

投資有価証券評価損 4,225 1,616

ヘッジ会計終了損 － 636,954

事業再編損 － 675,421

特別退職金 129,427 －

その他 13,742 35,761

特別損失合計 157,017 1,375,865

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 297,635 △2,627,370

法人税、住民税及び事業税 20,175 25,908

法人税等調整額 135,517 652,585

法人税等合計 155,693 678,494

当期純利益又は当期純損失（△） 141,942 △3,305,865



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 679,951 334,799

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 141,942 △3,305,865

自己株式の消却 △253,769 △2,691,097

当期変動額合計 △345,151 △6,192,013

当期末残高 334,799 △5,857,213

自己株式   

当期首残高 △311,127 △311,127

当期変動額   

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

自己株式の消却 253,769 2,691,097

当期変動額合計 － △77

当期末残高 △311,127 △311,204

株主資本合計   

当期首残高 22,990,400 22,645,249

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 141,942 △3,305,865

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

当期変動額合計 △345,151 △6,192,091

当期末残高 22,645,249 16,453,158



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △10,752 △53,987

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △43,234 88,742

当期変動額合計 △43,234 88,742

当期末残高 △53,987 34,754

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △818,507 △626,747

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 191,759 626,747

当期変動額合計 191,759 626,747

当期末残高 △626,747 －

評価・換算差額等合計   

当期首残高 △829,259 △680,734

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 148,524 715,489

当期変動額合計 148,524 715,489

当期末残高 △680,734 34,754

純資産合計   

当期首残高 22,161,140 21,964,514

当期変動額   

剰余金の配当 △233,324 △195,050

当期純利益又は当期純損失（△） 141,942 △3,305,865

自己株式の取得 △253,769 △2,691,174

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 148,524 715,489

当期変動額合計 △196,626 △5,476,601

当期末残高 21,964,514 16,487,913



 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。 

  

注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

６．その他
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