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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,079 2.9 1,421 △0.1 1,462 △2.1 598 △32.2

18年９月中間期 12,710 2.3 1,422 7.4 1,493 6.1 882 24.8

19年３月期 24,650 － 1,817 － 1,934 － 1,080 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 30 47 30 44

18年９月中間期 37 24  －

19年３月期 46 57  －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 27,335 18,065 66.1 918 87

18年９月中間期 30,944 22,789 73.6 961 47

19年３月期 25,436 17,576 69.1 894 43

（参考）自己資本 19年９月中間期 18,056百万円 18年９月中間期 22,789百万円 19年３月期 17,576百万円

(3）連結キャッシュ・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

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △202 △294 △196 4,444

18年９月中間期 1,152 △312 △189 9,167

19年３月期 2,526 △460 △5,629 4,952

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

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － 8 00 － 10 00 18 00

20年３月期 － 10 00 － －

20年３月期（予想） － － － 10 00 20 00

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

（％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
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 25,000 1.4 2,070 13.9 1,875 △3.1 1,801 66.7 91 65
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４．その他

(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）　有

新規 １社 （社名　栄研生物科技(上海)有限公司）    

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

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ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）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９月中間期 23,770,719株 18年９月中間期 23,770,719株 19年３月期 23,770,719株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 4,119,511株 18年９月中間期 68,168株 19年３月期 4,119,250株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、39ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 13,079 18.1 1,422 7.1 1,458 4.1 648 △21.9

18年９月中間期 11,071 3.1 1,328 10.9 1,401 9.1 830 28.1

19年３月期 21,494 － 1,785 － 1,899 － 1,080 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 33 01

18年９月中間期 35 02

19年３月期 46 58

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 27,123 17,942 66.1 912 63

18年９月中間期 29,832 22,689 76.1 957 26

19年３月期 24,510 17,529 71.5 892 03

（参考）自己資本 19年９月中間期 17,934百万円 18年９月中間期 22,689百万円 19年３月期 17,529百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％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
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 25,000 16.3 2,083 16.6 2,092 10.1 2,018 86.7 102 69

※　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）

１．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。

２．通期の連結業績予想に関する事項につきましては、今後の見通しを勘案し、平成19年７月26日公表の予想数値を修

正いたしました。また、個別の業績予想数値につきましては、平成19年７月26日公表の予想数値の通りであります。

なお、当該予想数値の修正に関する事項は、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析・通期の見通し」を

ご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善が見られ、

緩やかな景気回復が続いております。しかしながら、原油をはじめとした原材料価格の高騰や米国金融市場の混乱に

よる株価下落など事業環境の先行きに不透明感が残りました。

　臨床検査薬業界におきましては、検査数は増加しておりますが医療費抑制策の継続基調は変わらず、価格競争・競

合激化などの影響により、引き続き厳しい経営環境が続いております。

　このような情勢下にあって、当社グループは、国内市場での主力製品の販売拡大、新製品販売に努めるとともに、

更に海外市場への販売を推進し、売上の拡大を図ってまいりました。

　これらの結果といたしまして、当中間連結会計期間における売上高は130億79百万円（前年同期比2.9％増）となり

ました。

　便潜血検査用試薬「OCヘモディア」シリーズ（同4.9％増）と新製品の便潜血全自動分析装置「OCセンサーDIANA」、

大塚製薬株式会社と共同販売を開始した尿試験紙「ウロペーパー」（同18.3％増）、東ソー株式会社から導入・販売

している医療機器とそれらの専用試薬（同17.1％増）などの販売が順調に伸長しました。一方、生化学検査用試薬（同

10.7％減）、細菌検査用試薬（同2.7％減）は、価格低下及び他社との競争激化の影響により売上高は減少しまし

た。

　器具・食品環境関連培地は、メーカー間の価格競争の激化により売上高は減少し、14億20百万円（同2.1％減）とな

りました。

　なお、海外向け売上高はアジア向けの尿試験紙の売上が減少したものの、便潜血検査用試薬が（特に欧州向け）順

調に売上を伸ばし、４億49百万円（同4.7％増）となりました。

　費用面では、本年４月１日を期して栄研器材株式会社を吸収合併し、経営資源の効率的な活用や生産効率の向上を

含め原価低減に努めましたが、仕入れ商品や機器など原価率の比較的高い製品の販売が増加し、また、価格低下の影

響により売上原価率が前年同期比2.2ポイント上昇しました。

　販売費及び一般管理費の効率的な使用に努力した結果、利益として、当中間連結会計期間の営業利益は14億21百万

円（同0.1％減）、経常利益は14億62百万円（同2.1％減）となりました。また、特別損失に役員退職慰労金制度の廃

止により役員退職慰労金打切支給４億８百万円を含む４億86百万円を計上したため、当中間純利益は５億98百万円（同

32.2％減）となりました。

通期の見通し

　臨床検査薬業界におきましては、国内外の企業間の合従連衡が本格化し、価格低下と業界内の競争激化の影響によ

り、一段と経営の効率化と合理化が求められる状況となっております。

　当社グループは、国内市場での便潜血検査用試薬「OCヘモディア」シリーズ、尿試験紙「ウロペーパー」の更なる

シェアアップと細菌検査用試薬の販売テコ入れを推進するとともに、更に主力製品の海外市場への販売を推進し、売

上の拡大を図ってまいります。

　また、中国・上海に設立した栄研生物科技（上海）有限公司については、本格稼動が2008年２月開始へ延期となり

ましたので、当連結会計年度には営業開始までに発生した費用（主に開業費償却額を営業外費用に計上）のみを計上

することとし、平成19年７月26日公表の連結業績予想数値を修正いたしました。

　このような状況を踏まえ、連結通期業績につきましては、売上高250億円（前年比1.4％増）、営業利益20億70百万

円（前年比13.9％増）、経常利益18億75百万円（前年比3.1％減）を見込んでおります。当期純利益につきましては、

本社ビルの土地・建物の売却益約15億69百万円を特別利益として計上することにより18億１百万円（前年比66.7％増）

となる見通しであります。

（連結業績予想数値の修正）

 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

前回発表予想（Ａ）

（平成19年７月26日） 
25,000 1,967 1,976 1,902

今回修正予想（Ｂ） 25,000 2,070 1,875 1,801

増減額（Ｂ－Ａ） － 103 △101 △101

増減率（％） － 5.2 △5.1 △5.3

前期実績（平成19年３月期） 24,650 1,817 1,934 1,080
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(2）財政状態に関する分析

当中間連結会計期間より連結の範囲に含めております栄研生物科技（上海）有限公司の期首残高を含めておりま

す。なお、当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末に比べ５億７百万円減少し、44億44百万円となりました。

　当中間連結会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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は２億２百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益が９億76百万

円（前年同期比33.8％減）と減少したことと、売上債権流動化の減少に伴い売上債権が20億96百万円増加したこと

によります。

なお、減価償却費は３億77百万円発生しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は２億94百万円となりました。これは主に、生産設備等の設備投資による支出が２

億72百万円あったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は１億96百万円となりました。これは主に、親会社による配当金の支払が１億96百

万円あったことによります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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
平成19年9月

中間期

自己資本比率（％） 73.3 75.1 74.7 69.1 66.1

時価ベースの自己資本比率

（％） 
91.8 110.0 103.2 101.0 75.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
0.1 0.2 0.3 0.1 －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
2,126.5 911.8 684.1 1,418.1 －

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

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍にしております。） 

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

（注１）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。

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

（注４）有利子負債は連結（中間連結）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。

（注５）平成19年９月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業

キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化

と積極的な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としておりま

す。

　具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30％以上の配当を目標といたします。

　当事業年度の中間配当金につきましては、１株につき10円とさせていただきます。なお、当事業年度の期末配当

金につきましては、１株につき10円、年間20円を予定しております。
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(4）事業等のリスク

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がある主なリスクは以下のとおりであります。

① 医療費抑制策 

当社グループの属する医薬品及び臨床検査薬業界の販売価格は健康保険法の規定に基づく診療報酬改定の影響を受

けます。近年、医療制度の抜本改革や診療報酬における薬価・検査実施料引き下げが継続して実施されております。

今後もこれらの医療費抑制策が推進されれば当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がありま

す。 

② 企業間の開発・販売競争

医薬品及び臨床検査薬業界は技術革新に伴う開発競争が激しく、先発品・後発品をめぐって他社品との間に開発・

販売競争が継続的に展開されております。競争の結果によっては財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があ

ります。

③ 品質問題

当社グループは薬事法関連法規及びGMP（医薬品の製造及び品質管理に関する基準）に基づいて、厳格な品質管理

のもとに製品の製造をおこなっております。しかし全ての製品に品質問題が発生しないという保証はありません。も

し重大な品質問題が発生した場合には売上の減少、コストの増加などにより財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。

④ 重要な訴訟等

当社グループは国内及び海外で事業を展開するにあたって、製造物責任（PL)関連、労務関連、知的財産関連、商

取引関連、その他に関し訴訟を提起され、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。

⑤ 個人情報

当社グループは事業展開に関連して様々な個人情報を保有しております。平成17年４月に施行された「個人情報の

保護に関する法律」その他関係法令を遵守するともに、その取扱いについては不正な使用がなされないように厳重な

管理体制を構築しております。しかし不測の事態により個人情報が流出する可能性は皆無ではなく、もし流出した場

合は損害賠償請求や社会的信用の失墜により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。

⑥ 災害、事故等 

製造拠点をはじめとする当社グループの各事業所が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合や重大な

労働災害、設備事故等が発生した場合には事業活動の停止、制約等により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。

⑦ 海外事業展開

当社グループは北米、欧州並びにアジア地域への販売活動を積極的に行っております。また、平成16年９月に検査

薬の製造販売を主な事業の予定として、中国に現地法人を設立しております。これら海外事業を展開するにあたって

は、予期しない法律または規則の変更、不利な政治または経済要因、為替レートの大幅な変動、戦争・テロ・暴動・

疫病その他の要因による社会的混乱等のリスクが内在しております。これらの事態が発生した場合は、財政状態及び

経営成績に悪影響を与える可能性があります。

⑧ 知的財産権

当社グループの製品は、特許、実用新案等によって一定期間保護されております。当社グループでは、特許権、実

用新案権を含む知的財産権を厳重に管理し、他社からの侵害、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権を

侵害するおそれについても常に監視しておりますが、当社グループの保有する知的財産権が他社から侵害を受けた場

合、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権を侵害した場合には、財政状態及び経営成績に悪影響を与え

る可能性があります。

これらのほかにも、現在及び将来において、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性のある様々なリスクが

存在しており、ここに記載されたリスクは当中間連結会計期間末現在において判断したものであって、当社グループ

のすべてのリスクではありません。
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２．企業集団の状況
当社グループは、当社（栄研化学㈱）、連結子会社１社（栄研生物科技（上海）有限公司）、非連結子会社１社

（㈱栄研ミリオンスタッフ）により構成されており、検査薬の製造販売を主な事業として営んでおります。

　これは、当中間連結会計期間より、従来、連結子会社でありました栄研器材株式会社を、平成19年４月１日をもっ

て吸収合併したことにより個別財務諸表に含めるとともに、従来、非連結子会社でありました栄研生物科技（上海）

有限公司を、連結財務諸表に与える影響から判断して連結子会社としたことによります。

　また、前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報で区分表示しておりました「器具その他部門」につきまし

ては全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める割合がいずれも10％未満であ

ること、並びに栄研器材株式会社との合併による組織統合により、検査薬事業の一部として営業していくことになり

ましたので、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報の記載は省略いたしました。

　なお、連結子会社の栄研生物科技（上海）有限公司は、検査薬の製造販売を主な事業に予定しており、また、非連

結子会社の㈱栄研ミリオンスタッフは、損害保険の取扱代理店及びOA機器関連商品の仕入販売を主な事業として営ん

でおります。

　以上のことを事業の系統図として示すと次のとおりであります。

［事業系統図］

注）栄研生物科技（上海）有限公司に関する取引については、開業後の予定であります。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

当社は、「検査及び周辺領域分野において、優れた製品、技術、情報等を顧客に提供することにより、検査の普

及・発展を通じて、人々の健康と医療に貢献する」を経営理念としています。この理念のもと、スローガンとして

『品質で信頼され、技術で発展する“栄研”』を掲げ、スローガンの実践により企業価値の向上を図り、取引先の

皆様の繁栄と株主の皆様への責務を果たしていくことに努めてまいります。 

(2）目標とする経営指標

厳しい市場環境のもとでも、収益性を重視した経営を目指し、通年での売上高営業利益率10％以上の早期達成を

目標としております。達成状況といたしまして平成18年３月期は8.5％、平成19年３月期は7.4％であります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社は、臨床検査薬のリーディングカンパニーとして着実に前進するため、さらなる競争力の強化を図り、他社

との差別化を推進してまいります。

①顧客満足の向上

顧客の視点で起動し、「品質第一」で応えるとともに「市場価格競争力」を高める。

②利益創出体制の確立

全社員が「原価意識」を常に持ち、「高収益性体質」を目指す。

③国際化の推進

「海外市場の開拓」による規模の拡大を図る。

④研究開発技術の強化

技術力を高め、「品質」と「付加価値」を一層高めたオリジナルな製品開発に努める。

⑤法規制への対応

関連「法規制」の遵守と適正な運用を図る。

⑥人材の育成・活用の強化

「教育訓練体制の確立」による人材の育成とその活用を行う。

(4）会社の対処すべき課題

上記の「中期的な会社の経営戦略」を具体的施策に落とし込んだ際の対処すべき課題は以下のとおりであります。

①全社的な品質管理の徹底と各々の現場での責任をもった対応

②販売原価低減の追及（製造原価の低減、原材料の共同調達） 

③栄研器材株式会社との合併によるシナジー効果の追求（特に生産・営業部門の強化・最適化） 

④他社との販売提携の強化 

⑤栄研生物科技（上海）有限公司を活用し、「グローバル競争力」を高める。 

⑥株式会社日立ハイテクノロジーズ及び大塚製薬株式会社との共同研究の促進、FIND（Foundation for Innovative 

New Diagnostics：途上国向けに革新的な検査法を開発する非営利目的の基金）との事業推進

⑦内部統制システムの強化とコンプライアンスの徹底

⑧教育訓練プログラムとOJTによる人材の育成と適所適材による配置

(5）その他、会社の経営上重要な事項

該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 9,167 4,444  4,952

２．受取手形及び売

掛金
※２ 7,099 8,322  6,225

３．有価証券 5 0  2

４．たな卸資産 4,631 4,772  4,955

５．繰延税金資産 344 374  370

６．その他 1,181 798  261

７．貸倒引当金 △12 △55  △10

流動資産合計 22,417 72.4 18,657 68.3 △3,759 16,757 65.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 11,960 12,664 12,025

減価償却累計

額
8,395 3,564 8,690 3,973  8,529 3,496

(2) 機械装置及び運

搬具
5,456 4,918 4,807

減価償却累計

額
4,733 722 4,185 732  4,157 650

(3) 工具器具及び備

品
3,133 2,853 3,071

減価償却累計

額
2,696 436 2,417 435  2,601 469

(4) 土地 1,246 1,210  1,210

(5) 建設仮勘定 － 5  10

有形固定資産合

計
5,970 19.3 6,358 23.3 387 5,837 23.0

２．無形固定資産 329 1.1 467 1.7 138 287 1.1

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  394 325  425

(2) 繰延税金資産 2 －  4

(3) その他 1,866 1,416  2,132

(4) 貸倒引当金 △36 △9  △9

投資その他の資

産合計
2,227 7.2 1,732 6.3 △495 2,553 10.0

固定資産合計 8,526 27.6 8,557 31.3 30 8,678 34.1

Ⅲ　繰延資産 － － 119 0.4 119 － －

資産合計 30,944 100.0 27,335 100.0 △3,609 25,436 100.0
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前中間連結会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間

期比

前連結会計年度の

要約連結貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び

買掛金
※２ 4,357 4,986  4,711

２．未払法人税等 521 528  285

３．賞与引当金 617 655  614

４．返品調整引当金 9 7  10

５．その他 2,087 2,214  1,649

流動負債合計 7,592 24.6 8,391 30.7 799 7,270 28.6

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 296 210  347

２．退職給付引当金 19 －  23

３．長期未払金 － 408  －

４．その他 246 259  218

固定負債合計 562 1.8 878 3.2 315 589 2.3

負債合計 8,155 26.4 9,269 33.9 1,114 7,859 30.9

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 6,897 22.3 6,897 25.2 － 6,897 27.1

２．資本剰余金 8,586 27.7 8,586 31.4 △0 8,586 33.8

３．利益剰余金 7,264 23.5 7,675 28.1 410 7,272 28.6

４．自己株式 △78 △0.3 △5,328 △19.5 △5,250 △5,328 △21.0

株主資本合計 22,670 73.2 17,830 65.2 △4,839 17,428 68.5

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券

評価差額金
118 0.4 100 0.4 △17 148 0.6

２．為替換算調整勘

定
－ － 125 0.5 125 － －

評価・換算差額等

合計
118 0.4 226 0.9 107 148 0.6

Ⅲ　新株予約権 － － 8 0.0 8 － －

純資産合計 22,789 73.6 18,065 66.1 △4,723 17,576 69.1

負債純資産合計 30,944 100.0 27,335 100.0 △3,609 25,436 100.0

 

－ 9 －



(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 12,710 100.0 13,079 100.0 368 24,650 100.0

Ⅱ　売上原価 6,743 53.1 7,237 55.3 493 13,442 54.5

売上総利益 5,966 46.9 5,841 44.7 △124 11,207 45.5

返品調整引当金戻入額 8 10  8

同上繰入額 9 7  10

差引売上総利益 5,965 46.9 5,845 44.7 △120 11,205 45.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 4,543 35.7 4,423 33.8 △119 9,387 38.1

営業利益 1,422 11.2 1,421 10.9 △1 1,817 7.4

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 0 1 0

２．受取配当金 3 33 4

３．受取保険等配当金 － 5 －

４．研究補助金 60 － 93

５．その他 19 83 0.6 18 59 0.5 △24 46 144 0.6

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0 1

２．コミットメントフィー 1 1 3

３．債権売却損 4 6 8

４．役員生命保険解約損 － 7 －

５．単元株式変更費用 4 － 4

６．自己株式取得手数料 － － 4

７．その他 1 13 0.1 0 18 0.2 5 3 27 0.1

経常利益 1,493 11.7 1,462 11.2 △30 1,934 7.9

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※２ 3 － 19

２．投資有価証券売却益 －   －    110   

３．受取保険等配当金 －   －    33   

４．その他  － 3 0.0 － － － △3 1 165 0.7

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 ※３ 2 18 34

２．役員退職慰労金打切支給 ※４ － 408 －

３．役員退職慰労金  20 － 33

４．投資有価証券評価損 － 21 －

５．貸倒引当金繰入額 － 38 －

６．たな卸資産廃棄損 － － 12

７．たな卸資産評価損 － － 107

８．土地浄化費用 － － 7

９．過年度仕入価格精算金 － － 40

10．その他 － 22 0.1 － 486 3.7 463 47 283 1.2

税金等調整前中間（当
期）純利益

1,473 11.6 976 7.5 △497 1,816 7.4

法人税、住民税及び事業税 474 481 616

法人税等調整額 116 590 4.7 △103 377 2.9 △213 118 735 3.0

中間（当期）純利益 882 6.9 598 4.6 △283 1,080 4.4
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日残高

(百万円）
6,897 8,586 6,571 △78 21,977 133 22,111

中間連結会計期間中の

変動額

剰余金の配当(注)   △189  △189  △189

中間純利益   882  882  882

自己株式の取得    △0 △0  △0

自己株式の処分  0  0 0  0

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

     △14 △14

中間連結会計期間中の

変動額合計（百万円）
－ 0 693 △0 692 △14 678

平成18年９月30日残高

（百万円）
6,897 8,586 7,264 △78 22,670 118 22,789

（注）平成18年４月27日の取締役会における利益処分項目であります。

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価換算
差額等合計

平成19年３月31日残高

(百万円）
6,897 8,586 7,272 △5,328 17,428 148 － 148 － 17,576

中間連結会計期間中の

変動額

剰余金の配当   △196  △196     △196

中間純利益   598  598     598

自己株式の取得    △0 △0     △0

自己株式の処分  △0   △0     △0

株主資本以外の項目

の中間連結会計期間

中の変動額（純額）

     △47 125 78 8 86

中間連結会計期間中の

変動額合計（百万円）
－ △0 402 △0 401 △47 125 78 8 488

平成19年９月30日残高

（百万円）
6,897 8,586 7,675 △5,328 17,830 100 125 226 8 18,065
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本 評価・換算差額等
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日残高

(百万円）
6,897 8,586 6,571 △78 21,977 133 22,111

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △379  △379  △379

当期純利益   1,080  1,080  1,080

自己株式の取得    △5,250 △5,250  △5,250

自己株式の処分  0  0 0  0

株主資本以外の項目

の連結会計年度中の変

動額（純額）

     14 14

連結会計年度中の変動額

合計（百万円）
－ 0 701 △5,250 △4,548 14 △4,534

平成19年３月31日残高

（百万円）
6,897 8,586 7,272 △5,328 17,428 148 17,576
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間（当期）
純利益

1,473 976 1,816

減価償却費 344 377 721

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

10 44 △18

返品調整引当金の増減額
（減少：△）

1 △3 2

賞与引当金の増減額
（減少：△）

1 40 △1

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

1 △23 5

株式報酬費用 － 8 －

受取利息及び受取配当金 △3 △35 △4

支払利息 0 0 1

受取保険等配当金 － △5 △33

為替差損益  △0 6 △0

有価証券償還益 △0 － △0

有形固定資産売却益 △3 － △19

有形固定資産売却損 － － 18

有形固定資産除却損 2 18 15

投資有価証券売却益 － － △110

投資有価証券評価損 － 21 －

無形固定資産売却損 0 － 1

売上債権の増減額
(増加：△）

△66 △2,096 807

たな卸資産の増減額
（増加：△）

172 182 △151

その他流動資産の増減額
（増加：△）

△745 △649 203

投資その他の資産の増減額
（増加：△）

△204 △119 △378

仕入債務の増減額
（減少：△）

57 194 406

その他流動負債の増減額
（減少：△）

775 611 295

その他固定負債の増減額
（減少：△）

3 448 △24

小計 1,820 △2 3,551
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 3 35 38

利息の支払額 △0 △0 △1

法人税等の支払額 △670 △237 △1,061

法人税等の還付額 － 4 －

営業活動によるキャッシュ・
フロー

1,152 △202 2,526

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有価証券の売却及び償還に
よる収入

2 2 5

有形固定資産の取得による
支出

△298 △272 △524

有形固定資産の売却による
収入

－ － 52

無形固定資産の取得による
支出

△5 △2 △12

無形固定資産の売却による
収入

0 － 0

投資有価証券の売却による
収入

－ － 127

長期預金の預入による支出 － － △100

貸付けによる支出 － △4 －

貸付金の回収による収入 － 4 －

開業費の支払による支出 － △56 －

その他投資に係る支出 △10 △19 △16

その他投資に係る収入 － 55 6

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△312 △294 △460
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書

（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（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

自己株式の買取・処分によ
る収入及び支出

△0 △0 △5,250

親会社による配当金の支払
額

△189 △196 △379

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△189 △196 △5,629

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

0 7 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

651 △684 △3,563

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

8,516 4,952 8,516

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現
金同等物の期首残高

－ 177 －

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

※１ 9,167 4,444 4,952
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数　　　１社

　　栄研器材㈱

(1) 連結子会社の数　　　１社

栄研生物科技(上海)有限公司

栄研生物科技(上海)有限公司は、

当中間連結会計期間より、連結

の範囲に含めております。

なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました栄研器

材㈱は平成19年４月１日をもち

まして吸収合併したため、連結

の範囲から除いております。

(1) 連結子会社の数　　　１社

栄研器材㈱

(2) 非連結子会社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

㈱栄研ロジスティクスサービス

栄研生物科技(上海)有限公司 

(2) 非連結子会社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

(2）非連結子会社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

栄研生物科技(上海)有限公司

なお、㈱栄研ロジスティクス

サービスは、平成18年10月１日

をもちまして、㈱栄研ミリオン

スタッフに吸収合併されており

ます。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、中間純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも中間連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の適用範

囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、

総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、

中間連結財務諸表に重要な影響

を及ぼしていないため、連結の

適用範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規

模であり、合計の総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼして

いないため、連結の適用範囲か

ら除外しております。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法を適用していない非連結子会

社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

㈱栄研ロジスティクスサービス

栄研生物科技(上海)有限公司

持分法を適用していない非連結子会

社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

持分法を適用していない非連結子会

社の名称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

栄研生物科技(上海)有限公司

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ

中間純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、中間連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外して

おります。

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、中間純損

益（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等は、

中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、重要性が

ないため持分法の適用範囲から

除外しております。

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ

当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う

額）等は、連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ、全

体としても重要性がないため持

分法の適用から除外しておりま

す。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間期の末日は、中間

連結決算日と一致しております。

連結子会社である栄研生物科技

(上海)有限公司の中間決算日は６

月30日であります。

中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間決算日現在の財務諸表

を使用しております。ただし、中

間連結決算日までの期間に発生し

た重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

連結子会社の事業年度の末日は、連

結決算日と一致しております。

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

①　有価証券の評価基準及び評価

方法

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平

均法により算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券の評価基準及び評価

方法

売買目的有価証券

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券の評価基準及び評価

方法

売買目的有価証券

同左

その他有価証券

（時価のあるもの）

中間連結決算日の市場価

格等（株式については中

間決算日前１ヶ月の市場

価格の平均）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）

その他有価証券

（時価のあるもの）

同左

その他有価証券

（時価のあるもの）

決算日の市場価格等（株式

については決算日前１ヶ月

の市場価格の平均）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

（時価のないもの）

同左

（時価のないもの）

同左

②　デリバティブの評価基準及び

評価方法

時価法

②　デリバティブの評価基準及び

評価方法

同左

②　デリバティブの評価基準及び

評価方法

同左

③　たな卸資産の評価基準及び評

価方法

商品、製品、原材料及び仕掛

品

移動平均法による原価法

③　たな卸資産の評価基準及び評

価方法

商品、製品、原材料及び仕掛

品

同左

③　たな卸資産の評価基準及び評

価方法

商品、製品、原材料及び仕掛

品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

貯蔵品

        同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

当社は定率法を採用し、在外

連結子会社は定額法によって

おります。

ただし、当社は平成10年４月

１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）について

は、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物

附属設備を除く）について

は、定額法を採用しており

ます。

なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物及び構築物

10年～50年

機械装置及び運搬具

４年～７年

工具器具及び備品

５年～８年

建物及び構築物

10年～50年

機械装置及び運搬具

４年～10年

工具器具及び備品

５年～８年

建物及び構築物

10年～50年

機械装置及び運搬具

４年～７年

工具器具及び備品

５年～８年

（会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴

い、当中間連結会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得し

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

の方法に変更しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ４百万円減少して

おります。 

（追加情報）

　当社は、法人税法改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

がそれぞれ36百万円減少してお

ります。

②　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェ

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。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

－ 18 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、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。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

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

の支出に充てるため、将来の

支給見込額のうち当中間連結

会計期間の負担額を計上して

おります。

②　賞与引当金

同左

②　賞与引当金

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連結会計

年度の負担額を計上しており

ます。

③　返品調整引当金

当中間連結会計期間の売上高

に対して予想される返品損失

に備えるため、将来の返品見

込損失額のうち、当中間連結

会計期間の負担額を計上して

おります。

③　返品調整引当金

同左

③　返品調整引当金

当連結会計年度の売上高に対

して予想される返品損失に備

えるため、将来の返品見込損

失額のうち、当連結会計年度

の負担額を計上しております。

④　退職給付引当金

当社及び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、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

なお、会計基準変更時差異

(2,083百万円）については、

７年による按分額を費用処理

しております。

過去勤務債務は、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（３年）に

よる定額法により費用処理し

ております。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(12年)による定

額法により按分した額をそれ

ぞれの発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。

④　退職給付引当金

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、当中間連

結会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上

しております。

過去勤務債務は、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（３

年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(12年)

による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌

連結会計年度から費用処理

することとしております。

④　退職給付引当金

当社及び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。

なお、会計基準変更時差異

（2,083百万円）については、

７年による按分額を費用処理

しております。

過去勤務債務は、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（３年）に

よる定額法により費用処理し

ております。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（12年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

────

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

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、

存外子会社の資産及び負債、収

益及び費用は存外子会社の中間

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

に含めております。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準

────

(5）重要な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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジにつ

いて振当処理の要件を充たし

ている場合には振当処理を採

用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

当社の内規に基づき、為替変

動リスクをヘッジしておりま

す。

当中間連結会計期間にヘッジ

会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりで

あります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

当社の内規に基づき、為替変

動リスクをヘッジしておりま

す。

当連結会計年度にヘッジ会計

を適用したヘッジ対象とヘッ

ジ手段は以下のとおりであり

ます。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

③　有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約

の締結時にリスク管理方針に

従って、外貨建による同一金

額で同一期日の為替予約を

各々の買入債務に振当ててお

ります。そのためその後の為

替相場の変動による相関関係

は完全に確保されており、中

間決算日における有効性の評

価を省略しております。　　

　　　

③　有効性評価の方法

同左 

③　有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約

の締結時にリスク管理方針に

従って、外貨建による同一金

額で同一期日の為替予約を

各々の買入債務に振当ててお

ります。そのためその後の為

替相場の変動による相関関係

は完全に確保されており、決

算日における有効性の評価を

省略しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(7）消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7）消費税等の会計処理

同左

(7）消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・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

等からなっております。

同左 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等から

なっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）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」（企業会計基準適

用指針第８号　平成17年12月９日）

を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は22,789百万円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しておりま

す。 

────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適

用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は17,576百万円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正によ

り、当連結会計年度における連結貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度から「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会　平

成15年10月31日）及び「事業分離等

に関する会計基準」（企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」（企業会計基準委員

会　最終改正平成18年12月22日　企

業会計基準適用指針第10号）を適用

しております。

なお、連結財務諸表規則の改正によ

る連結財務諸表の表示に関する変更

はありません。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「長期

前払費用」は、投資その他の資産の「その他」に含めて

表示することにいたしました。

なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「長期前払費用」は42百万円であります。

（中間連結貸借対照表）

────
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

　１．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　１．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次のとおりであります。

　１．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額

及び貸出コミッ

トメントの総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

 ※２．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当中間

連結会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理して

おります。

当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであり

ます。

受取手形 55百万円 

支払手形 251百万円 

 ※２．中間連結会計期間末日満期手形

中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、当中間

連結会計期間の末日が金融機関

の休日でしたが、満期日に決済

が行われたものとして処理して

おります。

当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであり

ます。

受取手形 16百万円 

※２．連結会計年度末日満期手形

連結会計年度末日満期手形の会

計処理については、当連結会計

年度の末日は金融機関の休日で

したが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しておりま

す。

当連結会計年度末日満期手形の

金額は、次のとおりでありま

す。 

受取手形 48百万円 

支払手形 146百万円 
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次のとおりでありま

す。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次のとおりでありま

す。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要なものは次のとおりでありま

す。

給料 911百万円

賞与引当金繰入

額
332百万円

退職給付費用 92百万円

研究開発費 833百万円

リース料 616百万円

給料 900百万円

賞与引当金繰入

額
346百万円

退職給付費用 33百万円

研究開発費 863百万円

リース料 470百万円

給料 1,810百万円

賞与引当金繰入

額
331百万円

退職給付費用 186百万円

研究開発費 1,978百万円

リース料 1,170百万円

貸倒引当金繰入

額

8百万円 

※２．固定資産売却益の内容は、次の

とおりであります。

固定資産売却益

機械装置及び運搬具 　3百万円

※２.　　　　　──── ※２．固定資産売却益の内容は、次の

とおりであります。

固定資産売却益

機械装置及び運搬具 　5百万円

土地　　　　　　　　14百万円

※３．固定資産除売却損の内容は、次

のとおりであります。

固定資産除却損

機械装置及び運搬具   0百万円

工具器具及び備品   　1百万円

固定資産売却損

電話加入権　　　　   0百万円

 

※３．固定資産除売却損の内容は、次

のとおりであります。

固定資産除却損

建物及び構築物  　　 0百万円

機械装置及び運搬具   3百万円

工具器具及び備品    14百万円

 

※３．固定資産除売却損の内容は、次

のとおりであります。

固定資産除却損　

建物及び構築物　　   2百万円

機械装置及び運搬具   1百万円

工具器具及び備品    10百万円

固定資産売却損

機械装置及び運搬具　17百万円

無形固定資産　　 　　1百万円

※４.　　　　　────

 

※４．役員退職慰労金打切支給

平成19年６月12日開催の報酬委員会

及び取締役会において、平成19年６

月21日開催の定時株主総会終結時を

もって、取締役及び執行役に対する

役員退職慰労金制度を廃止し、それ

に代わる報酬の一部として、株式報

酬型ストックオプションを導入する

ことを決議いたしました。併せて廃

止時点まで在任する取締役及び執行

役に対しては、その廃止時点までの

期間にあたる役員退職慰労金を退任

時に支給する旨を決議いたしました。

それに伴い、当該打切支給額を計上

したものであります。

※４.　　　　　────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

①発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 23,770,719 － － 23,770,719

合計 23,770,719 － － 23,770,719

自己株式

普通株式（注） 67,996 240 68 68,168

合計 67,996 240 68 68,168

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少68株は単元未満株の買増

請求による売渡であります。 

②新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。 

③配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月27日

取締役会
普通株式 189 8 平成18年３月31日 平成18年６月８日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 189 利益剰余金 8 平成18年９月30日 平成18年12月４日
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

①発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 23,770,719 － － 23,770,719

合計 23,770,719 － － 23,770,719

自己株式

普通株式（注） 4,119,250 269 8 4,119,511

合計 4,119,250 269 8 4,119,511

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加269株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少8株は単元未満株の買増請

求による売渡であります。 

②新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当中間連結
会計期間末

残高
（百万円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間
増加

当中間連結
会計期間
減少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 8

合計 － － － － － 8

③配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月19日

取締役会
普通株式 196 10 平成19年３月31日 平成19年６月６日

(2)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年10月25日

取締役会
普通株式 196 利益剰余金 10 平成19年９月30日 平成19年12月４日
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

①発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 23,770,719 － － 23,770,719

合計 23,770,719 － － 23,770,719

自己株式

普通株式（注） 67,996 4,051,322 68 4,119,250

合計 67,996 4,051,322 68 4,119,250

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,051,322株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,051,000株、

単元未満株式の買取りによる増加322株であり、減少68株は単元未満株式の買増請求による売渡であります。

②新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。 

③配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月27日

取締役会
普通株式 189 8 平成18年３月31日 平成18年６月８日

平成18年10月26日

取締役会
普通株式 189 8 平成18年９月30日 平成18年12月４日 

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月19日

取締役会
普通株式 196 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月６日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１．現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と連結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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘

定
9,167百万円

現金及び現金同

等物
9,167百万円

現金及び預金勘

定
4,444百万円

現金及び現金同

等物
4,444百万円

現金及び預金勘

定
4,952百万円

現金及び現金同

等物
4,952百万円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１.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)借主側 (1)借主側 (1)借主側

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中間期

末残高相当額

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中間期

末残高相当額

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
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

工具器具
及び備品

5,392 3,077 2,315

無形固定
資産

37 32 5

合計 5,430 3,110 2,320

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

中間期末
残高相当
額
（百万円）

機械装置
及び運搬
具

86 41 44

工具器具
及び備品

3,241 1,810 1,431

無形固定
資産

1,372 753 619

合計 4,700 2,605 2,095

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具
及び備品

3,684 2,099 1,585

無形固定
資産

1,405 723 681

合計 5,090 2,823 2,267

②未経過リース料中間期末残高相当

額

②未経過リース料中間期末残高相当

額

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 963百万円

１年超 1,412百万円

合計 2,376百万円

１年内 829百万円

１年超 1,309百万円

合計 2,139百万円

１年内 907百万円

１年超 1,407百万円

合計 2,314百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 601百万円

減価償却費相当額 575百万円

支払利息相当額 25百万円

支払リース料 526百万円

減価償却費相当額 502百万円

支払利息相当額 21百万円

支払リース料 1,160百万円

減価償却費相当額 1,110百万円

支払利息相当額 47百万円

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

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2)貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 227百万円

１年超 621百万円

合計 848百万円

(注)上記はすべて転貸リース取引に

係る貸主側の未経過リース料中

間期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料中間

期末残高相当額に含まれておりま

す。

(2)貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 313百万円

１年超 704百万円

合計 1,017百万円

同左

 

(2)貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 261百万円

１年超 639百万円

合計 901百万円

 (注)上記はすべて転貸リース取引に係

る貸主側の未経過リース料期末残

高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引はおお

むね同一の条件で第三者にリース

しているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末

残高相当額に含まれております。

２.オペレーティング・リース取引 ２.オペレーティング・リース取引 ２.オペレーティング・リース取引

（借主側） （借主側） （借主側）

　　未経過リース料 　　未経過リース料 　　未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円
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（有価証券関係）

（前中間連結会計期間末）（平成18年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 96 297 200

(2) 債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 5 5 △0

(3) その他 － － －

合計 102 302 200

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

　その他有価証券

非上場株式 66

合計 66

（当中間連結会計期間末）（平成19年９月30日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
中間連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

(1) 株式 114 284 170

(2) 債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 0 0 △0

(3) その他 － － －

合計 114 284 170
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

中間連結貸借対照表計上額（百万円）

　その他有価証券

非上場株式 10

合計 10

（前連結会計年度末）（平成19年３月31日）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上額

（百万円）
差額（百万円）

(1) 株式 114 363 249

(2) 債券

国債・地方債 － － －

社債 － － －

その他 2 2 △0

(3) その他 － － －

合計 116 366 249

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

　その他有価証券

非上場株式 31

合計 31
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（デリバティブ取引関係）

（前中間連結会計期間）（平成18年９月30日現在）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示対象から除いており、当中間連結会計期間末は開示対象

はありません。

（当中間連結会計期間）（平成19年９月30日現在）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示対象から除いており、当中間連結会計期間末は開示対象

はありません。

（前連結会計年度）（平成19年３月31日現在）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示対象から除いており、当連結会計年度末は開示対象はあ

りません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

１．ストック・オプションに係わる当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

販売費及び一般管理費　　　　　８百万円

２．当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 平成19年ストック・オプション

 付与対象者の区分及び人数
　当社取締役　　　　　４名（内執行役兼務３名）

　当社執行役　　　　　12名

 株式の種類別のストック・オプションの付与数　（注）１ 　普通株式　　　　40,000株

 付与日 　平成19年７月９日

 権利確定条件 （注）２

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間 　自平成19年７月10日　至平成39年７月９日

 権利行使価格（円） 1

 付与日における公正な評価単価（円）　　　　　（注）３ 88,110

（注）１．株式数に換算して記載しております。

２．①当社の取締役及び執行役に就任後１年を経過（死亡退任は除く）した後で、取締役及び執行役の全てを退任

した日の翌日から10日を経過する日までの期間に限り、新株予約権を行使できるものとする。 

②前記①にかかわらず、新株予約権者が平成38年７月９日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合、

平成38年７月10日から平成39年７月９日までに新株予約権を行使できるものとする。

３．ブラック・ショールズモデルにより平成19年７月９日における評価単価を算定しております。

前連結会計年度（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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（企業結合等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、平成19年４月１日を期して、当社の連結子会社である栄研器

材株式会社を吸収合併することを決議し、実施いたしました。 

①結合当事企業の内容及び企業結合の目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会社であり、インダストリー分野（食品・環境分野）向けの培地の製造販売及び

シャーレ等の器具類の販売を主な事業とし、当社グループの重要な位置付けにあります。今後、当社グループとして

細菌検査用試薬（培地）事業のさらなる拡大を図るため、国内における一貫生産体制を構築するとともに、子会社の

開発・生産・営業の人材・ノウハウ・情報等を当社に一体化することにより経営資源の効率的な活用、顧客情報の迅

速な反映が図れると判断いたしました。

②企業結合日

平成19年４月１日 

③企業結合の法定形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、栄研器材株式会社を解散いたしました。なお、当社は栄研器材株式会社の

全株式を所有しているので、合併による新株の発行及び資本金の増加は行っておりません。

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社 

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳

（平成19年３月31日現在）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　分 金　額 区　分 金　額

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735 負債純資産合計 2,735

⑥被結合企業の直近期の業績 

（平成19年３月期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

区　分 金　額

売上高 3,991

営業利益 23

経常利益 35

当期純利益 0

⑦実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準（企業会計審議会　平成15年10月31日）三、４．共通支配下の取引等の会計処理」に基

づいております。

前連結会計年度（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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 11,780 930 12,710 － 12,710

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 28 28 (28) －

計 11,780 959 12,739 (28) 12,710

営業費用 10,357 858 11,216 72 11,288

営業利益 1,422 100 1,523 (100) 1,422

（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

検査薬
細菌学的検査用製剤、免疫血清学的検査用製剤、生化学的

検査用製剤、一般検査用製剤、造影剤

器具その他 医療用器具

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、100百万円であり、その主なものは、

連結子会社の一般管理費であります。
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（事業区分の方法の変更）

当中間連結会計期間より、検査薬部門へ造影剤部門を組み込んだ区分に変更しております。この変更は、前連結

会計年度に、造影剤部門の一部の製造販売を譲渡したため造影剤部門の重要性が低下したためであります。

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度のセグメント情報を当中間連結会計期間において用いた事業区分

の方法により区分すると次のとおりであります。

 

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 11,444 977 12,421 － 12,421

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 28 28 (28) －

計 11,444 1,005 12,449 (28) 12,421

営業費用 10,099 913 11,012 85 11,097

営業利益 1,344 92 1,437 (113) 1,324

 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日） 

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 21,629 1,921 23,551 － 23,551

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 55 55 (55) －

計 21,629 1,976 23,606 (55) 23,551

営業費用 19,645 1,752 21,397 154 21,552

営業利益 1,984 224 2,209 (210) 1,998

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報で区分表示しておりました「器具その他部門」につきましては全

セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める割合がいずれも10％未満であること、

並びに栄研器材株式会社との合併による組織統合により、検査薬事業の一部として営業していくことになりましたの

で、当中間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報の記載は省略いたしました。

－ 36 －



 

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1) 外部顧客に対する売上高 22,849 1,800 24,650 － 24,650

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 56 56 (56) －

計 22,849 1,857 24,706 (56) 24,650

営業費用 20,933 1,755 22,689 142 22,832

営業利益 1,915 101 2,016 (199) 1,817

（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列および市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

検査薬
細菌学的検査用製剤、免疫血清学的検査用製剤、生化学的

検査用製剤、一般検査用製剤、造影剤

器具その他 医療用器具

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、199百万円であり、その主なものは、

連結子会社の一般管理費であります。

（事業区分の方法の変更）

当連結会計年度より、検査薬部門へ造影剤部門を組み込んだ区分に変更しております。この変更は、前連結会

計年度に、造影剤部門の一部の製造販売を譲渡したため造影剤部門の重要性が低下したためであります。

なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分すると次

のとおりであります。 

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 21,629 1,921 23,551 － 23,551

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 55 55 (55) －

計 21,629 1,976 23,606 (55) 23,551

営業費用 19,645 1,752 21,397 154 21,552

営業利益 1,984 224 2,209 (210) 1,998
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％ を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満

のため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（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

     961円  47銭

１株当たり純資産額

     918円  87銭

１株当たり純資産額

         894円  43銭

１株当たり中間純利益金額

      37円  24銭

１株当たり中間純利益金額

      30円  47銭

１株当たり当期純利益金額

     46円  57銭

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額

      30円  44銭

　なお、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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は

以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 882 598 1,080

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
882 598 1,080

期中平均株式数（千株） 23,702 19,651 23,204

    

 潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額（百万円） － － －

普通株式増加数（千株） － 18 －

（うち新株予約権） (－) (18) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（重要な合併）

当社は、平成18年10月26日開催の取

締役会において、平成19年4月1日を

期して、当社の連結子会社である栄

研器材株式会社を吸収合併すること

を決議いたしました。

１．合併の目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会

社であり、インダストリー分野(食

品・環境分野)向けの培地の製造・販

売およびシャーレ等の器具類の販売

を主な事業とし、当社グループの重

要な位置付けにあります。

今後、当社グループとして細菌検査

用試薬(培地)事業のさらなる拡大を

図るため、国内における一貫生産体

制を構築するとともに、子会社の開

発・生産・営業の人材・ノウハウ・

情報等を当社に一体化することによ

り経営資源の効率的な活用、顧客情

報の迅速な反映が図れると判断し、

今回の合併決議に至りました。

２．合併の要旨

(1)合併の日程

合併契約書承認取締役会 

　平成18年10月26日

合併契約書締結

　平成18年10月26日

合併契約書承認株主総会 

　栄研化学株式会社　　

会社法第796条第3項により開

催いたしません。 

栄研器材株式会社

会社法第784条第1項により開

催いたしません。

合併効力発生日

　平成19年4月1日（予定）

合併登記

　平成19年4月2日（予定）  

(2)合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方

式で、栄研器材株式会社は解散い

たします。

(3)合併比率

当社は栄研器材株式会社の全株式

を所有しているので、合併による

新株の発行及び資本金の増加は行

いません。

───── （企業結合等関係） 

当社は、平成18年10月26日開催の取

締役会において、平成19年４月１日

を期して、当社の連結子会社である

栄研器材株式会社を吸収合併するこ

とを決議し、実施いたしました。 

①結合当事企業の内容及び企業結合の

目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会

社であり、インダストリー分野（食

品・環境分野）向けの培地の製造販

売及びシャーレ等の器具類の販売を

主な事業とし、当社グループの重要

な位置付けにあります。今後、当社

グループとして細菌検査用試薬（培

地）事業のさらなる拡大を図るため、

国内における一貫生産体制を構築す

るとともに、子会社の開発・生産・

営業の人材・ノウハウ・情報等を当

社に一体化することにより経営資源

の効率的な活用、顧客情報の迅速な

反映が図れると判断いたしました。

②企業結合日

平成19年４月１日

③企業結合の法定形式

当社を存続会社とする吸収合併方

式で、栄研器材株式会社を解散い

たしました。なお、当社は栄研器

材株式会社の全株式を所有してい

るので、合併による新株の発行及

び資本金の増加は行っておりませ

ん。

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債

及び純資産の内訳

　(平成19年３月31日現在)　　(単位:百万円)

区　分 金　額 区　分 金　額

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735
負債純資産

合計
2,735
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4)会計処理の概要

企業結合に関わる会計基準上、共

通支配下の取引に該当します。

３．被合併会社の概要

（平成18年9月30日現在）

(1)商号

　 栄研器材株式会社

(2)事業内容  

 食品・環境検査用試薬、器具の製

造販売等

(3)設立年月日

   昭和34年9月1日

(4)本店所在地

   東京都北区王子五丁目26番21号

(5)代表者

   代表取締役社長　髙坂 勇造

(6)資本金

   93百万円

(7)発行済株式総数

   186,000株

(8)純資産

   519百万円

(9)総資産

   2,951百万円

(10)決算期

    3月31日

(11)従業員数

    75名

(12)主要取引先

栄研化学㈱

東邦薬品㈱

㈱エル・エム・エス

正晃㈱

(13)大株主及び持株比率

    栄研化学㈱　　　　　　100%

(14)主要取引銀行 

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

みずほコーポレート銀行

(15)当事会社の関係    

資本関係

　当社の100％出資会社    

人的関係

当社の代表執行役社長は、栄研

器材㈱の代表取締役会長を兼任

しております。

取引関係

当社製品の製造・販売

⑥被結合企業の直近期の業績

(平成19年３月期)　 　(単位:百万円)

区　分 金　額

売上高 3,991

営業利益 23

経常利益 35

当期純利益 0

⑦実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準（企業会

計審議会　平成15年10月31日）三、

４．共通支配下の取引等の会計処

理」に基づいております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(16)被合併会社の直近期の業績

(単位:百万円)

 栄研器材株式会社

決算期 18年３月期

売上高 4,061

営業利益 201

経常利益 212

当期純利益 △2

１株当たり

当期純利益(円)
△14.18

１株当たり

配当金(円)
－

１株当たり

純資産(円)
2,501.72

４．合併後の状況

(1)商号

   栄研化学株式会社

(2)事業内容  

臨床検査薬の製造販売、自動分析

装置の販売等

(3)本店所在地

東京都文京区本郷一丁目33番8号

(4)代表者

代表執行役社長　　黒住　忠夫 

(5)資本金

6,897百万円

純資産

30,944百万円

(平成18年９月30日現在)

(6)決算期

３月31日 
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 8,878 4,317  4,543

２．受取手形 ※３ 191 143  154

３．売掛金 5,870 8,178  5,170

４．有価証券 5 0  2

５．たな卸資産 4,187 4,772  4,533

６．繰延税金資産 305 374  337

７．関係会社短期貸付金  1,289 －  1,289

８．その他 ※１ 1,094 906  272

９．貸倒引当金 △12 △55  △10

流動資産合計 21,810 73.1 18,638 68.7 △3,171 16,292 66.5

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産  

１．建物 10,227 11,478 10,296

減価償却累計額 7,280 2,946 8,122 3,355  7,407 2,889

２．機械及び装置  4,639  4,730   3,992

減価償却累計額 4,171 468 4,130 600  3,566 426

３．土地  1,106  1,210   1,106

４．その他 3,426  3,554   3,524  

減価償却累計額 2,913 513 3,018 535  2,963 560

計  5,034 16.9  5,701 21.0 667  4,982 20.3

(2)無形固定資産 320 1.1 252 1.0 △67 281 1.1

(3)投資その他の資産

１．投資有価証券 807 325  839

２．その他 1,896 2,214  2,123

３．貸倒引当金 △36 △9  △9

計 2,667 8.9 2,530 9.3 △137 2,953 12.1

固定資産合計 8,021 26.9 8,484 31.3 463 8,218 33.5

資産合計 29,832 100.0 27,123 100.0 △2,708 24,510 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）

当中間会計期間末

（平成19年９月30日）

対前中間

期比

前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（百万円）

構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

増減

(百万円)
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形  709 1,302  758

２．買掛金 3,055 3,603  3,383

３．未払法人税等 477 528  284

４．賞与引当金 557 655  556

５．返品調整引当金 9 7  10

６．設備関係支払手形 100 66  58

７．その他 ※１ 1,764 2,140  1,431

流動負債合計 6,672 22.3 8,302 30.6 1,630 6,483 26.5

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 296 210  347

２．退職給付引当金 0 －  －

３．長期未払金 － 408  －

４．その他 172 259  150

固定負債合計 470 1.6 878 3.2 408 497 2.0

負債合計 7,142 23.9 9,181 33.8 2,038 6,981 28.5

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 6,897 23.1 6,897 25.4 － 6,897 28.1

２．資本剰余金

(1)資本準備金 7,892 7,892  7,892

(2)その他資本剰余金 694 694  694

資本剰余金合計 8,586 28.8 8,586 31.7 △0 8,586 35.0

３．利益剰余金

(1)利益準備金 338 338  338

(2)その他利益剰余金

別途積立金 4,330 4,330  4,330

繰越利益剰余金 2,496 3,009  2,557

利益剰余金合計 7,164 24.0 7,677 28.3 513 7,225 29.5

４．自己株式 △78 △0.2 △5,328 △19.6 △5,250 △5,328 △21.7

株主資本合計 22,570 75.7 17,833 65.8 △4,737 17,381 70.9

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評

価差額金
118 0.4 100 0.4 △17 148 0.6

評価・換算差額等合

計
118 0.4 100 0.4 △17 148 0.6

Ⅲ　新株予約権 － － 8 0.0 8 － －

純資産合計 22,689 76.1 17,942 66.2 △4,746 17,529 71.5

負債純資産合計 29,832 100.0 27,123 100.0 △2,708 24,510 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,071 100.0 13,079 100.0 2,008 21,494 100.0

Ⅱ　売上原価 5,663 51.2 7,245 55.4 1,582 11,267 52.4

売上総利益 5,407 48.8 5,833 44.6 426 10,227 47.6

返品調整引当
金戻入額

8 10  8

同上繰入額 9 7  10

差引売上総利
益

5,406 48.8 5,836 44.6 430 10,225 47.6

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

4,078 36.8 4,414 33.7 336 8,439 39.3

営業利益 1,328 12.0 1,422 10.9 94 1,785 8.3

Ⅳ　営業外収益 ※１ 86 0.8 54 0.4 △32 141 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２ 13 0.1 18 0.1 5 27 0.1

経常利益 1,401 12.7 1,458 11.2 56 1,899 8.8

Ⅵ　特別利益 ※３ 3 0.0 52 0.4 49 151 0.7

Ⅶ　特別損失 ※４ 22 0.2 490 3.8 467 235 1.1

税引前中間(当
期)純利益

1,382 12.5 1,020 7.8 △361 1,815 8.4

法人税、住民
税及び事業税

430 481 615

法人税等調整
額

121 551 5.0 △108 372 2.8 △179 120 735 3.4

中間（当期）
純利益

830 7.5 648 5.0 △181 1,080 5.0
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

(百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 1,855 △78 21,930

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)      △189  △189

中間純利益      830  830

自己株式の取得       △0 △0

自己株式の処分   0    0 0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ － 0 － － 640 △0 640

平成18年９月30日　残高

（百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 2,496 △78 22,570

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
133 22,063

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当(注)  △189

中間純利益  830

自己株式の取得  △0

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△14 △14

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
△14 625

平成18年９月30日　残高

（百万円）
118 22,689

(注）平成18年４月27日の取締役会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

(百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 2,557 △5,328 17,381

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当      △196  △196

中間純利益      648  648

自己株式の取得       △0 △0

自己株式の処分   △0     △0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

        

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
－ － △0 － － 452 △0 451

平成19年９月30日　残高

（百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 3,009 △5,328 17,833

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
148 － 17,529

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当   △196

中間純利益   648

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   △0

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額）

△47 8 △38

中間会計期間中の変動額

合計（百万円）
△47 8 413

平成19年９月30日　残高

（百万円）
100 8 17,942
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本
準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

別途
積立金

繰越
利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

(百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 1,855 △78 21,930

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △379  △379

当期純利益      1,080  1,080

自己株式の取得       △5,250 △5,250

自己株式の処分   0    0 0

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）

        

事業年度中の変動額合計（百

万円）
－ － 0 － － 701 △5,250 △4,548

平成19年３月31日　残高

（百万円）
6,897 7,892 694 338 4,330 2,557 △5,328 17,381

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
133 22,063

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △379

当期純利益  1,080

自己株式の取得  △5,250

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額）

14 14

事業年度中の変動額合計（百

万円）
14 △4,534

平成19年３月31日　残高

（百万円）
148 17,529

 

－ 48 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券　

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均

法により算定）

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(時価のあるもの）

中間決算日の市場価格等（株

式については、中間決算日

前１ヶ月の市場価格の平均)

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）

(1）有価証券　

売買目的有価証券

同左

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

(時価のあるもの）

同左

(1）有価証券

売買目的有価証券 

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(時価のあるもの）

決算日の市場価格等（株式に

ついては、決算日前１ヶ月の

市場価格の平均）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

 (2）デリバティブの評価基準及び評

価方法　

時価法

(3) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品

移動平均法による原価法

（時価のないもの）

同左

 (2）デリバティブの評価基準及び評

価方法　

同左

(3) たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品

               同左

（時価のないもの）

同左

 (2）デリバティブの評価基準及び評

価方法　

同左 

(3) たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品

       同左

　　 貯蔵品

最終仕入原価法

　　 貯蔵品

        同左

   　貯蔵品

　　　 同左

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備

を除く）については、定額法を

採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとお

りであります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属

設備を除く）については、定

額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。

建物　　　　  15年～50年

構築物　　　　10年～30年

機械及び装置　　　  ７年

車両及び運搬具　

 　　　　　　 ４年～６年

工具器具及び備品

　　　　　　　５年～８年

建物　　　　  15年～50年

構築物　　　　10年～30年

機械及び装置　　　  ７年

車両及び運搬具　

　　　　 ４年～６年

工具器具及び備品

　　　　　　　５年～８年
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当中間

会計期間より、平成19年４月１日

以降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

減価償却の方法に変更しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞ

れ４百万円減少しております。 

(追加情報）

　法人税法改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産につ

いては、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した事業年度

の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益がそれぞれ

36百万円減少しております。

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェア

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。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため一般債権について

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。

(1) 貸倒引当金

同左

(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の

支出に充てるため、将来の支給

見込額のうち当中間会計期間の

負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

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

見込額のうち当事業年度の負担

額を計上しております。

(3) 返品調整引当金

当中間会計期間の売上高に対し

て予想される返品損失に備える

ため、将来の返品見込損失額の

うち当中間会計期間の負担額を

計上しております。

(3) 返品調整引当金

同左

(3) 返品調整引当金

当事業年度の売上高に対して予

想される返品損失に備えるため、

将来の返品見込損失額のうち当

事業年度の負担額を計上してお

ります。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。

なお、会計基準変更時差異

（2,003百万円）については、

７年による按分額を費用処理し

ております。

過去勤務債務は、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（３年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌期か

ら費用処理することとしており

ます。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期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、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。

過去勤務債務は、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（３年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌期か

ら費用処理することとしており

ます。

(4) 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。

なお、会計基準変更時差異

（ 2,003百万円）については、

７年による按分額を費用処理し

ております。

過去勤務債務は、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（３年）による定

額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年

数（12年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としております。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．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 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を充たしてい

る場合には振当処理を採用して

おります。

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(1) ヘッジ会計の方法

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

当社の内規に基づき、為替変動

リスクをヘッジしております。

当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手

段は以下のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

当社の内規に基づき、為替変動

リスクをヘッジしております。

当事業年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は

以下のとおりであります。

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

(3) ヘッジの有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約の

締結時にリスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一金額で同

一期日の為替予約を各々の買入

債務に振当てております。その

ためその後の為替相場の変動に

よる相関関係は完全に確保され

ており、中間決算日における有

効性の評価を省略しております。

　

(3) ヘッジの有効性評価の方法

同左 

(3) ヘッジの有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約の

締結時にリスク管理方針に従っ

て、外貨建による同一金額で同

一期日の為替予約を各々の買入

債務に振当てております。その

ため、その後の為替相場の変動

による相関関係は完全に確保さ

れており、決算日における有効

性の評価を省略しております。

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(1) 消費税等の会計処理

同左 

(1) 消費税等の会計処理

同左  
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）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」（企業会計基準適用指

針第８号　平成17年12月９日）を適

用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は22,689百万円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表等規則により

作成しております。

────

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準） 

当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）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」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。

従来の資本の部の合計に相当する金

額は17,529百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純

資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等） 

当事業年度から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員

会　平成17年12月27日　企業会計基

準第７号）並びに「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」（企業会計基準委員会　

最終改正平成18年12月22日　企業会

計基準適用指針第10号）を適用して

おります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．消費税等の処理方法

仮払消費税等及び仮受消費税等は

両建で、それぞれ流動資産及び流

動負債のその他に含めて表示して

おります。

※１．消費税等の処理方法

同左

※１．　　　 ────

 

２．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

２．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

中間会計期間末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

２．運転資金の効率的な調達を行う

ため当座貸越契約及び貸出コ

ミットメント契約を締結してお

ります。これら契約に基づく当

期末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度
額及び貸出コ
ミットメント
の総額

5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

※３．中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。

当中間会計期間末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。

※３．中間会計期間末日満期手形

中間会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間会計期間

の末日が金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとし

て処理しております。

当中間会計期間末日満期手形の金

額は、次のとおりであります。

※３．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日は金融機関の休

日でしたが、満期日に決済が行わ

れたものとして処理しておりま

す。

期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。

受取手形 16百万円 受取手形 16百万円 受取手形 10百万円
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 4百万円

研究補助金 60百万円

受取利息 0百万円

受取配当金 33百万円 

受取保険等配当金 5百万円

受取利息 8百万円

受取配当金 4百万円 

研究補助金 93百万円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 0百万円 支払利息 0百万円

コミットメント

フィー 
2百万円 

債権売却損 6百万円 

支払利息 1百万円

コミットメント

フィー 
3百万円 

債権売却損 8百万円 

単元株式変更費用 4百万円 

自己株式取得手数

料

4百万円 

※３．特別利益の主要項目

固定資産売却益 3百万円 

※３．特別利益の主要項目

抱き合わせ株式消

却益
52百万円 

※３．特別利益の主要項目

固定資産売却益 5百万円

投資有価証券売却

益 
110百万円 

受取保険等配当金 33百万円 

※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目 ※４．特別損失の主要項目

固定資産除売却

損
2百万円

役員退職慰労金 20百万円

   

   

固定資産除売却

損
18百万円

役員退職慰労金

打切支給
408百万円

 

貸倒引当金繰入額 38百万円

投資有価証券評価

損
21百万円

たな卸資産売却修

正損 
3百万円 

（役員退職慰労金打切支給）

平成19年６月12日開催の報酬委員会

及び取締役会において、平成19年６

月21日開催の定時株主総会終結時を

もって、取締役及び執行役に対する

役員退職慰労金制度を廃止し、それ

に代わる報酬の一部として、株式報

酬型ストックオプションを導入する

ことを決議いたしました。併せて廃

止時点まで在任する取締役及び執行

役に対しては、その廃止時点までの

期間にあたる役員退職慰労金を退任

時に支給する旨を決議いたしました。

それに伴い、当該打切支給額を計上

したものであります。

固定資産除売却

損
22百万円

役員退職慰労

金 
20百万円 

たな卸資産廃棄

損
12百万円

たな卸資産評価

損
107百万円 

過年度仕入価格

精算金
40百万円 
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ５．減価償却実施額   ５．減価償却実施額   ５．減価償却実施額

有形固定資産 234百万円

無形固定資産 42百万円

計 276百万円

有形固定資産 330百万円

無形固定資産 38百万円

計 368百万円

有形固定資産 495百万円

無形固定資産 87百万円

計 582百万円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 67,996 240 68 68,168

合計 67,996 240 68 68,168

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加240株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少68株は単元未満株の買増

請求による売渡であります。

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式（注） 4,119,250 269 8 4,119,511

合計 4,119,250 269 8 4,119,511

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加269株は単元未満株の買取りによる増加であり、減少8株は単元未満株の買増請

求による売渡であります。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

普通株式（注） 67,996 4,051,322 68 4,119,250

合計 67,996 4,051,322 68 4,119,250

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,051,322株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,051,000株、

単元未満株式の買取りによる増加322株であり、減少68株は単元未満株式の買増請求による売渡であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１.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)借主側 (1)借主側 (1)借主側

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中間期

末残高相当額

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中間期

末残高相当額

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
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

(有形固定
資産)その
他

5,305 3,035 2,269

無形固定
資産

37 32 5

合計 5,343 3,068 2,274

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

中間期末
残高相当
額
(百万円)

機械及び
装置

86 41 44

(有形固定
資産)その
他

3,241 1,810 1,431

無形固定
資産

1,372 753 619

合計 4,700 2,605 2,095

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額相
当額
(百万円)

期末残高
相当額
(百万円)

(有形固定
資産)その
他

3,581 2,065 1,515

無形固定
資産

1,405 723 681

合計 4,986 2,789 2,197

②未経過リース料中間期末残高相当

額

②未経過リース料中間期末残高相当

額

②未経過リース料期末残高相当額

１年内 942百万円

１年超 1,390百万円

合計 2,333百万円

１年内 829百万円

１年超 1,309百万円

合計 2,139百万円

１年内 877百万円

１年超 1,372百万円

合計 2,250百万円

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

支払リース料 588百万円

減価償却費相当額 562百万円

支払利息相当額 24百万円

支払リース料 526百万円

減価償却費相当額 502百万円

支払利息相当額 21百万円

支払リース料 1,134百万円

減価償却費相当額 1,083百万円

支払利息相当額 45百万円

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

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

同左
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2)貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 227百万円

１年超 621百万円

合計 848百万円

（注）上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース

料中間期末残高相当額であり

ます。

なお、当該転貸リース取引は

おおむね同一の条件で第三者

にリースしているのでほぼ同

額の残高が上記の借主側の未

経過リース料中間期末残高相

当額に含まれております。

(2)貸主側

未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 313百万円

１年超 704百万円

合計 1,017百万円

同左

 

(2)貸主側

未経過リース料期末残高相当額

１年内 261百万円

１年超 639百万円

合計 901百万円

（注）上記はすべて転貸リース取引

に係る貸主側の未経過リース

料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引は

おおむね同一の条件で第三者

にリースしているのでほぼ同

額の残高が上記の借主側の未

経過リース料期末残高相当額

に含まれております。

２.オペレーティング・リース取引

（借主側）

　　未経過リース料

２.オペレーティング・リース取引

（借主側）

　　未経過リース料

２.オペレーティング・リース取引

（借主側）

　　未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円
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（有価証券関係）

　前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度における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。

（企業結合等関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

該当事項はありません。 

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載範囲内容と同一であるため、記載を省略しております。

前事業年度（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）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（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

        957円  26銭

１株当たり純資産額

         912円  63銭

１株当たり純資産額

          892円  03銭

１株当たり中間純利益金額

      35円  02銭

１株当たり中間純利益金額

      33円  01銭

１株当たり当期純利益金額

     46円  58銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間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。

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額

      32円  98銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は

以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（百万円） 830 648 1,080

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（百万円）
830 648 1,080

期中平均株式数（千株） 23,702 19,651 23,204

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額
   

中間（当期）純利益調整額

（百万円） 
－ － －

普通株式増加数（千株） － 18 －

（うち新株予約権） (－) (18) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

－ － －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（重要な合併）

当社は、平成18年10月26日開催の取

締役会において、平成19年4月1日を

期して、当社の連結子会社である栄

研器材株式会社を吸収合併すること

を決議いたしました。 

１．合併の目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会社

であり、インダストリー分野(食品・

環境分野)向けの培地の製造・販売お

よびシャーレ等の器具類の販売を主な

事業とし、当社グループの重要な位置

付けにあります。

今後、当社グループとして細菌検査用

試薬(培地)事業のさらなる拡大を図る

ため、国内における一貫生産体制を構

築するとともに、子会社の開発・生

産・営業の人材・ノウハウ・情報等を

当社に一体化することにより経営資源

の効率的な活用、顧客情報の迅速な反

映が図れると判断し、今回の合併決議

に至りました。

２．合併の要旨

(1)合併の日程 

合併契約書承認取締役会 

　平成18年10月26日

合併契約書締結

　平成18年10月26日 

合併契約書承認株主総会 

　栄研化学株式会社　　

会社法第796条第3項により開

催いたしません。 

栄研器材株式会社

会社法第784条第1項により開

催いたしません。

合併効力発生日

　平成19年4月1日（予定）

合併登記

　平成19年4月2日（予定）  

(2)合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方

式で、栄研器材株式会社は解散い

たします。

(3)合併比率

当社は栄研器材株式会社の全株式

を所有しているので、合併による

新株の発行及び資本金の増加は行

いません。 

───── （企業結合等関係）

当社は、平成18年10月26日開催の取

締役会において、平成19年4月1日を

期して、当社の連結子会社である栄

研器材株式会社を吸収合併すること

を決議し、実施いたしました。  

①結合当事企業の内容及び企業結合の

目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会

社であり、インダストリー分野（食

品・環境分野）向けの培地の製造販

売及びシャーレ等の器具類の販売を

主な事業とし、当社グループの重要

な位置付けにあります。今後、当社

グループとして細菌検査用試薬（培

地）事業のさらなる拡大を図るため、

国内における一貫生産体制を構築す

るとともに、子会社の開発・生産・

営業の人材・ノウハウ・情報等を当

社に一体化することにより経営資源

の効率的な活用、顧客情報の迅速な

反映が図れると判断いたしました。

②企業結合日

平成19年４月１日

③企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併方式

で、栄研器材株式会社を解散いたし

ました。なお、当社は栄研器材株式

会社の全株式を所有しているので、

合併による新株の発行及び資本金の

増加は行っておりません。

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債

及び純資産の内訳

(平成19年３月31日現在)　　(単位:百万円)

区　分 金　額 区　分 金　額

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735
負債純資産

合計
2,735
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(4)会計処理の概要

企業結合に関る会計基準上、共通

支配下の取引に該当します。 

３．被合併会社の概要

（平成18年９月30日現在） 

(1)商号

　 栄研器材株式会社

(2)事業内容

食品・環境検査用試薬、器具の製

造販売等

(3)設立年月日

昭和34年９月１日 

(4)本店所在地

  東京都北区王子五丁目26番21号

(5)代表者

代表取締役社長　　髙坂　勇造 

(6)資本金

   93百万円

(7)発行済株式総数

   186,000株 

(8)純資産

   519百万円

(9)総資産

　 2,951百万円

(10)決算期

　　３月31日

(11)従業員数

　　75名 

(12)主要取引先

栄研化学㈱

東邦薬品㈱

㈱エル・エム・エス

正晃㈱

(13)大株主及び持株比率

    栄研化学㈱　　　　　　100%

(14)主要取引銀行

三菱東京UFJ銀行

三井住友銀行

みずほコーポレート銀行

(15)当事会社の関係

 資本関係

   当社の100％出資会社    

人的関係

当社の代表執行役社長は、栄研

器材㈱の代表取締役会長を兼任

しております。

取引関係

当社製品の製造・販売

⑥被結合企業の直近期の業績

(平成19年３月期)　 　(単位:百万円)

区　分 金　額

売上高 3,991

営業利益 23

経常利益 35

当期純利益 0

⑦実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準（企業会計

審議会　平成15年10月31日）三、４．

共通支配下の取引等の会計処理」に基

づいております。なお、受け入れた純

資産と同社株式（抱き合わせ株式）の

帳簿価額との差額を特別利益として52

百万円計上する予定であります。
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前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(16)被合併会社の直近期の業績

(単位:百万円)

 栄研器材株式会社

決算期 18年３月期

売上高 4,061

営業利益 201

経常利益 212

当期純利益 △2

１株当たり

当期純利益(円)
△14.18

１株当たり

配当金(円)
－

１株当たり

純資産(円)
2,501.72

４．合併後の状況

(1)商号

   栄研化学株式会社

(2)事業内容

臨床検査薬の製造販売、自動分析

装置の販売等

(3)本店所在地

東京都文京区本郷一丁目33番8号

(4)代表者

代表執行役社長　　黒住　忠夫

(5)資本金

6,897百万円

総資産

30,944百万円

(平成18年９月30日現在)

(6)決算期

３月31日
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６．その他
生産、受注及び販売の状況

前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報で区分表示しておりました「器具その他部門」につきましては全セ

グメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める割合がいずれも10％未満であること、並

びに栄研器材株式会社との合併による組織統合により、検査薬事業の一部として営業していくことになりました。これ

により、当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントとなるため、当中間連結会計期間より生産、受注及び販売

の状況については製品の種類別区分ごとに記載しております。なお、生産実績及び商品仕入実績の前年同期比について

は、前中間連結会計期間の製品の種類別区分の集計が困難なため合計のみを記載しております。

(1)生産実績

当中間連結会計期間における生産実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称 生産高（百万円） 前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤 2,054 －

一般検査用製剤 1,038 －

免疫血清学的検査用製剤 3,054 －

生化学的検査用製剤 94 －

器具・食環用培地 749 －

その他 86 －

合計 7,077 76.8

　（注）１．金額は、売価換算値で表示しております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)商品仕入実績

当中間連結会計期間における商品仕入実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤 134 －

一般検査用製剤 0 －

免疫血清学的検査用製剤 2,414 －

生化学的検査用製剤 116 －

器具・食環用培地 566 －

その他 672 －

合計 3,905 107.0

　（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3)受注状況

生産計画による見込生産を行っているため、受注生産は行っておりません。
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(4)販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称 販売高（百万円） 前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤 2,212 97.3

一般検査用製剤 1,129 113.5

免疫血清学的検査用製剤 6,963 106.4

生化学的検査用製剤 510 89.3

器具・食環用培地 1,420 97.9

その他 842 96.1

合計 13,079 102.9

　（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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