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     （百万円未満四捨五入） 

１．19年３月期の業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（１）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 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円   ％ 

１２，１３７( ８．３) 

１１，２０４(△５．８) 

百万円   ％

１，１７０(△１９．８)

１，４５９(△２７．２)

百万円   ％ 

１，１３８(△２２．３) 

１，４６６(△２７．４) 

百万円   ％

６５８(４３３．８)

１２３(△９０．５)

 
 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 

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 

８０ ４９ 

１５ ０７ 

円 銭

―

―

％

６．０

１．１

％ 

６．０ 

８．６ 

％

９．６

１３．０

(参考) 持分法投資損益  19年３月期  －百万円  18年３月期  －百万円 
 
（２）財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

２１，０５１ 

１７，０１９ 

百万円

１１，１０９

１０，８９４

％ 

５２．８ 

６４．０ 

        円   銭

１，３５８ ０４

１，３３１ ７２

(参考) 自己資本  19年３月期 11,109百万円  18年３月期 10,894百万円 
 
（３）キャッシュ･フローの状況 
 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  

 
19年３月期 
18年３月期 

百万円 

１，５０９ 

６１４ 

百万円

△３，５１４

△１，６０８

百万円 

２，７５５ 

△５５２ 

百万円

３，６２５

２，８７５

 
 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 

中間期末 
第３ 

四半期末
期末 年間 

配当金 
総額 

（年間） 
配当性向 純資産

配当率

 
19年３月期 
18年３月期 

円 銭 

― 

― 

円 銭 

１８ ００ 

― 

円 銭

―

―

円 銭

１８ ００

３６ ００

円 銭

３６ ００

３６ ００

百万円 

２９４ 

２９５ 

％ 

４４．７ 

２３８．９ 

％

２．７

２．７

20年３月期 
（予想） 

― １８ ００ ― １８ ００ ３６ ００  ３２．７ 

 
 
３．20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

 
中 間 期 
通  期 

百万円 ％ 

 ５，１００(△１．２) 

１３，５６０(１１．７) 

   ２１０

１，６１０

百万円 ％

(△４１．０)

( ３７．６)

１７０

１，５００

百万円 ％

(△５１．１)

( ３１．８)

百万円 ％ 

１００(△４４．５) 

９００( ３６．７) 

円 銭

１２．２３

１１０．０３
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４．その他 

（１）重要な会計方針の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更          有 

② ①以外の変更                 無 

〔（注）詳細は、16、18ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

 
（２）発行済株式数(普通株式) 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年３月期 8,265,137株   18年３月期 8,265,137株 

② 期末自己株式数           19年３月期   85,324株    18年３月期   84,365株 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、25 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３
ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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Ⅱ定性的情報・財務諸表等 

 １．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当期の国内経済は、消費に弱さがみられるものの、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加等により、景

気は総じて緩やかな回復基調が継続いたしました。 

国内医薬品業界におきましては、総医療費抑制政策の継続、定期的に行われる保険点数の改定や企業間競争の激化

などにより、経営環境はますます厳しさを増しております。 

このような状況のもと、当社は新規顧客の開拓など拡販による業況の回復に注力してまいりました。 

ワクチン部門につきましては、主力製品であるインフルエンザワクチンが、昨シーズンを大幅に上回る返品が発生

いたしましたが、国家検定不合格となりました前期に比べ、大幅な増収となっております。 

国内検査試薬では、ノロウイルスによる感染性胃腸炎の流行によるノロウイルス検査試薬の需要増および化学発光

検査試薬の順調な拡大による増収要因があったものの、主力製品であるインフルエンザ検査試薬が、競合他メーカー

との競争激化およびインフルエンザの流行程度が大きくなかったことから低調に推移した結果、減収を余儀なくされ

ました。 

一方、当社の重要事業と位置づけております海外部門は引き続き堅調に推移いたしました。 

以上の結果、当期の売上高は前期に比べ 8.3%増の 12,137 百万円(前期比 934 百万円増)となりました。 

収益面では、新型ワクチン原液買上等の費用軽減要因はあったものの、今期より稼働を開始したワクチンの充填・

包装設備の減価償却費の負担増加ならびに、ワクチン関係の研究強化等の研究費負担増加により、営業利益は前期比

19.8％減の 1,170 百万円（前期比 289 百万円減）、経常利益は前期比 22.3％減の 1,138 百万円(前期比 327 百万円減)

となりました。 

特別損益につきましては、国家検定不合格によるインフルエンザワクチン等の特別損失（1,316 百万円）を計上し

た前期に比べ、大幅に特別損失の負担が軽減した結果、当期純利益は前期比 534 百万円増の 658 百万円となりました。 

 

なお、鳥インフルエンザの発生等により社会的関心が高まっているインフルエンザワクチンの安定供給ならびに組

織培養ワクチンの研究を推進するために、新潟工場内に製造・研究設備を新設することとし、現在、建設工事は順調

にすすんでおります。この設備投資に必要な資金 40 億円につきましては、当期において銀行借入により調達してお

ります。 

 

各部門の営業の概況は、下記のとおりです。 

〈国内ワクチン部門〉 

主力製品であるインフルエンザワクチンにつきましては、昨年度を大きく上回る返品が発生いたしましたが、一

部国家検定不合格がありました前期に比べて、当期は大幅な増収となり、当部門の売上高は、前期比 54.1％増の

4,473 百万円（前期比 1,570 百万円増）となりました。 

 

〈国内検査試薬部門〉 

臨床化学検査試薬および免疫血清検査試薬は、引き続き厳しい価格競争が見られるなか、従来顧客への拡売およ

び新規顧客の開拓に努める一方、化学発光検査試薬が順調に拡大した結果、仕入商品を含めて前期比 3.7％増の

2,711 百万円（前期比 97 百万円増）となりました。 

細菌検査試薬ならびに一般生物検査試薬は、前期比 2.1％増の 1,125 百万円（前期比 23 百万円増）となりました。

ウイルス検査試薬では、主力製品であるインフルエンザ検査試薬が競争激化に加え、今シーズンのインフルエンザ

の流行に影響を受けたこと等により、低調に推移いたしました結果、前期に比べ 42.6%減の 1,216 百万円（前期比

902 百万円減）となりました。 

以上の結果、当部門の売上高は前期比 13.4％減の 5,052 百万円（前期比 782 百万円減）となりました。 

 

〈海外部門〉 

海外市場は国内市場に比べ一層の拡大が期待できることから、成長戦略の重要事業として拡販に注力してまいり

ました。 

当期は、海外大手ユーザー向け細菌検査試薬および免疫血清検査試薬が、ほぼ前期並みに推移いたしましたが、

化学発光検査試薬の一部が海外向けに出荷された結果、当部門の売上高は、前期比 5.9％増の 2,613 百万円（前期

比 146 百万円増）となりました。 
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平成 19 年度の業績につきましては、売上高 13,560 百万円、経常利益 1,500 百万円、当期純利益 900 百万円を予

想しております。 

ワクチン部門につきましては、インフルエンザワクチンは、最終的には需要検討会などの状況を踏まえ生産計画

を決定いたしますが、現時点では 600 万本程度の生産を予定しております。また競争の厳しい臨床化学検査試薬お

よび免疫血清検査試薬につきましては、新規顧客の開拓等拡販に注力するとともに、化学発光検査試薬の安定供給

に努め拡販に注力してまいります。 

海外部門につきましては、引き続き当社の重要な戦略事業として注力いたします。 

なお、配当金につきましては、年間 36 円（中間 18 円、期末 18 円）を予定しております。 

（参考） 

 
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

平成 20 年 3 月期 13,560 1,610 1,500 900 110 円 03 銭

平成 19 年 3 月期 12,137 1,170 1,138 658 80 円 49 銭

増 減 額 

(増 減 率) 

1,423

(11.7%)

   440

(37.6%)

362

(31.8%)

242 

(36.7%) 

29 円 54 銭

(36.7%)

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

   当期末の流動資産は、未収入金および現金及び現金同等物等の増加により前期に比べ 1,749 百万円増の 11,425 百万

円となりました。 

現金及び現金同等物は、営業キャッシュ・フローで 1,509 百万円の増加、投資活動によるキャッシュ･フローで 3,514

百万円を支出し、財務活動によるキャッシュ･フローで 2,755 百万円の増加となった結果、前期末に比べ 750 百万円増

の 3,625 百万円となりました。 

売上債権は、おもにインフルエンザ関連製品の出荷減および回収条件の改善により、当期末残高は減少しておりま

す。 

固定資産は、ワクチン製造設備および検査試薬製造棟などの設備投資を実施した結果、前期末に比べて 2,283 百万

円増加し、9,626 百万円となりました。 

以上の結果、当期末の資産合計は、前期末に比べて 4,032 百万円増の 21,051 百万円となりました。 

当期末の負債合計は、借入金・支払手形等の増加により、前期末に比べて 3,818 百万円増の 9,942 百万円となりま

した。また、純資産合計は、配当金の支払はありましたが、当期純利益の増加により、11,109 百万円となり、前期末

の資本合計に比べて 214 百万円増加しております。 

この結果、当期末の 1株当たり純資産は 1,358 円 04 銭（前期比 26 円 32 銭増）となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

当期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益 1,056 百万円、減価償却費 1,379 百万円、売上債権の減

少 324 百万円等により 1,509 百万円（前期比 894 百万円増）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローでは、ワクチン製造設備および検査試薬製造棟の設備投資を実施した結果、3,514

百万円（前期比 1,906 百万円増）の資金を使用しました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、銀行借入金の返済 800 百万円、配当金の支払い 442 百万円等の支出があり

ましたが、ワクチン原液製造設備等の投資資金に充当するため、平成 18 年 7月に 4,000 百万円の銀行借入を実施した

結果、2,755 百万円（前期比 3,308 百万円増）の収入となりました。 

以上の結果、当期末における現金及び現金同等物は 3,625 百万円（前期比 750 百万円増）となりました。 

 

（参考）キャッシュ・フロー指標の推移 

 平成１５年

３ 月 期

平成１６年

３ 月 期

平成１７年

３ 月 期

平成１８年 

３ 月 期 

平成１９年

３ 月 期
自己資本比率(%) 62.8% 59.6% 64.5%  64.0%  52.8% 

時価ベースの自己資本比率(%) 116.4% 131.9% 127.3% 139.4% 108.2% 

債務償還年数(年) 0.0 年 1.6 年 0.5 年 2.3 年 2.9 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 968 － 204   51   37 

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 

債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー/利払い 
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（注）１．各指標は、財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．有利子負債は、貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。また、利払いについては、キ

ャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

４．平成16年3月期は利払いがないため、ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵは計算しておりません。 

 

（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、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開と安定的な経営基盤

の確保のために内部留保を充実するとともに、業績の裏付けのある安定的な配当の継続を基本方針としております。 

配当金につきましては、当期は年間 36 円（中間 18 円、期末 18 円）を予定しております。次期につきましても当期

と同じく年間 36 円（中間 18 円、期末 18 円）の予定です。 

 

（４）事業等のリスク 

当社の売上高において、インフルエンザ関連製品（ワクチンおよび検査試薬）が重要な部分を占めております。イ

ンフルエンザ検査試薬の需要はインフルエンザの発生動向により、大きく影響を受ける可能性があります。インフル

エンザワクチンにつきましては、原料となる鶏卵調達を外部の養鶏業者に依存しておりますが、たとえば鳥インフル

エンザの発生などにより、原料調達に不足が生じた場合には、著しい生産量の低下を招く可能性があるほか、商慣習

としての返品数量が増加した場合には、収益に悪影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社は、薬事法をはじめ、様々な法規制の適用を受け、事業が成立しております。 

法規制が改正された場合、これらの法規制を遵守するためのコストが発生し、利益率の低下につながる可能性がある

と同時に、万一これらの法規制を遵守できなかった場合、事業活動を制限されることはもとより、社会的信用の低下

を招き、業績に悪影響が生じる可能性があります。 

 

２．企業集団の状況 

   最近の有価証券報告書（平成 18 年６月 30 日提出）における「事業系統図（事業の内容）」から重要な変更がないため

開示を省略します。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、疾病の診断、治療、予防に必要不可欠なワクチン及び検査試薬の製造販売を通じて、予防医療の分野で、

社会的な貢献度の高い企業として、市場のニーズに応えられる高品質で価格競争力のある製品の開発に注力し、安定

的な成長を目指しております。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社が目標とする経営指標は、平成 22 年度を目標年度として、経常利益率 20%、純利益率 10%、総資産経常利益率

15%であります。 

平成 22 年度は、当社創立 60 周年にあたり、また、激変する経営環境を背景に、「業務プロセス革新運動

“IBP-60(Innovate on our Business Process)”」を展開し、上記目標数値の達成に向け、全社一丸となり、取り組ん

でまいります。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

高齢者の増加と接種率のアップにより、インフルエンザワクチンの需要拡大は、今しばらく継続すると考えられま

す。ワクチン部門では増産体制の確立、安全・環境を重視した生産体制の推進と販売網、営業力の強化が当面の課題

であります。 

増産体制確立の具体策として、原液インフルエンザワクチン製造設備の能力増強工事を実施することを決定いたし

ました(平成 19 年度に完成・平成 21 年度操業開始予定)。 

   国内検査試薬市場はトータルでは飽和状態にあると考えられますが、現在、臨床検査の現場でひとつの大きな流れ

となっているＰＯＣＴ(ポイント・オブ・ケア・テスティング)のように、市場ニーズにあった特徴ある製品の開発・

販売により売上の拡大を図ることは可能と考えられます。今後とも、簡便迅速な検査試薬、新興再興各種の感染症に

備える検査試薬の開発・提供を主体に、付加価値の高い特徴ある製品に重点を置く方針を継続いたします。 

   今後も研究開発型の企業として、柔軟かつ積極的な経営を推進し、各部門の課題に全社をあげて取組んでまいりま

す。 
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（４）内部管理体制の整備・運用状況 

本事項の詳細につきましては、株式会社ジャスダック証券取引所が平成 18 年 7月３日に開示致しました「コーポレ

ート･ガバナンスに関する報告書」に記載しておりますので、ご参照下さい。 
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４．財務諸表 

 

（１） 貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増 減 
（△は減）

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金  2,875,349 625,112  

 ２ 受取手形 ※４ 661,806 458,229  

 ３ 売掛金  2,784,962 2,664,327  

 ４ 商品  17,121 15,516  

 ５ 製品  302,680 418,060  

 ６ 半製品  607,460 562,217  

 ７ 原材料  582,611 718,040  

 ８ 仕掛品  1,078,045 1,045,246  

 ９ 貯蔵品   67,999 72,859  

 10 前渡金  － 18,131  

 11 前払費用  8,873 11,509  

 12 繰延税金資産  561,221 488,893  

 13 関係会社預け金  － 3,000,000  

 14 未収入金  － 1,337,746  

 15 その他  142,529 2,608  

 16 貸倒引当金  △14,821 △13,427  

   流動資産合計  9,675,837 56.9 11,425,069 54.3 1,749,232

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物 ※３ 3,555,801 4,523,796   

    減価償却累計額  1,716,733 1,839,068 1,878,416 2,645,380  

  (2) 構築物  690,235 750,966   

    減価償却累計額  410,531 279,705 465,603 285,363  

  (3) 機械及び装置 ※３ 4,844,741 7,205,736   

    減価償却累計額  3,640,240 1,204,501 4,303,191 2,902,545  

  (4) 車両運搬具  68,096 75,969   

    減価償却累計額  39,881 28,214 42,627 33,342  

  (5) 工具器具備品 ※３ 1,084,908 1,071,990   

    減価償却累計額  922,957 161,952 895,193 176,798  

  (6) 土地  775,242 775,242  

  (7) 建設仮勘定  2,399,161 1,930,840  

   有形固定資産合計  6,687,842 39.3 8,749,509 41.6 2,061,667

 ２ 無形固定資産    

  (1) 特許権  18,907 16,264  

  (2) ソフトウェア  17,876 12,895  

  (3) ソフトウェア仮勘定  46,950 303,150  

  (4) 電話加入権  6,325 6,325  

  (5) 施設利用権  63,139 56,646  

   無形固定資産合計  153,197 0.9 395,280 1.9 242,083
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増 減 
（△は減）

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  12,286 9,715  

  (2) 関係会社株式  4,112 4,112  

   (3) 従業員長期貸付金  1,109 396  

  (4) 長期前払費用  9,582 4,427  

  (5) 繰延税金資産  363,987 344,138  

  (6) 差入保証金   94,644 104,864  

  (7) ゴルフ会員権  2,050 2,050  

  (8) その他  14,235 11,264  

   投資その他の資産合計  502,005 2.9 480,966 2.2 △21,039

   固定資産合計  7,343,045 43.1 9,625,756 45.7 2,282,711

   資産合計  17,018,882 100.0 21,050,824 100.0 4,031,943
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増 減 

（△は減） 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形 ※４ 642,732 708,254  

 ２ 買掛金  443,542 251,019  

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

 400,000 1,200,000  

 ４ 未払金  1,094,595 294,617  

 ５ 未払費用  889,411 854,183  

 ６ 未払法人税等  405,440 338,512  

 ７ 未払消費税等  330 －  

 ８ 預り金  16,091 591,033  

 ９ 賞与引当金  376,221 399,772  

 10 役員賞与引当金  － 7,300  

 11 返品調整引当金  50,174 231,768  

 12 設備関係支払手形 ※４ 349,994 1,383,962  

   流動負債合計  4,668,531 27.4 6,260,420 29.7 1,591,889

Ⅱ 固定負債    

 １ 長期借入金  800,000 3,200,000  

 ２ 退職給付引当金  567,689 427,898  

 ３ 役員退職慰労金 
引当金 

 77,177 42,971  

 ４ その他  11,000 11,000  

   固定負債合計  1,455,865 8.6 3,681,869 17.5 2,226,004

   負債合計  6,124,397 36.0 9,942,290 47.2 3,817,892

(資本の部)    

Ⅰ 資本金 ※１ 1,000,000 5.9 － － －

Ⅱ 資本剰余金    

   資本準備金  635,773 －  

   資本剰余金合計  635,773 3.7 － － －

Ⅲ 利益剰余金    

 １ 利益準備金  108,299 －  

 ２ 任意積立金    

  (1) 特別償却準備金  141,567 －   

  (2) 別途積立金  1,300,000 1,441,567 － －  

 ３ 当期未処分利益  7,871,320 －  

   利益剰余金合計  9,421,186 55.4 － － －

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

 3,190 0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※２ △165,664 △1.0 － － －

資本合計  10,894,485 64.0 － － －

   負債・資本合計  17,018,882 100.0 － － －
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前事業年度 

(平成18年３月31日) 
当事業年度 

(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

増 減 

（△は減） 

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金 ※１ － － 1,000,000 4.8 －

２ 資本剰余金    

 (1) 資本準備金  － 635,773  

 (2) その他資本剰余金  － 206  

   資本剰余金合計  － － 635,980 3.0 －

３ 利益剰余金    

 (1) 利益準備金  － 108,299  

 (2) その他利益剰余金    

    特別償却準備金  － 57,693   

     別途積立金  － 1,300,000   

繰越利益剰余金  － － 8,171,842 9,529,535  

  利益剰余金合計  － － 9,637,834 45.8 －

４ 自己株式 ※２ － － △168,681 △0.8 －

株主資本合計  － － 11,105,133 52.8 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

  その他有価証券評価 
差額金 

 － － 3,402  －

評価・換算差額等合計  － 3,402 0.0 －

純資産合計  － － 11,108,535 52.8 －

  負債純資産合計  － － 21,050,824 100.0 －
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（２）損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増 減 

（△は減）

Ⅰ 売上高    

 １ 製品売上高  10,934,052 12,031,065   

 ２ 商品売上高  269,790 11,203,842 100.0 106,398 12,137,463 100.0 933,621

Ⅱ 売上原価    

 １ 製品期首たな卸高  492,669 302,680   

 ２ 当期製品製造原価  5,582,350 6,792,690   

     合計  6,075,020 7,095,370   

 ３ 他勘定振替高 ※１ 187,815 316,399   

 ４ 製品期末たな卸高  302,680 418,060   

 ５ 製品売上原価  5,584,525 6,360,912   

 ６ 商品期首たな卸高  14,994 17,121   

 ７ 当期商品仕入高  248,659 71,471   

     合計  263,653 88,592   

 ８ 他勘定振替高 ※１ 4,712 3,804   

 ９ 商品期末たな卸高  17,121 15,516   

 10 商品売上原価  241,820 5,826,344 52.0 69,272 6,430,184 53.0 603,840

   売上総利益  5,377,497 48.0 5,707,279 47.0 329,782

   返品調整引当金繰入額  50,174 231,768  

   返品調整引当金戻入額  58,930 50,174  

   差引売上総利益  5,386,253 48.1 5,525,686 45.5 139,432

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

 １ 荷造運送費  123,094 127,704   

 ２ 広告宣伝費  150,961 189,926   

 ３ 給与手当  1,005,490 1,053,413   

 ４ 役員退職慰労金 
   引当金繰入額 

 27,144 11,062   

 ５ 賞与手当  106,977 122,862   

 ６ 福利厚生費  149,865 151,240   

 ７ 旅費交通費  209,509 227,888   

 ８ 賞与引当金繰入額  136,990 135,744   

 ９ 退職給付費用  90,495 28,392   

 10 賃借料  260,626 292,235   

 11 減価償却費  47,247 43,462   

 12 開発研究費 ※２ 1,181,923 1,425,372   

 13 その他  436,443 3,926,766 35.1 546,424 4,355,723 35.9 428,957

   営業利益  1,459,487 13.0 1,169,962 9.6 △289,525
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前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

増 減 

（△は減） 

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息・配当金  445 4,921   

 ２ 事務手数料収入  1,755 1,255   

 ３ 損害補償金  10,984 3,243   

 ４ 為替差益  4,147 1,723   

 ５ 原材料無償受入益  － 8,396   

 ６ 雑収入  5,374 22,705 0.2 6,575 26,112 0.2 3,406

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  11,078 48,692   

 ２ 有価証券評価損  － 2,927   

 ３ 損害賠償金  3,179 －   

 ４ 雑損失  2,230 16,487 0.1 6,216 57,835 0.4 41,348

   経常利益  1,465,706 13.1 1,138,239 9.4 △327,467

Ⅵ 特別損失    

 １ 固定資産売却損 ※３ 503 371   

 ２ 固定資産除却損 ※４ 16,142 81,661   

 ３ たな卸資産廃棄損 ※５ 1,153,331 －   

 ４ 過年度特許実施料  146,371 1,316,347 11.8 － 82,032 0.7 △1,234,315

   税引前当期純利益  149,359 1.3 1,056,207 8.7 906,848

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 314,662 330,738   

   過年度法人税、住民税
   及び事業税 

 79,817 －   

   還付事業税  54,229 24,968   

   法人税等調整額  △314,229 26,021 0.2 92,032 397,803 3.3 371,782

   当期純利益  123,338 1.1 658,404 5.4 535,066

   前期繰越利益  7,747,983 －  

   当期未処分利益  7,871,320 －  
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（３）利益処分計算書 

  
前事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  7,871,320

Ⅱ 任意積立金取崩高  

   特別償却準備金取崩高  43,560

    合計  7,914,880

Ⅲ 利益処分額  

    配当金  294,508 294,508

Ⅳ 次期繰越利益  7,620,372

  

（注）日付は株主総会承認年月日であります。 
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（４）株主資本等変動計算書 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

株主資本 

利益剰余金 
資本剰余金 

その他利益剰余金  
資本金

資本準備金 
その他資本

剰余金
資本剰余金

合計 

利益準備金 特別償却
準備金

別途積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益剰余金
合計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 ― 635,773 108,299 141,567 1,300,000 7,871,320 9,421,186

事業年度中の変動額    

剰余金の配当(注)  ―  △294,508 △294,508

剰余金の配当  ―  △147,249 △147,249

特別償却準備金の 
取崩(注) 

 ― △43,560  43,560 ―

特別償却準備金の 
取崩 

 ― △40,314  40,314 ―

当期純利益  ―  658,404 658,404

自己株式の取得  ―   ―

自己株式の処分  206 206   ―

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額(純額) 

   

当事業年度中の変動額
合計(千円) 

― ― 206 206 ― △83,874 ― 300,521 216,647

平成19年３月31日残高 
(千円) 

1,000,000 635,773 206 635,980 108,299 57,693 1,300,000 8,171,842 9,637,834

 

株主資本 評価・換算差額等 

 
自己株式 株主資本合計 

その他有価証券
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 
(千円) 

△165,664 10,891,295 3,190 3,190 10,894,485

事業年度中の変動額   

剰余金の配当(注)  △294,508 ― △294,508

剰余金の配当  △147,249 ― △147,249

特別償却準備金の 
取崩(注) 

 ― ― ―

特別償却準備金の 
取崩 

 ― ― ―

当期純利益  658,404 ― 658,404

自己株式の取得 △3,463 △3,463 ― △3,463

自己株式の処分 447 653 ― 653

株主資本以外の項目
の事業年度中の変動
額(純額) 

 212 212 212

当事業年度中の変動額
合計(千円) 

△3,016 213,837 212 212 214,050

平成19年３月31日残高 
(千円) 

△168,681 11,105,133 3,402 3,402 11,108,535

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（５）キャッシュ・フロー計算書 

  
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 税引前当期純利益  149,359 1,056,207 

 ２ 減価償却費  778,779 1,379,305 

 ３ 有形固定資産売却損  503 371 

 ４ 有形固定資産除却損  16,142 64,136 

 ５ 貸倒引当金の減少額  △421 △1,394 

 ６ 退職給付引当金の減少額  △8,663 △139,791 

 ７ 役員退職慰労金引当金の減少額  △32,086 △34,205 

 ８ 賞与引当金の増減額  △37,127 23,551 

 ９ 役員賞与引当金の増加額  － 7,300 

 10 返品調整引当金の増減額  △8,756 181,593 

 11 有価証券評価損  － 2,927 

 12 支払利息  11,078 48,692 

 13 為替差損  52 29 

 14 役員賞与の支払額  △11,490 － 

 15 売上債権の減少額  97,937 324,213 

 16 たな卸資産の増減額  485,765 △176,022 

 17 仕入債務の増減額  280,657 △168,998 

 18 その他の資産の増加額  △123,696 △1,221,902 

 19 その他の負債の増減額  △507,945 573,458 

    小計  1,090,088 1,919,469 

 20 利息の支払額  △11,940 △40,708 

 21 法人税等の支払額  △517,926 △395,212 

 22 法人税等の還付額  54,229 24,968 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  614,450 1,508,516 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

 １ 有形固定資産の取得による支出  △1,545,928 △3,338,869 

 ２ 無形固定資産の取得による支出  △65,962 △176,190 

 ３ 有形固定資産の売却による収入  1,642 187 

 ４ 貸付金の回収による収入  2,014 713 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,608,234 △3,514,159 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 長期借入れによる収入  － 4,000,000 

 ２ 長期借入金の返済による支出  △400,000 △800,000 

 ３ 自己株式の処分による収入  － 653 

 ４ 自己株式の取得による支出  △18,505 △3,463 

 ５ 配当金の支払額  △133,965 △441,756 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △552,470 2,755,433 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △52 △29 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,546,307 749,763 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,421,656 2,875,349 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,875,349 3,625,112 
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（６）重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評

価方法 

(1)子会社株式 

  移動平均法による原価法  

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部資本直入法

により、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 

(1)子会社株式 

同左 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末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、売却原価は移動平均法に

より算定） 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び

評価方法 

総平均法による原価法 

 

同左 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産 

  定率法 

(2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能

期間(５年)にもとづく定額法。 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権及び破産更生債権は個

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対して支給する賞与に充

てるため、支給見込額を計上しており

ます。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 ― (3) 役員賞与引当金 

  役員に対して支給する賞与に充て

るため、支給見込額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用しておりま

す。 

これにより、営業利益、経常利益、

税引前当期純利益は8,285千円減少し

ております。 

 (4) 返品調整引当金 

  販売したたな卸資産の返品による

損失に備えるため、法人税法の規定に

基づく繰入限度相当額(法定繰入率)

のほか、特定の製品に対して返品可能

性を勘案した所要額を計上しており

ます。 

(4) 返品調整引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 (5) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当

事業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。 

  数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数(５年)による定額法により

翌事業年度から費用処理することと

しております。 

(5) 退職給付引当金 

同左 

 (6) 役員退職慰労金引当金 

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(6) 役員退職慰労金引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・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。 

同左 

６ キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、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

負わない短期的な投資を含めておりま

す。 

同左 

７ その他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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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（７）重要な会計方針の変更 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成15年10月31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

― 

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。これによる損益に与える影響はありませ

ん。 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

11,108,535千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当会計期間における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

― （自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

当事業年度から、改正後の「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 最終改

正平成18年８月11日 企業会計基準第１号）及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正 平成18年８月11日

企業会計基準適用指針第２号）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。 

財務諸表等規則の改正により、当会計期間における財務

諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

 

 

（８）表示方法の変更 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至  平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

― （貸借対照表） 

  前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し

ておりました「未収入金」は、資産の合計額の100分の5

を超えることになったため区分掲記することに変更し

ました。 

  なお、前事業年度における「未収入金」の金額は 

135,656千円であります。 
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注記事項 

 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 27,322,700株

   発行済株式の総数 普通株式 8,265,137株

平成17年５月20日付で、１株を1.1株に分割いたしま

した。 

※１ 会社が発行する株式の総数 普通株式 27,322,700株

   発行済株式の総数 普通株式  8,265,137株
 

※２ 自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

   84,365株であります。 

※２ 自己株式 

    当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

   85,324株であります。 

※３ 過年度に取得した有形固定資産のうち国庫補助金に

よる圧縮記帳額は、建物69,222千円、機械及び装置

187,969千円、工具器具備品12,000千円であり、貸借対

照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

※３ 過年度に取得した有形固定資産のうち国庫補助金に

よる圧縮記帳額は、建物69,222千円、機械及び装置

187,969千円、工具器具備品12,000千円であり、貸借対

照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

― ※４ 期末日満期手形の会計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。 

   なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の

期末日満期手形を期末日に決済が行われたものと

して処理しております。 

   受取手形       70,371千円 

   支払手形       220,276 

   設備関係支払手形   111,530 

５（配当制限） 

      有価証券の時価評価により、純資産額が3,190千円増

加しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の規定

により、配当に充当することが制限されております。

― 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 88,782千円

製造費他 103,744千円
 

※１ 他勘定振替高の主な内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 130,779千円

製造費他 189,424千円
 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に
含まれる研究開発費 

1,181,923千円

 

※２ 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に
含まれる研究開発費 

1,425,372千円

 
※３ 固定資産売却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

工具器具備品 503千円
 

※３ 固定資産売却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

工具器具備品 371千円
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械・装置他 16,142千円
 

※４ 固定資産除却損の主な内訳は、次のとおりでありま

す。 

機械・装置他 81,661千円
 

※５ たな卸資産廃棄損の主な内訳は、次のとおりであり

ます。 

検定不合格となりましたイ
ンフルエンザワクチン及び
販売見込がなくなりました
日本脳炎ワクチン 

1,153,331千円

 

― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 8,265,137 ― ― 8,265,137

  
２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 84,365 1,186 227 85,324

（変動理由の概要） 

  増加数は単元未満株式の買取りによるものであります。 

  減少数は単元未満株式の売り渡しによるものであります。 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 
 

４ 配当金に関する事項 

  (１) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成18年６月29日
定時株主総会 

普通株式 294,508 36 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年10月27日
取締役会 

普通株式 147,249 18 平成18年９月30日 平成18年12月１日

  
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 
株式の

種類 

配当の 

原資 

配当金の 

総額(千円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通 
株式 

繰越利益 
剰余金 

147,237 18 平成19年３月31日 平成19年６月29日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

(平成18年３月31日) 

現金及び預金勘定 2,875,349千円

現金及び現金同等物 2,875,349千円
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

(平成19年３月31日) 

現金及び預金勘定 625,112千円

関係会社預け金 3,000,000千円

現金及び現金同等物 3,625,112千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 48,407 33,361 15,046

工具器具備品 444,995 185,349 259,646

計 493,402 218,709 274,692

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

車両運搬具 44,008 29,968 14,039

工具器具備品 569,667 282,083 287,584

計 613,675 312,051 301,623

 (注)               同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 96,455千円

一年超 178,237千円

合計 274,692千円

 (注) 未経過リース料期末残高は、未経過リース料期末

残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

一年内 112,822千円

一年超 188,801千円

合計 301,623千円

(注)        同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 91,769千円

減価償却費相当額 91,769千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 114,769千円

減価償却費相当額 114,769千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

           同左 
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（有価証券関係） 

有価証券 

１ 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
 

当事業年度（平成19年３月31日現在） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 
２ その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

取得原価
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

  

  株式 1,931 7,286 5,354 1,931 7,643 5,711

  小計 1,931 7,286 5,354 1,931 7,643 5,711

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

  

  株式 － － － － － －

  小計 － － － － － －

合計 1,931 7,286 5,354 1,931 7,643 5,711

 

３ 時価評価されていないその他有価証券 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 区分 

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円) 

 非上場株式 5,000 2,073

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（平成 18 年３月 31 日現在） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当事業年度（平成 19 年３月 31 日現在） 

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません 
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（退職給付関係） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度及び、昭

和44年１月１日より10年以上勤続の従業員の退職金の一

部について適格退職年金制度を採用しております。 
  

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左 
  

２ 退職給付債務に関する事項    (単位：千円) 

退職給付債務 2,148,608

 

年金資産 2,049,218

退職給付引当金 567,689

未認識数理計算上の差異 △468,298

(平成18年３月31日)
  

２ 退職給付債務に関する事項    (単位：千円) 

退職給付債務 2,090,649

 

年金資産 2,050,379

退職給付引当金 427,898

未認識数理計算上の差異 △387,627

(平成19年３月31日)
 

３ 退職給付費用に関する事項    (単位：千円) 

退職給付費用 208,185

 

勤務費用の額 100,668

利息費用の額 42,277

期待運用収益 △29,212

数理計算上の差異の費用処理額 94,452

 
  

３ 退職給付費用に関する事項    (単位：千円) 

退職給付費用 64,545

 

勤務費用の額 104,695

利息費用の額 42,972

期待運用収益 △40,984

数理計算上の差異の費用処理額 △42,138

 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.00％

期待運用収益率 2.00％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 ５年
  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

割引率 2.00％

期待運用収益率 2.00％

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

数理計算上の差異の処理年数 ５年
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成18年３月31日) 

当事業年度 
(平成19年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 260,719千円

 賞与引当金損金算入限度超過額 152,106 

 減価償却費損金算入限度超過額 98,026 

 未払事業税  35,332 

 その他 447,706 

繰延税金資産合計 993,890 

繰延税金負債  

 特別償却準備金積立額他  68,682 

繰延税金負債合計  68,682 

  

繰延税金資産の純額 925,208 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率    40.43％

調整  

 交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 19.29 

 住民税均等割   6.94 

 試験研究費の税額控除 △31.31 

 還付事業税 △21.63 

その他   3.70 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  17.42 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 退職給付引当金損金算入限度超過額 172,999千円

 賞与引当金損金算入限度超過額 183,746 

 減価償却費損金算入限度超過額 125,747 

 未払事業税 30,991 

 その他 361,548 

繰延税金資産合計 875,031 

繰延税金負債  

 特別償却準備金積立額他 41,999 

繰延税金負債合計 41,999 

  

繰延税金資産の純額 833,032 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率    40.43％

調整  

 交際費等永久に損金に算入されない

項目 
  2.83 

 住民税均等割   1.01 

 試験研究費の税額控除 △1.41 

 還付事業税 △5.21 

その他   0.01 

税効果会計適用後の法人税等の負担率  37.66 
 

 

 

 



 

 

デンカ生研株式会社（４５６１）  平成 19 年３月期決算短信（非連結） 

 25  

（持分法損益等） 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額         1,331.72円 

 

１株当たり当期純利益          15.07円 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額         1,358.04円 

 

１株当たり当期純利益          80.49円 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 

 

（注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益 123,338千円 658,404千円

普通株式に係る当期純利益            123,338千円 658,404千円

普通株主に帰属しない金額 －  －  

普通株式の期中平均株式数 8,183,902株 8,180,373株

 

（ストック・オプション等） 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 

 

（企業結合等） 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 
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（重要な後発事象） 

前事業年度(自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日) 

当社は、需要拡大が続いているインフルエンザワクチンの生産能力を増強するとともに組織培養法インフルエンザワ

クチンの開発を推進するため、新潟工場（新潟県五泉市）内に、インフルエンザワクチンの原液製造設備と組織培養

法によるインフルエンザワクチンのパイロット･プラントを増設することを決定いたしました。 

 
１．目的 

当社の主力製品であるインフルエンザワクチンは、鳥インフルエンザの発生等により社会的な関心が高まり、その

需要は年々増加しております。 

当社は、従来より設備改造により段階的に生産能力の増強を図ってまいりましたが、現状設備では、これ以上の能

力増強は難しいため、新設備を増設することで、需要の拡大に応えることといたしました。 

また、組織培養法インフルエンザワクチンの研究を推進するため、パイロット･プラントを併せて新設することとい

たしました。 

 

２．新工場の概要 

(1) 所 在 地 新潟県五泉市南本町 1-2-2 

(2) 主 な 設 備 インフルエンザワクチン原液製造設備ならびに組織培養法インフルエンザ

ワクチンのパイロット･プラント(4 階建て・約 6,000 ㎡) 

(3) 生 産 能 力 約 1,000 万本/年 

(4) 工 期 着工予定 平成 18 年 5月 

完成予定 平成 19 年 4月 

ただし、稼働開始は平成 21 年の予定 

(5) 投 資 金 額 約 40 億円 

 

３．業績への影響 

稼働開始が平成 21 年の予定のため、今期の収支への影響はありません。 
 

当事業年度(自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日) 

該当事項はありません。 
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５．その他 

 

生産、受注及び販売の状況 
 

（１）比 較 生 産 高 

                                                                              （単位：千円） 

     品    目 
１８年３月期 

（17/4～18/3） 

１９年３月期 

（18/4～19/3） 
対前期増減 

  ワ ク チ ン          

  免 疫 血 清 検 査 試 薬          

  臨 床 化 学 検 査 試 薬          

  細 菌 検 査 試 薬          

  ウ イ ル ス 検 査 試 薬          

  一 般 生 物 検 査 試 薬          

 2,773,621 

 3,009,144 

 1,707,026 

 1,159,563 

 2,446,420 

  277,062 

5,692,392 

3,368,320 

1,714,990 

1,120,887 

1,748,572 

290,837 

2,918,771 

359,176 

7,965 

△38,676 

△697,848 

13,775 

   合 計          11,372,836 13,935,999 2,563,163 

 
（２）比 較 販 売 高 

                                                                                        （単位：千円） 

     品          目 
１８年３月期 

（17/4～18/3） 

１９年３月期 

（18/4～19/3） 
対前期増減 

 ワ  ク  チ  ン          2,754,218 

      (     11,900) 

         4,460,702 

      (     10,115) 

       1,706,484 

     (    △1,785) 

免疫血清検査試薬          2,874,406 

      (  1,476,471) 

         3,189,483 

      (  1,641,913) 

          315,077 

     (    165,443) 

臨床化学検査試薬          1,731,306 

      (    605,114) 

         1,703,682 

      (    624,008) 

         △27,624 

     (     18,893) 

細 菌 検 査 試 薬          1,103,204 

      (    258,605) 

         1,096,488 

      (    233,687) 

          △6,715 

     (   △24,918) 

ウイルス検査試薬          2,206,532 

      (     88,050) 

         1,314,363 

      (     98,199) 

        △892,169 

     (   10,149) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
一般生物検査試薬            264,387 

      (      6,593) 

           266,347 

      (      3,948) 

           1,960 

     (   △2,645) 

 

 

 

 

 

検  査  試  薬  計          8,179,834 

      (  2,434,833) 

         7,570,363 

      (  2,601,755) 

        △609,471 

     (   166,921) 

 製      品      計         10,934,052 

      (  2,446,733) 

        12,031,065 

      (  2,611,870) 

        1,097,013 

     (   165,136) 

ワ ク チ ン                   160,059 

      (          -) 

            22,033 

      (          -) 

        △138,026 

     (       -) 

 

 

検 査 試 薬                     109,731 

      (     20,603) 

            84,366 

      (      1,089) 

         △25,365 

     (  △19,514) 

   商     品      計            269,790 

      (     20,603) 

           106,398 

      (      1,089) 

        △163,391 

     (  △19,514) 

   合               計         11,203,842 

      (  2,467,336) 

        12,137,463 

      (  2,612,958) 

         933,621 

     (  145,622) 

   （注）売上高の（   ）内は、輸出高を内書したものです。 

 
（３）部門別比較販売高 

                                                                                        （単位：千円） 

    区        分 
１８年３月期 

（17/4～18/3） 

１９年３月期 

（18/4～19/3） 
対前期増減 

   国 内 ワ ク チ ン 部 門          

   国 内 検 査 試 薬 部 門          

   海 外 部 門          

2,902,377 

5,834,129 

2,467,336 

4,472,620 

5,051,885 

2,612,958 

1,570,243 

△782,244 

145,622 

   合              計 11,203,842 12,137,463  933,621 

 

 




