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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成28年６月28日に提出いたしました第36期（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）有価証券報告書の

記載事項の一部に訂正すべき事項があり、また、金融商品取引法第24条第６項及び企業内容等の開示に関する内閣府

令第17条第１項により添付することとされている書類の添付漏れがありましたので、これらを訂正するため有価証券

報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

第２　事業の状況

１　業績等の概要

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第４　提出会社の状況

２　自己株式の取得等の状況

(3) 株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

４　株価の推移

(1) 最近５年間の事業年度別最高・最低株価

５　役員の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

 
添付書類「定款」の未添付

 
３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】

 

第２ 【事業の状況】

　

１ 【業績等の概要】

(訂正前)

（前略）

さらに、昨年4月22日付の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」にて開示しております投資

有価証券売却益10億2千8百万円及び小山ファクトリーに係る助成金7千3百万円を特別利益として計上した一方、一部

製品の自主回収に伴う廃棄損6千万円及び子会社工場の閉鎖に伴う固定資産除却損6千2百万円を特別損失として計上し

たことから、当期の親会社株主に帰属する当期純利益は28億4百万円（前期比149.4％増）となりました。

（後略）

　

(訂正後)

（前略）

さらに、昨年4月22日付の「投資有価証券売却益（特別利益）の計上に関するお知らせ」にて開示しております投資

有価証券売却益10億2千8百万円及び小山ファクトリーに係る助成金7千3百万円を特別利益として計上した一方、一部

製品の自主回収に伴う廃棄損6千万円及び子会社工場の閉鎖に伴う固定資産除却損6千2百万円を特別損失として計上し

たことから、当期の親会社株主に帰属する当期純利益は28億4百万円（前期比149.4％増）となりました。

キャッシュ・フローの状況につきましては、第２　事業の状況　７ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(4) キャッシュ・フローの状況の分析に記載のとおりであります。

（後略）

 
７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(訂正前)

（前略）

(4) 次期の見通し

平成29年3月期の見通しといたしましては、本年４月に行われた保険償還価格の改定により、当社の取扱商品にお

いても価格が引き下げられておりますが、オンリーワン製品をはじめ主要商品における価格改定の影響が小さかっ

たことから、過去の価格改定時に比べて業績への影響も小さいものと見込んでおります。

また、EP/アブレーションを中心とした自社製品につきまして、引き続き症例数の増加を背景として堅調な販売が

予想されるほか、仕入商品につきましても、本年１月に導入した腹部用ステントグラフト等の新商品の寄与を見込

んでおります。

販売費及び一般管理につきましては、新商品導入のための薬事関連費用の増加のほか、堅調な自社製品の一層の

拡充を目的として、開発関連の費用の増加を見込んでおります。

以上により、平成29年３月期の業績は、連結売上高346億9千9百万円（前期比13.6％増）、営業利益46億8千6百万

円（前期比26.7％増）、経常利益48億3千2百万円（前期比35.2％増）、親会社株主に帰属する当期純利益31億2百万

円（前期比10.6％増）を見込んでおります。

 

(5) 流動性及び資金の源泉

（後略）

 

(訂正後)

（前略）

(4)キャッシュ・フローの状況の分析

（後略）
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第４ 【提出会社の状況】

　

２ 【自己株式の取得等の状況】

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

(訂正前)

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 52 0

当期間における取得自己株式 52 0
 

（後略）

　

(訂正後)

区分 株式数(株) 価額の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式 166 0

当期間における取得自己株式 218 0
 

（後略）

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

(訂正前)

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

最高(円) 630 610 965 1,931 2,810

最低(円) 497 483 533 615 953
 

（後略）

　

(訂正後)

回次 第32期 第33期 第34期 第35期 第36期

決算年月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月

最高(円) 630 610 965 1,931 2,810

最低(円) 497 483 533 615 979
 

（後略）

　

５ 【役員の状況】

男性　12名　女性　0名　（役員のうち女性の比率　0.0％）

(訂正前)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役会長 ― 増　本　武　司 昭和19年12月８日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田　専務取締
役、㈱メディカル八千代田東京販
売(現　インター・ノバ㈱)専務取
締役を経て、当社設立　代表取締
役社長

(注)３ 307

平成17年６月 代表取締役会長

平成27年６月 取締役会長（現任）

取締役社長
代表取締役

― 鈴　木　啓　介 昭和28年９月９日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売
(現　インター・ノバ㈱)、㈲カー
ディオ・センター代表取締役を経
て、当社取締役

(注)３ 331昭和62年４月 当社取締役副社長(平成４年11月
退任)

平成６年１月 当社相談役

平成９年６月 当社取締役副社長

平成17年６月 代表取締役社長（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役
副社長

代表取締役

CRM事業本部、

EP事業本部、

CV事業本部、

業務本部、

薬事統括本部、

宣伝企画部

管掌

鈴　木　厚　宏 昭和33年６月５日生

昭和59年９月 遠州興業㈲を経て、当社入社

(注)３ 41

平成12年４月 当社営業副本部長

平成17年６月 当社取締役
当社営業本部長

平成19年４月 当社事業本部長

平成19年６月 当社常務取締役

平成23年６月 当社専務取締役

平成25年６月 当社取締役副社長
平成27年４月 当社CRM事業本部、EP事業本部、

CV事業本部、業務本部、薬事統括
本部、宣伝企画部管掌(現任)

平成27年６月 代表取締役副社長（現任）

常務取締役
開発生産
本部長

高　橋　省　悟 昭和39年7月8日生

平成６年12月 ユニバーサル証券㈱を経て、当社
入社

(注)３ 1

平成21年４月 当社法務室長

平成22年３月 当社法務室長兼開発生産部長
平成23年４月 当社開発生産本部長（現任）

平成24年３月 SYNEXMED (HONG KONG)Ltd.（連結
子会社）総経理就任（現任）

平成24年４月 心宜医疗器械（深圳）有限公司
（連結子会社）総経理就任（現
任）

平成23年６月 当社取締役

平成25年６月 当社常務取締役（現任）

取締役 業務本部長 黒　沼　孝　之 昭和31年11月10日生

平成４年３月 サロモンスポーツ販売㈱を経て、
当社入社

(注)３ 8
平成15年10月 当社販売企画・管理室長

平成21年４月 当社業務統括部長

平成21年６月 当社取締役（現任）

平成23年４月 当社業務本部長（現任）

取締役
ＥＰ事業
本部長

野　上　和　彦 昭和33年11月８日生

平成22年４月 センチュリーメディカル㈱を経
て、当社入社

(注)３ -

平成23年４月 当社ＥＰ／ＡＢＬ事業部長

平成25年７月 当社執行役員

平成26年４月 当社不整脈統括事業部長

平成27年４月 当社ＥＰ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役（現任）

取締役 管理本部長 山　田　健　二 昭和46年11月26日生

平成10年５月 ㈱エービーシー・マートを経て、
当社入社

(注)３ 2

平成23年４月 当社経営管理部長

平成25年７月 当社執行役員

平成26年４月 当社管理本部副本部長

平成27年４月 当社管理本部長（現任）
平成27年６月 当社取締役（現任）

取締役
ＣＲＭ事業
本部長

渡　辺　　　修 昭和34年12月１日生

平成21年７月 日本メドトロニック㈱を経て、当
社入社

(注)３ -

平成22年１月 当社ＣＲＭ事業部営業部長

平成24年４月 当社ＣＲＭ事業部副事業部長

平成25年４月 当社支店統括営業部長

平成25年７月 当社執行役員

平成27年４月 当社ＣＲＭ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役（現任）

取締役 ― 佐々木　文　裕 昭和32年７月10日生

昭和56年４月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱
リクルート）入社

(注)３ -
平成24年４月 ㈱ザイマックスアカウンティング

パートナー代表取締役社長（現
任）

平成24年６月 当社取締役（現任）

常勤監査役 ― 神　谷　安　恒 昭和29年６月27日生

平成４年２月 スミスクライン・ビーチャム製薬
㈱を経て、当社入社

(注)４ 12平成14年４月 当社情報システム部長

平成25年４月 当社総務部参事

平成26年６月 当社常勤監査役（現任）

監査役 ― 中　村　勝　彦 昭和39年10月29日生

平成２年９月 TMI総合法律事務所入所

(注)４ -

平成15年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律
事務所入所

平成18年６月 TMI総合法律事務所パートナー
（現任）

平成24年６月 当社監査役(現任)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

監査役 ― 浅　利　大　造 昭和34年６月７日生

昭和62年８月 学校法人大原学園大原簿記学校入
社

(注)４ -

平成２年９月 公認会計士石渡、西村、串田、中
根共同事務所（現　清新税理士法
人）入所

平成５年11月 浅利宏税理士事務所入所

平成14年７月 税理士法人清和設立　代表社員就
任（現任）

平成26年６月 当社監査役（現任）

計  704
 

（後略）

 

(訂正後)

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役会長 ― 増　本　武　司 昭和19年12月８日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田　専務取締
役、㈱メディカル八千代田東京販
売(現　インター・ノバ㈱)専務取
締役を経て、当社設立　代表取締
役社長

(注)３ 615

平成17年６月 代表取締役会長

平成27年６月 取締役会長（現任）

取締役社長
代表取締役

― 鈴　木　啓　介 昭和28年９月９日生

昭和56年２月 ㈱メディカル八千代田東京販売
(現　インター・ノバ㈱)、㈲カー
ディオ・センター代表取締役を経
て、当社取締役

(注)３ 662昭和62年４月 当社取締役副社長(平成４年11月
退任)

平成６年１月 当社相談役

平成９年６月 当社取締役副社長

平成17年６月 代表取締役社長（現任）

取締役
副社長

代表取締役

CRM事業本部、

EP事業本部、

CV事業本部、

業務本部、

薬事統括本部、

宣伝企画部

管掌

鈴　木　厚　宏 昭和33年６月５日生

昭和59年９月 遠州興業㈲を経て、当社入社

(注)３ 83

平成12年４月 当社営業副本部長

平成17年６月 当社取締役
当社営業本部長

平成19年４月 当社事業本部長

平成19年６月 当社常務取締役

平成23年６月 当社専務取締役

平成25年６月 当社取締役副社長
平成27年４月 当社CRM事業本部、EP事業本部、

CV事業本部、業務本部、薬事統括
本部、宣伝企画部管掌(現任)

平成27年６月 代表取締役副社長（現任）

常務取締役
開発生産
本部長

高　橋　省　悟 昭和39年7月8日生

平成６年12月 ユニバーサル証券㈱を経て、当社
入社

(注)３ 3

平成21年４月 当社法務室長

平成22年３月 当社法務室長兼開発生産部長
平成23年４月 当社開発生産本部長（現任）

平成24年３月 SYNEXMED (HONG KONG)Ltd.（連結
子会社）総経理就任（現任）

平成24年４月 心宜医疗器械（深圳）有限公司
（連結子会社）総経理就任（現
任）

平成23年６月 当社取締役

平成25年６月 当社常務取締役（現任）

取締役 業務本部長 黒　沼　孝　之 昭和31年11月10日生

平成４年３月 サロモンスポーツ販売㈱を経て、
当社入社

(注)３ 16
平成15年10月 当社販売企画・管理室長

平成21年４月 当社業務統括部長

平成21年６月 当社取締役（現任）

平成23年４月 当社業務本部長（現任）

取締役
ＥＰ事業
本部長

野　上　和　彦 昭和33年11月８日生

平成22年４月 センチュリーメディカル㈱を経
て、当社入社

(注)３ 5

平成23年４月 当社ＥＰ／ＡＢＬ事業部長

平成25年７月 当社執行役員

平成26年４月 当社不整脈統括事業部長

平成27年４月 当社ＥＰ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役（現任）

取締役 管理本部長 山　田　健　二 昭和46年11月26日生

平成10年５月 ㈱エービーシー・マートを経て、
当社入社

(注)３ 5

平成23年４月 当社経営管理部長

平成25年７月 当社執行役員

平成26年４月 当社管理本部副本部長

平成27年４月 当社管理本部長（現任）
平成27年６月 当社取締役（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(千株)

取締役
ＣＲＭ事業
本部長

渡　辺　　　修 昭和34年12月１日生

平成21年７月 日本メドトロニック㈱を経て、当
社入社

(注)３ -

平成22年１月 当社ＣＲＭ事業部営業部長

平成24年４月 当社ＣＲＭ事業部副事業部長

平成25年４月 当社支店統括営業部長

平成25年７月 当社執行役員

平成27年４月 当社ＣＲＭ事業本部長（現任）

平成27年６月 当社取締役（現任）

取締役 ― 佐々木　文　裕 昭和32年７月10日生

昭和56年４月 ㈱日本リクルートセンター（現㈱
リクルート）入社

(注)３ -
平成24年４月 ㈱ザイマックスアカウンティング

パートナー代表取締役社長（現
任）

平成24年６月 当社取締役（現任）

常勤監査役 ― 神　谷　安　恒 昭和29年６月27日生

平成４年２月 スミスクライン・ビーチャム製薬
㈱を経て、当社入社

(注)４ 24平成14年４月 当社情報システム部長

平成25年４月 当社総務部参事

平成26年６月 当社常勤監査役（現任）

監査役 ― 中　村　勝　彦 昭和39年10月29日生

平成２年９月 TMI総合法律事務所入所

(注)４ -

平成15年６月 シモンズ・アンド・シモンズ法律
事務所入所

平成18年６月 TMI総合法律事務所パートナー
（現任）

平成24年６月 当社監査役(現任)

監査役 ― 浅　利　大　造 昭和34年６月７日生

昭和62年８月 学校法人大原学園大原簿記学校入
社

(注)４ -

平成２年９月 公認会計士石渡、西村、串田、中
根共同事務所（現　清新税理士法
人）入所

平成５年11月 浅利宏税理士事務所入所

平成14年７月 税理士法人清和設立　代表社員就
任（現任）

平成26年６月 当社監査役（現任）

計  1,416
 

（後略）

　

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

(訂正前)

（前略）

④役員報酬の内容

ⅰ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数

区分
報酬等の総額

(百万円）

報酬等の種類別の総額
対象となる役員

の員数(人)基本報酬

(百万円)

役員退職慰労引当金繰

入額(百万円）

役員賞与引当金

繰入額(百万円)

取締役(社外取締役を除く) 385 341 21 23 10

監査役(社外監査役を除く) 9 8 0 1 1

社外役員 1 8 0 1 3
 

（中略）

⑤株式の保有状況

（中略）

⑥会計監査の状況

（中略）

⑦社外役員

（中略）

⑧取締役の員数

（中略）

⑨取締役選任の決議要件

（中略）

⑩株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

（中略）

⑪株主総会の特別決議要件

（後略）
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(訂正後)

（前略）

⑤役員報酬の内容

ⅰ提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の人数

区分
報酬等の総額

(百万円）

報酬等の種類別の総額
対象となる役員

の員数(人)基本報酬

(百万円)

役員退職慰労引当金繰

入額(百万円）

役員賞与引当金

繰入額(百万円)

取締役(社外取締役を除く) 385 341 21 23 10

監査役(社外監査役を除く) 9 8 0 1 1

社外役員 10 8 0 1 3
 

（中略）

⑥株式の保有状況

（中略）

⑦会計監査の状況

（中略）

⑧社外役員

（中略）

⑨取締役の員数

（中略）

⑩取締役選任の決議要件

（中略）

⑪株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項

（中略）

⑫株主総会の特別決議要件

（後略）

　

添付書類「定款」の添付
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