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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 14,124 12.9 4,531 47.7 4,825 47.0 2,940 45.9

18年９月中間期 12,515 7.6 3,068 △15.1 3,283 △15.9 2,016 △16.0

19年３月期 24,353 － 5,571 － 6,147 － 3,534 －

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 50 96 － －

18年９月中間期 34 75 － －

19年３月期 60 93 － －

（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 61,664 54,160 87.8 941 76

18年９月中間期 58,240 51,482 88.4 887 45

19年３月期 59,243 52,832 89.2 910 73

（参考）自己資本 19年９月中間期 54,160百万円 18年９月中間期 51,482百万円 19年３月期 52,832百万円

(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 3,066 △1,142 △720 7,935

18年９月中間期 △178 △131 △868 6,267

19年３月期 2,286 △1,440 △1,592 6,730

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 12 50 12 50 25 00

20年３月期 12 50 －

20年３月期（予想） － 12 50 25 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 27,200 11.7 6,300 13.1 6,800 10.6 4,100 16.0 71 29
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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

除外 １社 （社名　アソシエーツ　オブ　ケープ　コッド　ゲーエムベーハー）

（注）詳細は、５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　　　　　　　　有

（注）詳細は、15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 58,584,093株 18年９月中間期 58,584,093株 19年３月期 58,584,093株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 1,074,521株 18年９月中間期 572,466株 19年３月期 573,003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、29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 12,745 12.7 4,714 52.1 5,037 50.4 3,233 49.8

18年９月中間期 11,313 6.7 3,100 △16.1 3,350 △17.1 2,158 101.0

19年３月期 21,920 － 5,741 － 6,382 － 4,025 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 56 04

18年９月中間期 37 21

19年３月期 69 38

(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 62,140 55,091 88.7 957 95

18年９月中間期 58,667 52,093 88.8 897 99

19年３月期 59,635 53,640 89.9 924 66

（参考）自己資本 19年９月中間期 55,091百万円 18年９月中間期 52,093百万円 19年３月期 53,640百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、

今後様々な要因により、予想と異なる結果となる可能性があります。
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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の経営成績】

　当中間連結会計期間（以下、「当中間期」）の国内医薬品の事業環境は、医療財政の逼迫を背景とした医療費抑制

策が浸透するなかで、厳しい状況が続きました。海外においても、欧米などの先進国を中心に薬剤費削減に向けた制

度改正などにより医薬品市場の成長に減速感が見られ、競合はさらに激化しています。

　このような状況のもと、当中間期の売上高は、国内外での医薬品の売上拡大や一過性要因によるロイヤルティーの

増加などにより、141億2千4百万円（前年同期比12.9％増）となりました。売上拡大に伴う売上総利益が増加したこと

に加え、前年同期にライセンス契約一時金の支出により増加した研究開発費が当中間期に減少したことなどにより、

営業利益は45億3千1百万円（同47.7％増）となりました。経常利益は、受取配当金の増加等により48億2千5百万円（同

47.0％増）となり、中間純利益は、29億4千万円（同45.9％増）となりました。 　

①事業区分別の売上概況

　　＜医薬品＞

　　　関節機能改善剤アルツについては、販売提携先の科研製薬㈱とともに、ヒアルロン酸製剤による治療法の啓発活動

    に注力し、より多くの医師や患者の皆さまの認知度が向上した結果、前年同期を上回る売上となりました。輸出売上

　　は、主要市場である米国向けの出荷が当中間期に集中したこと、今後の成長期待市場である中国向けの拡大も寄与し

　　たことから、増収となりました。

　　　眼科手術補助剤オペガンは、販売提携先の参天製薬㈱と連携し、医療機関のニーズを捉えたきめの細かい学術情報

　　提供活動を行ったことにより、市場浸透がさらに進み、売上を伸ばすとともに市場シェアも拡大しました。

　　　平成19年8月に販売を開始したヒアルロン酸を主成分とする内視鏡用粘膜下注入材ムコアップにつきましては、新

　　たな市場創出に向けた営業活動を推進しており、医療機関での使用が順調に広がっています。

　　　これらの結果、医薬品の売上高は103億6千5百万円（同12.5％増）となりました。

　　＜医薬品原体＞

　　　コンドロイチン硫酸の需要減少やヒアルロン酸の出荷の時期ずれの影響を受けましたが、肝臓水解物の事業譲渡先

　　への製品引渡しによる一過性要因の増収がありました。

　　　この結果、医薬品原体の売上高は9億2千3百万円（同1.0％増）となりました。

　　＜試薬・診断薬＞

　　　品質管理及び人工透析向けのエンドトキシン測定試薬が売上を伸ばし、さらに糖質研究用試薬、食品アレルギー物

　　質測定試薬も堅調に推移しました。

　　　この結果、試薬・診断薬の売上高は23億3千9百万円（同8.7％増）となりました。　

②所在地別の業績

前述した売上概況のもと、日本では売上高127億4千5百万円（同12.7％増）、営業利益47億1千4百万円（同52.1％

増）、北米では売上高10億9千3百万円（同13.6％増）、営業損失3億6千9百万円（同営業損失1億5千4百万円）、そ

の他の地域では売上高6億2千6百万円（同26.8％増）、営業利益1億5千5百万円（同40.0％増）となりました。

③販売費及び一般管理費

当中間期の販売費及び一般管理費は、50億6千5百万円(同8.3％減）となりました。この主な要因は、前年同期に

ライセンス契約一時金の支出により増加した研究開発費が当中間期に減少したことによるものです。なお、当中間

期における研究開発費は、20億8千2百万円（同10.9％減）となり、売上高に占める割合は14.7％となりました。

④営業外損益

当中間期の営業外収益は、3億3千4百万円（同28.7％増）となりました。これは主に前年同期と比較して受取配当

金が5千2百万円増加したことによるものです。 

営業外費用は4千万円（同11.3％減）となりました。

⑤特別損益

当中間期の特別損益は、発生しておりません。

　【当連結会計年度の業績見通し】

　　　売上高につきましては、国内におけるアルツ、オペガンの増収や新製品ムコアップの発売効果に加え、米国及び中

　　国向けアルツの輸出増加を予想します。また、当中間期に発生したロイヤルティーの増加も寄与します。

　　　費用面につきましては、米国における架橋ヒアルロン酸ゲル（Gel-200）の第Ⅲ相試験が終了する見通しであるこ

　　とから、これに伴う費用の一括計上により、研究開発費が大幅に増加する見込みです。

　　　以上により、売上高272億円（前年度比11.7％増）、営業利益63億円（同13.1％増）、経常利益68億円（同10.6％

　　増）、当期純利益41億円（同16.0％増）を予想します。　
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(2）財政状態に関する分析

①当中間連結会計期間の概況

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前年同期に比べ16億6千8百万

円増加し、79億3千5百万円（前年同期比26.6％増）となりました。

当中間期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）

営業活動の結果得られた資金は30億6千6百万円（前年同期は1億7千8百万円の支出）となりました。これは主に税

金等調整前中間純利益が48億2千5百万円となり、法人税等の支払い（9億6千7百万円）及び売上債権の増加（7億3千

万円）等の結果であります。

（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11億4千2百万円（同767.1％増）となりました。これは主に有形固定資産の取得に

よる支出（15億4千6百万円）等の結果であります。

（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7億2千万円（同17.0％減）となりました。これは主に配当金の支払実施による支

出（7億2千5百万円）等の結果であります。

②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（％） 90.4 90.1 88.4 89.2 87.8

時価ベースの自己資本比率

（％）
70.5 171.1 130.2 123.4 123.7

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
－ － － － 11.4

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
3,646.9 － － 3,032.7 637.2

　（注）　自己資本比率　　　　　　　　　　　：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率　　　　　：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ　：キャッシュ・フロー／利払い

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※株式時価総額は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。

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。中間期での計算は、営業キャッシュ・

フローを年額に換算するため２倍しております。

※有利子負債は（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。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

①剰余金の配当

　　　当社は、株主価値の向上を重要な経営課題の一つとして位置づけています。株主の皆さまへの利益還元につきま

　　しては、配当性向を重視した業績連動型の配当政策を導入し、1株当たり年間20円をベースとして、配当性向30％

　（連結ベース）を維持しつつさらなる向上を目指していきます。

　　　この方針に基づき、平成20年3月期の配当金は、1株当たり年間25円（中間配当金12円50銭）を予定しており、業績

　　予想ベースの配当性向は、35.1％となる見込みです。

②内部留保

　　　中長期的な視野に基づいた研究開発、生産性向上を目的とした設備投資等に内部留保を充てていきます。なお、中

　　期的に予想される関節機能改善剤の生産量増加に対応するため、現在、高萩工場において平成21年1月生産開始を目

　　指して新製剤棟の建設を進めています。

③自己株式の取得　

　　　経済情勢の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定による定款の定

　　めに基づき、平成19年5月11日開催の取締役会で自己株式の取得を決議し、同年5月15日から7月24日の間に取得株式

　　50万株、取得価額6億8千9百万円の買付けを実施しました。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社、子会社５社より構成され、医薬品及びその関連品の製造、仕入並びに販売という単一セグ

メントに属する事業を行っております。当社グループにおける事業内容及び当該事業における位置付けは、次のとお

りであります。なお、生化学バイオビジネス㈱は10月１日より営業を開始しております。

（医薬品）　　 　　　　　   当社が製造・販売を行っております。

（医薬品原体）　　　　　　  当社が製造を行っております。生化学バイオビジネス㈱は当社の製品を販売しており

ます。また、医薬品原体の原料である鮫軟骨については、三陸加工㈱が加工し、当社

に供給しております。

（試薬・診断薬）　　　　　　当社、生化学バイオビジネス㈱及びアソシエーツ　オブ　ケープ　コッド　インクが

仕入・製造及び販売を行っております。アソシエーツ　オブ　ケープ　コッド　イン

ターナショナル　インク及びパイロクァント　ディアグノスティークは当社、生化学

バイオビジネス㈱及びアソシエーツ　オブ　ケープ　コッド　インクの製品をヨーロッ

パ等へ販売しております。なお、アソシエーツ　オブ　ケープ　コッド　ゲーエムベー

ハーは清算結了しております。

（その他）　　　　　　　　　当社が製造を行っております。生化学バイオビジネス㈱は当社の製品を販売しており

ます。

　事業区分別の主要製品は次のとおりであります。

事業区分 主要製品

医薬品 ヒアルロン酸を主成分とする関節機能改善剤、眼科手術補助剤等

医薬品原体 各種医薬品用の原薬

試薬・診断薬 糖質研究用試薬、品質管理用試薬及び体外診断薬

その他 医薬部外品、化粧品、健康食品原料及び化粧品原料等

 

 

 
三 陸 加 工 ㈱ （加工・販売） ※１ 

加工済原料 

原体・試薬 

生化学バイオビジネス㈱ (仕入･製造及び販売) ※２ 

試 薬 

[医薬品] 

[医薬品原体] 

[試薬・診断薬] 

[その他] 

[事業区分] 
 

生化学工業㈱ 
（仕入・製造及び販売） 

アソシエーツ オブ ケープ 
コッド インターナショナル 
インク 

（販   売） 
※２ 

パイロクァント 
ディアグノスティーク 

（販   売） ※２ 

アソシエーツ オブ ケープ 
コッド インク 

(仕入･製造及び販売) ※２ 

試 薬 

　（注）※１は非連結子会社、※２は連結子会社であります。

生化学工業株式会社（4548）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 5 －



３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「独創、公正、夢と情熱」を経営綱領として掲げ、従来から取り組んでいる糖質科学を中心とした独創的

な医薬品等の開発・供給を通して、世界の人々の健康で豊かな生活（クオリティー・オブ・ライフ）の向上に貢献す

る事業活動を展開していきます。また、製薬企業としての社会的使命及び責任を深く自覚し、高い倫理観のもと法令

遵守を徹底するとともに、株主をはじめとするステークホルダーの皆さまとの信頼関係の強化に努め、企業価値の向

上に重点をおいた経営を推進していく方針です。

(2）目標とする経営指標

　独創的な新薬を開発し成長を継続していくために、研究開発費が売上高比率で20％程度となるように配分する方針

です。

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題

　当社グループを取り巻く事業環境は、国境を越えて広がる医療費抑制策、企業の大型再編や新薬開発競争の激化と

それに伴う研究開発コストの増大などによりめまぐるしく変化しています。また、経済、環境、社会を要素とした企

業が果たすべき社会的責任への要請も高まりつつあります。

　当社グループでは、これらの環境変化にタイムリーかつ的確に対応することで着実な事業発展を図り、成長ドライ

ブをかけるために次の3項目を経営の重点課題として、その実現に鋭意取り組んでいきます。

 　　Ⅰ．“Speed(スピード)”コアビジネスである医薬品事業の強化

①ヒアルロン酸製剤の売上維持と拡大

　　　　・国内市場での成長性の確保

　　　　　　販売提携先と連携し、学術情報提供活動を主体とした販売支援や医療機関のニーズに対応した製品改良によ

　　　　　り、競争力をさらに高めるとともに、ヒアルロン酸製剤による治療法の認知度向上に努め、高齢者人口増加を

　　　　　背景とした市場拡大に見合う販売数量の増加に注力していきます。

　　　　・米国市場でのシェアアップと新規市場の開拓

　　　　　　海外最大の関節機能改善剤市場である米国においてさらなる拡販を目指し、製品ラインナップの拡充や適応

　　　　　拡大等により、当社製品の競争力強化を図ります。また、成長を続けている中国での市場浸透に努めるととも

　　　　　に、中長期的にポテンシャルの高い新規市場開拓も進めていきます。

　　　　・製品増産体制の構築

　　　　　　国内外における販売数量の増加に対応するために、新たな製剤棟を建設し、生産能力向上と災害リスクへの

　　　　　対応を図り、製品の安定的な供給体制を確立します。

②スピードを意識した研究開発活動

　　　マネジメントレベルの人材補強・研究開発本部制導入により組織体制を整備し、新薬開発の総合力を高めると

　　ともに、自社開発、ライセンス活動、内外企業・大学等との協力をバランスよく推進し、新製品の早期かつ継続

　　的な上市を目指します。

　　　なお、現在、臨床試験段階では、3テーマが進捗しています。架橋ヒアルロン酸ゲルを主成分とする新規の変

　　形性膝関節症治療剤（Gel-200）及びスパルツの変形性肩関節症の適応症追加（SI-602）については、米国に

　　おいてそれぞれ第Ⅲ相試験の段階にあります。この両テーマの開発により、米国での当社製品のラインアップの

　　拡大及び競争力の強化を図っていく計画です。また、腰椎椎間板ヘルニア治療剤（SI-6603）については、日本

　　及び米国において次ステップ試験の早期開始に努めています。

　　　前臨床段階では、導入テーマの炎症性疾患治療剤（SI-3106）、関節リウマチ治療剤（SI-615）の国内におけ

　　る臨床試験開始に向けた準備を進めています。

　　　また、平成18年10月に厚生労働省による製造承認を取得した内視鏡用粘膜下注入材ムコアップ（SI-4404）に

　　ついては、平成19年8月にジョンソン エンド ジョンソン㈱メディカルカンパニーを販売提携先として発売しま

　　した。　

　　　Ⅱ．“Specialty(スペシャリティ)”医薬品外事業の収益性の確保

　　　　医薬品原体や試薬・診断薬などの機能化学品関連事業については、収益構造の改善を進めるとともに製品競争力

　　　を向上させ、事業基盤の強化に努めます。その一環として、平成19年10月1日付けで生化学バイオビジネス㈱（平

　　　成19年5月設立の子会社）に同事業を承継する会社分割を行いました。今後、同事業を独立運営することにより、

　　　経営の機動力を高め、意思決定の迅速化による効率的な事業展開を図っていきます。
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      Ⅲ．“Sustainability(サスティナビリティ)”企業の社会的責任の遂行

　　　　株主をはじめとするステークホルダーの皆さまからの信頼を引き続き確保していくために、コンプライアンスの

　　　徹底と内部統制システムのさらなる整備を進め、コーポレート・ガバナンスの向上に努めます。また、会社情報を

　　　的確、公平、積極的に開示するための体制を充実させ、経営の透明性の向上を図っていきます。
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,270 6,940 5,734

２．受取手形及び売掛金 ※２ 8,737 8,689 7,945

３．有価証券 4,853 4,817 4,685

４．棚卸資産 3,909 4,006 4,074

５．その他 1,475 1,883 1,366

貸倒引当金 △4 △8 △3

流動資産合計 24,242 41.6 26,328 42.7 23,803 40.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物及び構築物 4,947 5,058 5,202

（2）その他 3,863 8,810 6,457 11,516 5,132 10,335

２．無形固定資産 581 513 556

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 22,889 21,558 22,831

（2）その他 ※３ 2,127 2,139 2,128

貸倒引当金 △411 24,606 △391 23,306 △411 24,548

固定資産合計 33,998 58.4 35,336 57.3 35,440 59.8

資産合計 58,240 100.0 61,664 100.0 59,243 100.0
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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）

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
（％）

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 ※２ 789 938 848

２．未払法人税等 1,358 1,841 1,092

３．賞与引当金 553 557 537

４．役員賞与引当金 23 － 47

５．その他 2,309 1,966 2,046

流動負債合計 5,034 8.6 5,304 8.6 4,571 7.7

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 700 －

２．退職給付引当金 842 395 616

３．その他 880 1,104 1,223

固定負債合計 1,723 3.0 2,199 3.6 1,839 3.1

負債合計 6,758 11.6 7,504 12.2 6,411 10.8

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 3,840 6.6 3,840 6.2 3,840 6.5

２．資本剰余金 5,301 9.1 5,301 8.6 5,301 9.0

３．利益剰余金 40,918 70.3 43,927 71.3 41,711 70.4

４．自己株式 △634 △1.1 △1,327 △2.2 △635 △1.1

株主資本合計 49,425 84.9 51,742 83.9 50,218 84.8

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

2,151 3.7 2,191 3.5 2,558 4.3

２．為替換算調整勘定 △95 △0.2 226 0.4 56 0.1

評価・換算差額等合
計

2,056 3.5 2,418 3.9 2,614 4.4

純資産合計 51,482 88.4 54,160 87.8 52,832 89.2

負債純資産合計 58,240 100.0 61,664 100.0 59,243 100.0

生化学工業株式会社（4548）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 12,515 100.0 14,124 100.0 24,353 100.0

Ⅱ　売上原価 3,922 31.3 4,527 32.1 7,799 32.0

売上総利益 8,593 68.7 9,596 67.9 16,554 68.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 5,524 44.2 5,065 35.8 10,982 45.1

営業利益 3,068 24.5 4,531 32.1 5,571 22.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 109 130 230

２．受取配当金 70 122 182

３. 投資有価証券売却益 28 － －

４．為替差益 38 39 130

５．その他 12 259 2.1 41 334 2.4 43 586 2.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 － 4 －

２．投資有価証券評価損 － 26 －

３．投資事業組合損失 10 － 8

４. 固定資産除却損 33 5 －

５．その他 1 45 0.4 4 40 0.3 1 10 0.1

経常利益 3,283 26.2 4,825 34.2 6,147 25.2

Ⅵ　特別損失

１．固定資産除却損 － － － － － － 68 68 0.2

税金等調整前中間
（当期）純利益

3,283 26.2 4,825 34.2 6,079 25.0

法人税、住民税及
び事業税

1,388 1,792 2,485

法人税等調整額 △121 1,267 10.1 91 1,884 13.4 59 2,544 10.5

中間（当期）純利
益

2,016 16.1 2,940 20.8 3,534 14.5
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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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 39,837 △634 48,345 2,364 △17 2,347 50,693

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）   △870  △870    △870

役員賞与（注）   △65  △65    △65

中間純利益   2,016  2,016    2,016

自己株式の取得    △1 △1    △1

自己株式の処分  0  0 1    1

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）
     △212 △77 △290 △290

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 0 1,080 △0 1,079 △212 △77 △290 789

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,840 5,301 40,918 △634 49,425 2,151 △95 2,056 51,482

 （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。

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

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）
3,840 5,301 41,711 △635 50,218 2,558 56 2,614 52,832

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △725  △725    △725

中間純利益   2,940  2,940    2,940

自己株式の取得    △691 △691    △691

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）
     △366 170 △196 △196

中間連結会計期間中の変動額合計

（百万円）
－ 0 2,215 △691 1,523 △366 170 △196 1,327

平成19年９月30日　残高

（百万円）
3,840 5,301 43,927 △1,327 51,742 2,191 226 2,418 54,160
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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

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 39,837 △634 48,345 2,364 △17 2,347 50,693

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △870  △870    △870

剰余金の配当   △725  △725    △725

役員賞与（注）   △65  △65    △65

当期純利益   3,534  3,534    3,534

自己株式の取得    △2 △2    △2

自己株式の処分  0  1 1    1

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     193 73 266 266

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ 0 1,873 △1 1,872 193 73 266 2,139

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 41,711 △635 50,218 2,558 56 2,614 52,832

 （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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(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

3,283 4,825 6,079

減価償却費 572 577 1,211

退職給付引当金の増減
額

△210 △220 △437

役員退職慰労引当金の
増減額

△231 － △231

受取利息及び受取配当
金

△179 △253 △412

為替差損益 △26 △38 △111

投資有価証券売却損益 △28 △1 △15

売上債権の増減額 △2,403 △730 △1,599

棚卸資産の増減額 153 91 15

仕入債務の増減額 94 83 149

役員賞与の支払額 △65 － △65

その他 449 △557 498

小計 1,406 3,776 5,080

利息及び配当金の受取
額

178 262 418

利息の支払額 － △4 －

法人税等の支払額 △1,763 △967 △3,212

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△178 3,066 2,286
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有価証券の取得によ
る支出

△700 △499 △1,000

有価証券の売却によ
る収入

3,100 － －

有価証券の償還によ
る収入

－ 2,348 4,954

有形固定資産の取得
による支出

△303 △1,546 △2,435

無形固定資産の取得
による支出

△115 △168 △226

投資有価証券の取得
による支出

△2,144 △2,483 △3,526

投資有価証券の売却
による収入

29 1,221 816

その他 1 △15 △21

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△131 △1,142 △1,440

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の取得によ
る支出

－ △695 －

長期借入れによる収
入

－ 700 －

配当金の支払額 △868 △725 △1,591

その他 △0 0 △1

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△868 △720 △1,592

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

50 3 81

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

△1,128 1,205 △665

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

7,395 6,730 7,395

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

6,267 7,935 6,730
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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

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 　子会社のうちアソシエーツ　オブ

　ケープ　コッド　インク、アソシ

エーツ　オブ　ケープ　コッド　イ

ンターナショナル　インク、パイロ

クァント　ディアグノスティーク、

アソシエーツ　オブ　ケープ　コッ

ド　ゲーエムベーハー及びアソシ

エーツ　オブ　ケープ　コッド　エ

スエーアールエルの５社を連結の対

象としております。

　また、子会社のうち、三陸加工㈱

は連結上の総資産、売上高、中間純

利益及び利益剰余金に及ぼす影響が

軽微であり、中間連結財務諸表に重

要な影響を与えないため、連結の範

囲に含めておりません。

　子会社のうちアソシエーツ　オブ

　ケープ　コッド　インク、アソシ

エーツ　オブ　ケープ　コッド　イ

ンターナショナル　インク及びパイ

ロクァント　ディアグノスティーク

の３社を連結の対象としております。

　前連結会計年度まで連結子会社で

あったアソシエーツ　オブ　ケープ

　コッド　ゲーエムベーハーは、当

中間連結会計期間中に清算しており

ます。

　また、子会社のうち、三陸加工㈱

及び生化学バイオビジネス㈱は連結

上の総資産、売上高、中間純利益及

び利益剰余金に及ぼす影響が軽微で

あり、中間連結財務諸表に重要な影

響を与えないため、連結の範囲に含

めておりません。

　子会社のうちアソシエーツ　オブ

　ケープ　コッド　インク、アソシ

エーツ　オブ　ケープ　コッド　イ

ンターナショナル　インク、パイロ

クァント　ディアグノスティーク及

びアソシエーツ　オブ　ケープ　

コッド　ゲーエムベーハーの４社を

連結の対象としております。

　前連結会計年度まで連結子会社で

あったアソシエーツ　オブ　ケープ

　コッド　エスエーアールエルは、

当連結会計年度中に清算しておりま

す。

　なお、子会社のうち、三陸加工㈱

は連結上の総資産、売上高、当期純

利益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、連結財務諸表に重要

な影響を与えないため、連結の範囲

に含めておりません。

２．持分法の適用に関する事

項

　非連結子会社三陸加工㈱について

は、連結上の中間純利益及び利益剰

余金に及ぼす影響が軽微であり、中

間連結財務諸表に重要な影響を与え

ないため、持分法を適用しておりま

せん。

　非連結子会社三陸加工㈱及び生化

学バイオビジネス㈱については、連

結上の中間純利益及び利益剰余金に

及ぼす影響が軽微であり、中間連結

財務諸表に重要な影響を与えないた

め、持分法を適用しておりません。

　非連結子会社三陸加工㈱について

は、連結上の当期純利益及び利益剰

余金に及ぼす影響が軽微であり、連

結財務諸表に重要な影響を与えない

ため、持分法を適用しておりません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社の中間決算日は６月30

日であり、中間連結財務諸表の作成

に当たっては、同日現在の中間財務

諸表を使用し、中間連結決算日との

間に生じ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。

同左 　連結子会社の決算日は12月31日で

あり、連結財務諸表の作成に当たっ

ては、同日現在の財務諸表を使用し、

連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を

行っております。
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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．会計処理基準に関する事

項

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

イ　有価証券

（イ）満期保有目的の債券

同左

イ　有価証券

(イ）満期保有目的の債券

同左

(ロ）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、売却原価は主に

移動平均法により算定）

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(ロ）その他有価証券

時価のあるもの

決算期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処

理し、売却原価は主として

移動平均法により算定）

時価のないもの

主に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

ロ　棚卸資産

(イ）商品、貯蔵品

主に移動平均法による原価

法

ロ　棚卸資産

(イ）商品

主に移動平均法による原価

法

ロ　棚卸資産

(イ）商品、貯蔵品

主に移動平均法による原価

法

(ロ）製品、半製品、原材料、仕

掛品

主に総平均法による原価法

(ロ）製品、半製品、原材料、仕

掛品、貯蔵品

主に総平均法による原価法

（会計方針の変更）

  当社の貯蔵品の評価方法

は、従来、移動平均法によ

る原価法を採用しておりま

したが、当中間連結会計期

間より総平均法による原価

法に変更いたしました。こ

の変更は、事務処理の合理

化を図るとともに、原価管

理の充実を目的として全社

的な情報システムである基

幹業務パッケージを導入し

たことに伴い、原価計算シ

ステムにおける棚卸資産の

評価方法を統一したことに

よるものであります。

　なお、この変更が中間連

結財務諸表に与える影響は

軽微であります。

(ロ）製品、半製品、原材料、仕

掛品

主に総平均法による原価法
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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）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

　当社は、定率法により償却して

おります。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（建物付

属設備を除く）については、定額

法により償却しております。

　在外連結子会社は、主に定額法

により償却しております。

　なお、主な耐用年数は建物15～

39年、機械装置及び運搬具３年～

15年であります。

イ　有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。

　なお、この変更が中間連結財務

諸表に与える影響は軽微でありま

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。

　なお、この変更が中間連結財務

諸表に与える影響は軽微でありま

す。

イ　有形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

　定額法により償却しております。

　なお、在外連結子会社の特許権

及びのれんについては効果の及ぶ

期間（特許権は17年、のれんは15

年）に基づく定額法により償却し

ております。自社利用のソフト

ウェアは社内における利用可能期

間（３～５年）に基づく定額法に

より償却しております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左

ハ　長期前払費用

　定額法により償却しております。

────── ──────
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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）

（3）重要な引当金の計上基

準

イ　貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失

に備えるため、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

回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　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、支給見込額に

基づき計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ロ　賞与引当金

同左

ハ　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（10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（10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しておりま

す。

　在外連結子会社においては、主

に確定拠出型年金制度（401(K)制

度）を採用しているため、引当金

を計上しておりません。

ハ　退職給付引当金

同左

ハ　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（10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（10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しておりま

す。

　在外連結子会社においては、主

に確定拠出型年金制度（401(K)制

度）を採用しているため、引当金

を計上しておりません。
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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）

ニ　役員退職慰労引当金

役員退職慰労金については、

従来、内規に基づき中間期末要支

給額の100％を役員退職慰労引当

金として計上しておりましたが、

平成18年６月23日開催の株主総会

において役員退職慰労金制度を廃

止し、同日開催の取締役会におい

て当該廃止日までの在任期間に対

応する役員退職慰労金を各役員の

退任時に支給することを決議して

おります。それに伴い、役員退職

慰労金制度廃止までの期間に対応

する未払役員退職慰労金相当額

137百万円を固定負債「その他」

に含めて表示しております。

　なお、前連結会計年度末から役

員退職慰労金制度廃止までの期間

に対応する役員退職慰労金相当額

９百万円は役員退職慰労引当金繰

入額として処理しております。

────── ニ　役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金については、従

来、内規に基づき期末要支給額の

100％を役員退職慰労引当金とし

て計上しておりましたが、平成18

年６月23日開催の株主総会におい

て役員退職慰労金制度を廃止し、

同日開催の取締役会において当該

廃止日までの在任期間に対応する

役員退職慰労金を各役員の退任時

に支給することを決議しておりま

す。それに伴い、役員退職慰労金

制度廃止までの期間に対応する未

払役員退職慰労金相当額137百万

円を固定負債「その他」に含めて

表示しております。

　なお、前連結会計年度末から役

員退職慰労金制度廃止までの期間

に対応する役員退職慰労金相当額

９百万円は販売費及び一般管理費

（役員退職慰労引当金繰入額）と

して処理しております。

ホ　役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額の当中間連結会計期間負担額を

計上しております。

（会計方針の変更）

当中間連結会計期間より、

「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、経常利益及

び税金等調整前中間純利益は、そ

れぞれ23百万円減少しております。

────── ホ　役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度における支給見込

額に基づき計上しております。

（会計方針の変更）

当連結会計年度より、「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

及び税金等調整前当期純利益は、

それぞれ47百万円減少しておりま

す。

（4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

　なお、在外連結子会社の資産及び

負債は、中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における「為

替換算調整勘定」に含めて計上して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

　なお、在外連結子会社の資産及び

負債は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部における「為替

換算調整勘定」に含めて計上してお

ります。
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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）

（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。

同左 同左

（6）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理方法

　消費税等の会計処理方法は税抜

方式によっております。

イ　消費税等の会計処理方法

同左

イ　消費税等の会計処理方法

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

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か

らなっております。

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。これま

での資本の部の合計に相当する金額は51,482百

万円であります。

  なお、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、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、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。これまでの

資本の部の合計に相当する金額は52,832百万円

であります。

  なお、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、連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。
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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） （中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「連結調整勘定」（当中間連結会計期間においては「のれ

ん」77百万円）は、重要性がないため、当中間連結会計期

間より無形固定資産の「その他」に含めております。

──────

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書）

前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に

含めておりました「投資有価証券売却益」（前中間連結会

計期間０百万円）は、営業外収益の総額の100分の10を超

えたため、当中間連結会計期間より区分掲記しております。

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「投資有価証券売却益」（当中間連結会計期間１百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったため、当

中間連結会計期間より営業外収益の「その他」に含めてお

ります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

前中間連結会計期間において区分掲記しておりました

「自己株式の取得による支出」（当中間連結会計期間１百

万円）は、重要性がないため、当中間連結会計期間より

「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含

めております。

前中間連結会計期間において「財務活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他」に含めておりました「自己株

式の取得による支出」（前中間連結会計期間１百万円）は、

重要性が増したため、当中間連結会計期間より区分掲記し

ております。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

────── 有価証券の償還による収入は、前中間連結会計期間にお

いては「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「有価証

券の売却による収入」として表示しておりましたが、当中

間連結会計期間より「有価証券の償還による収入」として

表示しております。
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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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

               12,322 百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

                    13,281百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

                    12,831百万円

※２

　中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の満

期手形が、中間連結会計期間末日の残

高に含まれております。

 

受取手形　　　　　　　　41百万円

支払手形　　　　　　　　78百万円

※２

　中間連結会計期間末日満期手形の会

計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理しております。

　なお、当中間連結会計期間の末日は

金融機関の休日であったため、次の満

期手形が、中間連結会計期間末日の残

高に含まれております。

 

受取手形　　　　　　　　48百万円

支払手形　　　　　　　　75百万円

※２

　期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理して

おります。

　なお、当連結会計年度の末日は金融

機関の休日であったため、次の満期手

形が、当連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形　　　　　　　　56百万円

支払手形　　　　　　　　44百万円

※３ 長期性預金

当社は、効率的な資金運用を行うた

めに長期の定期預金の預入を行ってお

ります。当該預金の金額及び最終満期

日は次の通りです。

最終満期日 金額

平成21年９月30日  500百万円

平成26年９月30日 1,000

計    1,500百万円

なお、当社は上記長期性預金を満期

保有する方針でありますが、当社の都

合により中途解約を行う場合、中途解

約に伴う清算金の支払により元本欠損

する可能性があります。

※３ 長期性預金

同左

※３ 長期性預金

同左

（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

なもの

※１　販売費及び一般管理費のうち主

なもの

※１　販売費及び一般管理費のうち主

なもの

販売手数料    885百万円

人件費   817百万円

賞与引当金繰
入額

186百万円

役員賞与引当
金繰入額 

23百万円

退職給付費用      24百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

       9百万円

研究開発費  2,337百万円

販売手数料      784百万円

人件費      839百万円

賞与引当金繰
入額

   185百万円

退職給付費用       5百万円

研究開発費    2,082百万円

販売手数料  1,738百万円

人件費    1,837百万円

賞与引当金繰
入額

    189百万円

役員賞与引当
金繰入額 

 47百万円

退職給付費用     25百万円

役員退職慰労
引当金繰入額

  9百万円

研究開発費 4,536百万円
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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 58,584,093 － － 58,584,093

合計 58,584,093 － － 58,584,093

自己株式

普通株式 572,015 1,271 820 572,466

合計 572,015 1,271 820 572,466

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,271株は単元未満株式の買取請求によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少820株は単元未満株式の買増請求によるものであります。

２．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６月23日

定時株主総会
普通株式 870 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月23日

（２）基準日が当中間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11月10日

取締役会
普通株式 725 利益剰余金 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月８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 58,584,093 － － 58,584,093

合計 58,584,093 － － 58,584,093

自己株式

普通株式 573,003 501,724 206 1,074,521

合計 573,003 501,724 206 1,074,521

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加501,724株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得

500,000株、単元未満株式の買取請求によるもの1,724株であります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少206株は単元未満株式の売渡請求によるものであります。

２．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６月22日

定時株主総会
普通株式 725 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月25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11月９日

取締役会
普通株式 718 利益剰余金 12.50 平成19年９月30日 平成19年12月５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 58,584,093 - - 58,584,093

合計 58,584,093 - - 58,584,093

自己株式

普通株式 572,015 1,989 1,001 573,003

合計 572,015 1,989 1,001 573,003

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,989株は単元未満株式の買取請求によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,001株は単元未満株式の売渡請求によるものであります。

２．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６月23日

定時株主総会
普通株式 870 15.00 平成18年３月31日 平成18年６月26日

平成18年11月10日

取締役会
普通株式 725 12.50 平成18年９月30日 平成18年12月８日

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（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６月22日

定時株主総会
普通株式 725 利益剰余金 12.50 平成19年３月31日 平成19年６月25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）

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

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

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

現金及び預金     5,270百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△3

有価証券に含ま
れる取得日から
３ヶ月以内に償
還期限が到来す
る公社債投信等

999

現金及び現金同
等物

     6,267百万円

現金及び預金     6,940百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△3

有価証券に含ま
れる取得日から
３ヶ月以内に償
還期限が到来す
る公社債投信等

998

現金及び現金同
等物

     7,935百万円

現金及び預金 5,734百万円

預入期間が３ヶ
月を超える定期
預金

△3

有価証券に含ま
れる取得日から
３ヶ月以内に償
還期限が到来す
る公社債投信等

998

現金及び現金同
等物

6,730百万円

生化学工業株式会社（4548）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 25 －



（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当社グループは、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のいずれにおいても医薬品及び

その関連品の製造、仕入並びに販売という単一セグメントに属する事業を行っているため、記載を省略しておりま

す。

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）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他の地域
（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 11,278 763 474 12,515 － 12,515

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 35 199 19 254 (254) －

計 11,313 962 493 12,770 (254) 12,515

営業費用 8,213 1,116 382 9,712 (266) 9,446

営業利益又は営業損失（△） 3,100 △154 111 3,057 11 3,068

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国の内訳は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：ドイツ、英国

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）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他の地域
（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 12,702 816 604 14,124 － 14,124

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 43 276 21 341 (341) －

計 12,745 1,093 626 14,465 (341) 14,124

営業費用 8,030 1,463 470 9,964 (371) 9,592

営業利益又は営業損失（△） 4,714 △369 155 4,500 30 4,531

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：ドイツ、英国
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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）

日本
（百万円）

北米
（百万円）

その他の地域
（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 21,840 1,552 961 24,353 － 24,353

(2) セグメント間の内部売上高又は振替高 80 467 33 581 (581) －

計 21,920 2,019 994 24,934 (581) 24,353

営業費用 16,178 2,423 757 19,360 (578) 18,781

営業利益又は営業損失（△） 5,741 △404 236 5,574 (2) 5,571

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：ドイツ、英国

３．会計処理の方法の変更

役員賞与引当金の計上方法の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より、「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。

この変更に伴い、従来の方法に比較して、日本について、当連結会計年度の営業費用は47百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。
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ｃ．海外売上高

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）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,539 845 3,384

Ⅱ　連結売上高（百万円） 12,515

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 20.3 6.7 27.0

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：中国、イタリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 3,022 1,157 4,179

Ⅱ　連結売上高（百万円） 14,124

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 21.4 8.2 29.6

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：中国、台湾、スウェーデン

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

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）

北米 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 4,576 1,823 6,400

Ⅱ　連結売上高（百万円） 24,353

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.8 7.5 26.3

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。

北米　　　　：米国

その他の地域：中国、台湾、イタリア

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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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 １株当たり純資産額 １株当たり純資産額

       887円45銭           941円76銭 910円73銭

１株当たり中間純利益 １株当たり中間純利益 １株当たり当期純利益

    34円75銭       50円96銭 60円93銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

（注）１

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

（注）１

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

（注）１

－ － －

　（注）１．「潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益」につきましては、潜在株式がないため記載しておりませ

ん。

２．１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、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

中間（当期）純利益（百万円） 2,016 2,940 3,534

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞与

金（百万円））
(－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利

益（百万円）
2,016 2,940 3,534

普通株式の期中平均株式数

（千株）
58,011 57,701 58,011
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３．１株当たり純資産の算定上の基礎は、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）

前連結会計年度末
（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 51,482 54,160 52,832

純資産の部の合計から控除する金

額（百万円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（百万円）
51,482 54,160 52,832

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数（千株）

58,011 57,509 58,011

（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）

────── ────── 当社は、平成19年５月11日開催の取

締役会において、次のように自己株式

を取得することを決議いたしました。

（１）目的

資本効率の向上を図るととも

に、機動的な資本政策の遂行を

可能とするため。

（２）取得する株式の種類

当社普通株式

（３）取得の方法

市場買付による

（４）取得する株式の総数

50万株（上限）

（発行済株式総数に対する割

合　0.85％）

（５）株式の取得価額の総額

７億円（上限）

（６）取得する期間

平成19年５月15日から

平成19年７月31日まで

  （開示の省略）

リース取引、有価証券、退職給付に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,172 6,756 5,577

２．受取手形 ※２ 428 434 428

３．売掛金 8,016 7,894 7,107

４．有価証券 4,853 4,817 4,685

５．棚卸資産 2,960 3,308 3,329

６．その他 1,538 1,855 1,336

貸倒引当金 △1 △0 △0

流動資産合計 22,968 39.2 25,067 40.3 22,464 37.7

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１

（1）建物 3,496 3,555 3,717

（2）その他 2,523 5,216 3,844

有形固定資産合計 6,019 8,771 7,562

２．無形固定資産 353 305 338

３．投資その他の資産

（1）投資有価証券 26,193 24,862 26,136

（2）長期貸付金 1,814 1,765 1,816

（3）その他 ※３ 1,727 1,759 1,728

貸倒引当金 △411 △391 △411

投資その他の資産
合計

29,324 27,995 29,269

固定資産合計 35,698 60.8 37,072 59.7 37,170 62.3

資産合計 58,667 100.0 62,140 100.0 59,635 100.0
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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）

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
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 ※２ 219 270 206

２．買掛金 457 497 525

３．未払法人税等 1,338 1,722 920

４．賞与引当金 553 557 537

５．役員賞与引当金 23 － 47

６．その他 2,260 1,806 1,924

流動負債合計 4,853 8.3 4,854 7.8 4,161 7.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 － 700 －

２．退職給付引当金 842 395 616

３．その他 877 1,098 1,217

固定負債合計 1,720 2.9 2,193 3.5 1,833 3.1

負債合計 6,573 11.2 7,048 11.3 5,994 10.1

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 3,840 6.6 3,840 6.2 3,840 6.4

２．資本剰余金

（１）資本準備金 5,301 5,301 5,301

（２）その他資本剰余
金

0 0 0

資本剰余金合計 5,301 9.0 5,301 8.5 5,301 8.9

３．利益剰余金

（１）利益準備金 705 705 705

（２）その他利益剰余
金

別途積立金 37,109 39,609 37,109

繰越利益剰余金 3,619 4,769 4,760

利益剰余金合計 41,434 70.6 45,084 72.6 42,575 71.4

４．自己株式 △634 △1.1 △1,327 △2.1 △635 △1.1

株主資本合計 49,941 85.1 52,899 85.2 51,082 85.6

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評
価差額金

2,151 3.7 2,191 3.5 2,558 4.3

評価・換算差額等合
計

2,151 3.7 2,191 3.5 2,558 4.3

純資産合計 52,093 88.8 55,091 88.7 53,640 89.9

負債純資産合計 58,667 100.0 62,140 100.0 59,635 100.0
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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）

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
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,313 100.0 12,745 100.0 21,920 100.0

Ⅱ　売上原価 3,255 28.8 3,636 28.5 6,359 29.0

売上総利益 8,058 71.2 9,108 71.5 15,560 71.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,958 43.8 4,393 34.5 9,819 44.8

営業利益 3,100 27.4 4,714 37.0 5,741 26.2

Ⅳ　営業外収益 ※１ 294 2.6 362 2.8 649 3.0

Ⅴ　営業外費用 ※２ 44 0.4 39 0.3 9 0.1

経常利益 3,350 29.6 5,037 39.5 6,382 29.1

Ⅵ　特別損失 ※３ － － － － 68 0.3

税引前中間（当
期）純利益

3,350 29.6 5,037 39.5 6,313 28.8

法人税、住民税及
び事業税

1,333 1,724 2,230

法人税等調整額 △141 1,191 10.5 79 1,803 14.1 58 2,288 10.4

中間（当期）純利
益

2,158 19.1 3,233 25.4 4,025 18.4
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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

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 － 5,301 705 35,309 4,196 40,211 △634 48,719

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）      1,800 △1,800 －  －

剰余金の配当（注）       △870 △870  △870

役員賞与（注）       △65 △65  △65

中間純利益       2,158 2,158  2,158

自己株式の取得         △1 △1

自己株式の処分   0 0     0 1

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 0 － 1,800 △577 1,222 △0 1,222

平成18年９月30日　残高

（百万円）
3,840 5,301 0 5,301 705 37,109 3,619 41,434 △634 49,941

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,364 2,364 51,084

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △870

役員賞与（注）   △65

中間純利益   2,158

自己株式の取得   △1

自己株式の処分   1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△212 △212 △212

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△212 △212 1,009

平成18年９月30日　残高

（百万円）
2,151 2,151 52,093

 （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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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

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 0 5,301 705 37,109 4,760 42,575 △635 51,082

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立      2,500 △2,500 －  －

剰余金の配当       △725 △725  △725

中間純利益       3,233 3,233  3,233

自己株式の取得         △691 △691

自己株式の処分   0 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 0 － 2,500 8 2,508 △691 1,817

平成19年９月30日　残高

（百万円）
3,840 5,301 0 5,301 705 39,609 4,769 45,084 △1,327 52,899

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年３月31日　残高

（百万円）
2,558 2,558 53,640

中間会計期間中の変動額

別途積立金の積立   －

剰余金の配当   △725

中間純利益   3,233

自己株式の取得   △691

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）
△366 △366 △366

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△366 △366 1,450

平成19年９月30日　残高

（百万円）
2,191 2,191 55,091

生化学工業株式会社（4548）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 35 －



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

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 － 5,301 705 35,309 4,196 40,211 △634 48,719

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）      1,800 △1,800 －  －

剰余金の配当（注）       △870 △870  △870

剰余金の配当       △725 △725  △725

役員賞与（注）       △65 △65  △65

当期純利益       4,025 4,025  4,025

自己株式の取得         △2 △2

自己株式の処分   0 0     1 1

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 0 － 1,800 563 2,363 △1 2,362

平成19年３月31日　残高

（百万円）
3,840 5,301 0 5,301 705 37,109 4,760 42,575 △635 51,082

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高

（百万円）
2,364 2,364 51,084

事業年度中の変動額

別途積立金の積立（注）   －

剰余金の配当（注）   △870

剰余金の配当   △725

役員賞与（注）   △65

当期純利益   4,025

自己株式の取得   △2

自己株式の処分   1

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
193 193 193

事業年度中の変動額合計

（百万円）
193 193 2,556

平成19年３月31日　残高

（百万円）
2,558 2,558 53,640

 （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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

（1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

（1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

子会社株式

同左

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

期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）棚卸資産

商品、貯蔵品

移動平均法による原価法

（2）棚卸資産

商品

移動平均法による原価法

（2）棚卸資産

商品、貯蔵品

移動平均法による原価法

製品、半製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法

製品、半製品、原材料、仕掛品、

貯蔵品

総平均法による原価法

（会計方針の変更）

  当社の貯蔵品の評価方法

は、従来、移動平均法によ

る原価法を採用しておりま

したが、当中間会計期間よ

り総平均法による原価法に

変更いたしました。この変

更は、事務処理の合理化を

図るとともに、原価管理の

充実を目的として全社的な

情報システムである基幹業

務パッケージを導入したこ

とに伴い、原価計算システ

ムにおける棚卸資産の評価

方法を統一したことによる

ものであります。

　なお、この変更が中間財

務諸表に与える影響は軽微

であります。

製品、半製品、原材料、仕掛品

総平均法による原価法
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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．固定資産の減価償却の方

法

（1）有形固定資産

　定率法により償却しておりま

す。

　ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については、定額法

により償却しております。

　なお、主な耐用年数は建物15

～38年、機械及び装置７年であ

ります。

（1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　当社は、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。

　なお、この変更が中間財務諸表

に与える影響は軽微であります。

（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。

　なお、この変更が中間財務諸表

に与える影響は軽微であります。

（1）有形固定資産

　定率法により償却しておりま

す。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物付属

設備を除く）については、定額

法により償却しております。

　なお、主な耐用年数は建物15

～38年、機械及び装置４～７年

であります。

（2）無形固定資産

　定額法により償却しておりま

す。

　なお、自社利用のソフトウェ

アは社内における利用可能期間

（３～５年）に基づく定額法に

より償却しております。

（2）無形固定資産

同左

（2）無形固定資産

同左

（3）長期前払費用

　定額法により償却しておりま

す。

────── ──────

生化学工業株式会社（4548）平成 20 年３月期　中間決算短信

－ 38 －



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検討し、

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、支給見込

額に基づき計上しております。

（2）賞与引当金

同左

（2）賞与引当金

同左

（3）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、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（10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

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

（3）退職給付引当金

同左

（3）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（10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

年度の発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理しております。

（4）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金については、

従来、内規に基づき中間期末要

支給額の100％を役員退職慰労

引当金として計上しておりまし

たが、平成18年６月23日開催の

株主総会において役員退職慰労

金制度を廃止し、同日開催の取

締役会において当該廃止日まで

の在任期間に対応する役員退職

慰労金を各役員の退任時に支給

することを決議しております。

それに伴い、役員退職慰労金制

度廃止までの期間に対応する未

払役員退職慰労金相当額137百

万円を固定負債「その他」に含

めて表示しております。

　なお、前事業年度末から役員

退職慰労金制度廃止までの期間

に対応する役員退職慰労金相当

額９百万円は販売費及び一般管

理費（役員退職慰労引当金繰入

額）として処理しております。

────── （4）役員退職慰労引当金

　役員退職慰労金については、

従来、内規に基づき期末要支給

額の100％を役員退職慰労引当

金として計上しておりましたが、

平成18年６月23日開催の株主総

会において役員退職慰労金制度

を廃止し、同日開催の取締役会

において当該廃止日までの在任

期間に対応する役員退職慰労金

を各役員の退任時に支給するこ

とを決議しております。それに

伴い、役員退職慰労金制度廃止

までの期間に対応する未払役員

退職慰労金相当額137百万円を

固定負債「その他」に含めて表

示しております。

　なお、前事業年度末から役員

退職慰労金制度廃止までの期間

に対応する役員退職慰労金相当

額９百万円は販売費及び一般管

理費（役員退職慰労引当金繰入

額）として処理しております。
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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）

（5）役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、

当会計年度における支給見込額の

当中間会計期間負担額を計上して

おります。

（会計方針の変更）

当中間会計期間より、「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、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ

23百万円減少しております。

────── (5) 役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、

当事業年度における支給見込額に

基づき計上しております。

（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

及び税引前当期純利益は、それぞ

れ47百万円減少しております。

４．外貨建の資産及び負債の

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。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

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。

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 同左

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

消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

　なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺せず、それぞれ、

流動資産の「その他」及び、流

動負債の「その他」に含めて表

示しております。

消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。

　なお、従来、仮払消費税等と

仮受消費税等は相殺せず、それ

ぞれ、流動資産の「その他」及

び、流動負債の「その他」に含

めて表示しておりましたが、当

中間会計期間より、仮払消費税

等及び仮受消費税等は相殺のう

え流動負債の「その他」に含め

て表示しております。

　これにより、流動資産の「そ

の他」及び流動負債の「その

他」がそれぞれ341百万円減少

しております。

消費税等の会計処理について

　消費税等の会計処理は、税抜

方式によっております。
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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。これまでの

資本の部の合計に相当する金額は52,093百万円

であります。

　なお、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、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、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。これまでの資

本の部の合計に相当する金額は53,640百万円で

あります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

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　有形固定資産の減価償却累計額

          11,017百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

               11,621 百万円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

   11,366百万円

※２

　中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決

済処理しております。

  なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の満期手

形が、中間会計期間末日の残高に含ま

れております。

 

受取手形　　　　　　　　41百万円

支払手形　　　　　　　　78百万円

※２

　中間会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決

済処理しております。

  なお、当中間会計期間の末日は金融

機関の休日であったため、次の満期手

形が、中間会計期間末日の残高に含ま

れております。

 

受取手形　　　　　　　　48百万円

支払手形　　　　　　　　75百万円

※２

　期末日満期手形の会計処理について

は、手形交換日をもって決済処理して

おります。

　なお、当事業年度の末日は金融機関

の休日であったため、次の満期手形が、

当事業年度末残高に含まれております。

受取手形　　　　　　　　56百万円

支払手形　　　　　　　　44百万円

※３ 長期性預金

当社は、効率的な資金運用を行うた

めに長期の定期預金の預入を行ってお

ります。当該預金の金額及び最終満期

日は次の通りです。

最終満期日 金額

平成21年９月30日  500百万円

平成26年９月30日 1,000

計    1,500百万円

なお、当社は上記長期性預金を満期

保有する方針でありますが、当社の都

合により中途解約を行う場合、中途解

約に伴う清算金の支払により元本欠損

する可能性があります。

※３ 長期性預金

同左

※３ 長期性預金

同左

（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　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの ※１　営業外収益のうち主なもの

受取利息       59百万円

有価証券利息  83百万円

受取配当金     70百万円

為替差益       39百万円

受取利息       60百万円

有価証券利息 102百万円

受取配当金    122百万円

為替差益       35百万円

受取利息    120百万円

有価証券利息     176百万円

受取配当金     182百万円

為替差益     128百万円

※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの ※２　営業外費用のうち主なもの

投資事業組合損失      10百万円

固定資産除却損    33百万円

支払利息       4百万円

投資有価証券評価損    26百万円

固定資産除却損     5百万円

投資事業組合損失        8百万円

― ― ※３　特別損失のうち主なもの

固定資産除却損      68百万円

４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額 ４　減価償却実施額

有形固定資産   403百万円

無形固定資産    15百万円

長期前払費用     27百万円

有形固定資産  376百万円

無形固定資産   42百万円

有形固定資産    849百万円

無形固定資産     48百万円

長期前払費用     54百万円
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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）

自己株式

普通株式 572,015 1,271 820 572,466

合計 572,015 1,271 820 572,466

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,271株は単元未満株式の買取請求によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少820株は単元未満株式の買増請求によるものであります。

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）

自己株式

普通株式 573,003 501,724 206 1,074,521

合計 573,003 501,724 206 1,074,521

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加501,724株は、会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく取得

500,000株、単元未満株式の買取請求によるもの1,724株であります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少206株は単元未満株式の売渡請求によるものであります。

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）

自己株式

普通株式 572,015 1,989 1,001 573,003

合計 572,015 1,989 1,001 573,003

 （注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加1,989株は単元未満株式の買取請求によるものであります。

 ２．普通株式の自己株式の株式数の減少1,001株は単元未満株式の売渡請求によるものであります。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
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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）

────── ────── 機能化学品関連事業分社化のための事

業承継会社設立の決議

　平成19年２月２日開催の取締役会に

おいて、機能化学品関連事業を会社分

割により分離する方針を決定し、平成

19年４月24日開催の取締役会決議に基

づき、会社分割により事業を承継する

子会社を設立いたしました。

子会社の概要

（１）会社の名称

生化学バイオビジネス株式会社

（２）事業内容

医薬品原体の販売、試薬・診断

薬の製造・販売

（３）設立時期

平成19年５月18日

（４）資本金

１億円(注)

（注）資本金については、平成19年10

月１日予定の事業承継時の想定数

値を記載しております。承継する

資産・負債等については現在検討

中であります。

────── ────── 当社は、平成19年５月11日開催の取

締役会において、次のように自己株式

を取得することを決議いたしました。

（１）目的

　資本効率の向上を図るととも

に、機動的な資本政策の遂行を

可能とするため。

（２）取得する株式の種類

当社普通株式

（３）取得の方法

市場買付による

（４）取得する株式の総数

50万株（上限）

（発行済株式総数に対する割

合　0.85％）

（５）株式の取得価額の総額

７億円（上限）

（６）取得する期間

平成19年５月15日から

平成19年７月31日まで
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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）

────── 　当社は、平成19年10月１日をもって

機能化学品関連事業を会社分割し、完

全子会社である生化学バイオビジネス

株式会社に承継させました。本施策は、

従来より経営の重点項目として取り組

んでいる個別事業の競争力強化の具体

策として、機能化学品関連事業の機動

的かつ効率的な運営を目的として実施

するものであります。

（１）承継する資産・負債

流動資産  2,026百万円

固定資産  60百万円

投資その他の資産  4,702百万円

資産合計  6,790百万円

流動負債  262百万円

固定負債  30百万円

負債合計    292百万円

平成19年９月30日現在

（２）会社分割の方法

　当社を分割会社とし、生化学

バイオビジネス株式会社を承継

会社とする分社型の簡易吸収分

割によっております。

──────
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