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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 2,500 7.6 △107 － △131 － △118 －

18年９月中間期 2,323 1.6 △78 － △110 － △72 －

19年３月期 5,143 2.5 232 261.3 171 － 120 －

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 △6 84 － －

18年９月中間期 △4 19 － －

19年３月期 6 92 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △44百万円 18年９月中間期 △45百万円 19年３月期 △84百万円

(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 8,803 6,420 72.5 367 89

18年９月中間期 9,234 6,411 69.1 367 88

19年３月期 9,127 6,604 72.0 378 60

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,383百万円 18年９月中間期 6,383百万円 19年３月期 6,569百万円

(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 298 △260 △273 1,087

18年９月中間期 509 △127 △348 1,569

19年３月期 614 △190 △642 1,308

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 0 00 4 00 4 00

20年３月期 0 00 －

20年３月期（予想） － 4 00 4 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 5,795 12.7 368 58.4 309 80.6 150 25.1 8 67
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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）　無

(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、18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の変更」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 17,355,000株 18年９月中間期 17,355,000株 19年３月期 17,355,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 2,260株 18年９月中間期 2,260株 19年３月期 2,260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、45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 2,200 5.1 △76 － △66 － △46 －

18年９月中間期 2,093 0.3 △62 － △54 － △36 －

19年３月期 4,620 1.0 185 102.6 206 82.9 104 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △2 66

18年９月中間期 △2 13

19年３月期 6 03

(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 9,178 6,981 75.7 400 42

18年９月中間期 9,566 6,957 72.6 399 98

19年３月期 9,441 7,089 74.8 407 10

（参考）自己資本 19年９月中間期 6,948百万円 18年９月中間期 6,940百万円 19年３月期 7,064百万円

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 5,170 11.9 300 61.6 300 45.4 150 43.4 8 64

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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きましては、３ページ「１.経営成績(1)経営

成績に関する分析」をご覧下さい。

　平成20年3月期の業績予想は、連結、個別ともに平成19年５月18日付当社「平成19年３月期　決算短信」にて発表

した数値に変更はありません。

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当中間連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の先行きの拡大不安から米国経済の減速の影

響を受け、輸出の伸びが鈍化し、金融市場も不安定な状況が続いております。また、失業率が低下し、新卒採用が好

調に推移するなど雇用の状況が上向いているものの、一方で所得の低迷が続き、さらに定率減税の廃止や住民税の負

担増などの影響もあり、個人消費の上昇も鈍化しており、日本経済全体として景気の回復速度は緩やかなものとなっ

ております。

医療業界においては、超高齢化社会の進行を背景に、増加する医療費の抑制のため医療制度改革が引き続き推進さ

れております。医療機関では経営の効率化の取り組みが続けられ、また医療全体の機能分化が進んでおります。当社

の係わる臨床検査薬業界においても、医療機関における検査の外注化が加速する中で、製品価格の下落や、例年のご

とく診療報酬改定が予想されるなど、前連結会計年度に引き続き厳しい環境が続いております。

このような状況下で、当社グループでは中期的経営課題としております　①バイオテクノロジーの進展と同一歩調

を可能にする企業力を形成　②世界のバイオベンチャーとして特定分野の位置を確立　③個性ある企業連合として状

況に柔軟な対応が可能な「企業の形」を構築　④事業基盤確立のために複数の事業の柱を確立　⑤研究・開発・生産・

販売の骨格の強化の５項目について、具体的成果を出すべく全力を挙げております。

 

 

事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

臨床検査薬分野の売上は、本年3月末に保険点数を得た画期的なリウマチ診断薬「MESACUP CCPテスト」の急速な売

上伸長と、独自開発の自己抗体関連検査薬が堅調に伸長したことなどで、対前年同期比12.0％増の実績となりました。

基礎研究用試薬分野の売上は、米国販売子会社によるライフスパン社の抗体部門の買収効果もあり好調に業績を伸ば

したことで、対前年同期比17.4％増の実績となりました。また、細胞診解析関連分野の売上は、対前年同期比20.3%

増の実績となりました。

以上の結果、臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業等の当中間連結会計年度の売上高は24億72百万円（対前年同

期比7.8％増）となりました。

  また投資関連事業においては、当中間連結会計年度の売上高は27百万円（対前年同期比2.8％減）となりました。

 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は25億円（対前年同期比7.6％増）となりました。利益面では、営業損失

1億7百万円（前年同期は営業損失78百万円）、経常損失1億31百万円（前年同期は経常損失1億10百万円）、中間純損

失1億18百万円（前年同期は中間純損失72百万円）となりました。

 

 （通期の見通し）

当社グループを取り巻く事業環境は、引き続き医療制度改革と更なる競争の激化が予想されます。このような状況

下で、科学技術の進歩を見据えて多大な研究開発投資が必要とされております。

当社及び当社グループでは、当社の得意分野である自己抗体関連診断薬と新たな癌診断薬の開発に注力しながら、

新しい抗体技術の開発による、より付加価値の高い製品の市場への投入や、シンレイヤー法の普及による細胞診事業

の拡大、他企業からの製造受託の積極化、抗体医薬品の探索研究などをテーマに開発を強化してまいります。

下半期は引き続きリウマチ診断薬「MESACUP CCP テスト」の順調な売上が予想され、また、4月に米国企業バイオン

社から導入したウイルス感染検出検査薬の売上が寄与する見込みであります。さらに本年5月に製造承認を取得した新

しい食道がん、大腸がんなどの早期癌診断薬「MESACUP Anti-p53」が10月末に保険点数を得て販売活動を強化してま

いります。基礎研究用試薬では新規自社開発抗体やグループ企業が開発した新製品の投入により、国内、海外で堅調

に販売が推移する見込みであります。

以上の企業活動の結果として、連結通期業績といたしましては、売上高57億95百万円、営業利益3億68百万円、経常

利益3億9百万円、当期純利益1億50百万円を見込んでおります。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

当中間連結会計期間末における総資産は88 億３百万円となり、前連結会計年度末に比較し３億24百万円減少いたし

ました。流動資産は48億87百万円となり、前連結会計年度より２億89百万円減少いたしました。主な要因は、現金及

び預金の減少（2 億21百万円）、売上債権の減少（２億14百万円）によるものであります。固定資産は39億15百万円

となり、前連結会計年度より34百万円減少いたしました。主な要因は、投資有価証券の売却等による減少（１億７百

万円）によるものであります。

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信
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当中間連結会計期間末における負債の額は23億83百万円となり、前連結会計年度末に比較し１億40百万円減少いた

しました。これは主に、返済による長期借入金の減少（２億20百万円）によるものであります。

当中間連結会計期間末における純資産の額は64億20百万円となり、前連結会計年度末に比較し１億84百万円減少い

たしました。これは主に中間純損失（１億18百万円）、配当金の支払（69 百万円）によるものであります。

 ②キャッシュ・フローの状況

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）の残高は、10億87百万円（前

年同期は15億69百万円）となり、前連結会計年度末と比較し２億20百万円減少いたしました。

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)

営業活動の結果得られた資金は、２億98百万円（前年同期は５億９百万円）となりました。

　これは主に売上債権の減少額２億17百万円（前年同期は２億52百万円）によるものであります。

 (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２億60百万円（前年同期は１億27百万円）となりました。

　これは主に研究設備投資など有形固定資産の取得による支出71百万円（前年同期は55百万円）、その他投資等の取

得による支出１億１百万円（前年同期は31百万円）、貸付による支出１億３百万円（前年同期は23百万円）によるも

のであります。

 (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２億73百万円（前年同期は３億48百万円）となりました。

これは主に長期借入金の返済による支出２億40百万円（前年同期は２億43百万円）によるものであります。

 

 (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20年３月

中間期

自己資本比率（％） 77.5 78.6 67.9 72.0 72.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
203.9 165.1 134.1 79.8 81.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
14.6 10.9 4.1 3.2 2.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
8.7 8.1 40.7 29.9 35.0

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。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

当社は、株主への利益還元を最重要課題として事業経営を行っており、株主各位に対して配当の維持及び適正な利

益還元を実施していく所存であります。内部留保資金については、事業投資やM&Aなど将来の企業価値を高めるために

活用し、長期的な視点で投資効率を考え、キャッシュ・イン・フローの最大化を目指します。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としておりますが、ただし、現状は期末配当の

みの年１回の実施としております。

なお、当事業年度の剰余金の期末配当につきましては、１株当たり４円を予定しております。

 

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信
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(4）事業等のリスク

文中の将来に関する事項は、中間決算短信提出日（平成19年11月16日）現在において当社グループが判断したもの

であります。

 ①　事業戦略について

当社グループは、各企業がもつコア技術を活用し、バイオ分野での事業展開を実施しており、これらの技術は、有

用性が高いと判断しておりますが、他企業においてより革新的な技術開発がされる可能性もあり、すべての事業が直

ちに収益に結びつく保証はありません。

 ②　薬事法による規制について

当社グループは、薬事法上の医薬品に該当する臨床検査薬の製造及び販売並びに輸出入を行うに当たり、薬事法の

規制を受け、厚生労働大臣及び所轄都道府県知事の許可、登録及び免許が必要であります。また、新たな規制により

事業展開に影響が出る場合があります。

 ③　医療制度改革について

当社グループは、現状において、臨床検査薬の売上のウエートが高くなっております。国内においては、急速な少

子高齢化が進み膨大化する医療保険制度の改革が実行され、医療費抑制策が実施されています。医療制度改革の方向

性によっては臨床検査薬分野の業績に影響を受ける可能性があります。

 ④　知的所有権

当社グループは研究開発活動、製品製造活動上様々な知的所有権を使用しており、それらは当社グループ所有のも

のと他社より適法に使用許諾されたものを使用していますが、当社グループの認識外で第三者の知的所有権を侵害す

る可能性があります。現在、侵害訴訟等を提訴された事実はありませんが、知的財産権を巡って係争が発生した場合

には、事業戦略に影響を受ける可能性があります。

 ⑤　為替相場の変動による影響について

当社グループは、外貨による輸出、輸入取引を行っております。そのため、為替相場の変動をヘッジする方策をとっ

ておりますが、そのリスクを完全に排除することは不可能であり、業績に影響を受ける可能性があります。 
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２．企業集団の状況
当社グループは株式会社医学生物学研究所（以下当社という）と子会社７社並びに関連会社５社・４組合で構成され

ており、臨床検査薬や基礎研究用試薬の研究・開発並びに製造、販売を主な事業としているほか、これらに関連する各

種機器、器具の販売も行っております。子会社及び関連会社においては遺伝子検査薬及び新しい抗体作製技術の開発、

薬剤スクリーニング測定系の研究開発、高分子素材に関する研究等のほかに、バイオ関連企業への投資や技術提携の斡

旋等を行っております。

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の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、事業の種類別

セグメントと同一の区分であります。

 

 (臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業)

 国内企業：

・当社：自己免疫疾患検査薬を中心とした臨床検査薬や免疫学、分子生物学、細胞生物学等の研究に用いられる基礎研

究用試薬を開発・製造し、海外及び国内得意先(代理店)を通じて、医療機関、臨床検査センター、研究機関へ販売し

ております。また海外企業から導入した臨床検査薬、基礎試薬の国内販売も行っております。

・株式会社サイクレックス(子会社)：細胞周期制御に係る酵素の高効率的活性測定系の開発・製造、新規医薬品候補物

質の探索支援試薬の開発・製造、並びに国内外の製薬企業より新規薬剤探索の受託、リン酸化モノクローナル抗体の

作製受託を行っております。また、CircuLex（サーキュレックス）ブランドで、メタボリックシンドローム関連検査

試薬の開発、製造を行っています。

・株式会社抗体研究所(子会社)：新しい抗体作製技術の研究開発及び治療用抗体の研究開発を行っております。

・Amalgaam有限会社(子会社)：新規蛍光蛋白質の探索及び開発、蛋白質間相互作用の解析技術研究(蛍光イメージング)、

並びに医薬品候補化合物の開発支援試薬の開発を行っております。

・株式会社GEL-Design(関連会社)：新たな機能性高分子素材・樹脂の研究・開発を通じて、バイオ分野や生活用品分野

などで新しい用途開発を行っております。

・株式会社クロモリサーチ(関連会社)：人工染色体に関する研究開発及び人工染色体の作製受託を行っております。

・G&Gサイエンス株式会社(関連会社)：遺伝子解析技術を活かした、食の安全・安心ビジネスと生活習慣病等の予知予防

医療支援ビジネスを行っております。

・株式会社プリベンテック(関連会社)：トランスジェニックイネ種子発現による有用物質産生系を活用して安価で且つ

大量に供給可能な生産技術の確立と、それを用いた有用物質の開発を行っております。

・株式会社グライエンス（関連会社）：糖鎖科学技術を利用した医薬品、診断薬、研究試薬の開発を行っております。

 

海外企業：

・MBL International Corporation(子会社)：免疫学、分子生物学、細胞生物学分野を中心として、当社製品及び自社で

仕入れた基礎研究用試薬及び臨床検査薬を米国、欧州、並びにアジア市場に対して販売を行っております。

・北京博尓邁生物技術有限公司(子会社)：受託抗体の製造、並びに新規抗体の自社開発を進め、また当社の基礎研究用

試薬、臨床検査薬を中国市場に対し販売しております。

・NAKANE DIAGNOSTICS, INC.(子会社)：抗生物質耐性菌の迅速検査薬の研究開発を行っております。

 

(投資関連事業)

国内企業：

・エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社(子会社)：投資事業組合（注1、注2）の設立運営と国内外のライフサイ

エンス関連分野のベンチャー企業への投資、経営コンサルティングを行っております。

・ライフサイエンス投資事業組合（関連会社）(注1)：ライフサイエンス領域に特化したベンチャーキャピタル業務を

行っております。

・ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合（関連会社）(注2)：ライフサイエンス投資事業組合と同じくライフサイ

エンス領域に特化したベンチャーキャピタル業務を行っております

・JMSeed Partners有限責任事業組合（関連会社）：バイオ・ヘルスケア分野におけるシード段階及びアーリーステージ

段階の企業へ投資する投資事業組合(注3)の運営管理、経営コンサルティングを開始いたしました。

・JMSeed Bio Incubation壱号投資事業有限責任組合（関連会社）(注3)：シード段階及びアーリーステージ段階のバイ

オベンチャー企業への投資に特化したベンチャーキャピタル業務を行っております。
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 得    意    先 

当    社（連結財務諸表提出会社） 

※１ 
・MBL  

International  
Corporation 

商品 

製品 
・ 

商品 

※１ 
・北京博尓邁 

生物技術 
有限公司 

製品 
・ 

商品 

製品 
・ 

商品 

生産 
委託 

生産 
委託 

研究 
委託 

製品 
・ 

商品 

※１ 
・(株)サイクレックス 

※２ 
・Ｇ＆Ｇサイエンス(株) 

製品 
・ 

商品 

生産 
・ 

販売 
・ 

業務委託 

研究委託 

※１ 
・Amalgaam(有) 

※２ 
・(株)クロモリサーチ 

研究委託 

生産 
・ 

販売 
・ 

業務委託 

研究委託 

※１ 
・(株)抗体研究所 

研究委託 

研究委託 
・ 

共同研究 

※１ 
・エムビーエル 

ベンチャーキャピタル(株) 
※３ 

・ライフサイエンス 
投資事業組合 

※３ 
・ライフサイエンス２号 

投資事業有限責任組合 
※３ 

・JMSeed Partners 
有限責任事業組合 

※３ 
・JMSeed Bio  

Incubation壱号 
投資事業有限責任組合 

投資 
・ 

情報提供 

コンサルティ
ング委託 

業務 
委託 

コンサルティ
ング委託 

※１ 
・NAKANE  

DIAGNOSTICS,INC. 
※２ 

・(株)GEL-Design 
※２ 

・(株)プリベンテック 
※２ 

・(株)グライエンス 

研究委託 

業務委託
など 

研究委託 
・ 

共同研究 

※1 連結子会社　※2 持分法適用関連会社　※3 持分法非適用関連会社
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

価値観が多極化している現代社会において、人間にとって"ゆたかさ"とは何か、社会にとって、また私たちにとっ

て"ゆたかさ"とは何なのかが問われています。当社グループは生命科学の分野で現代医療に貢献しつつ"ゆたかさ"の

意味を繰り返し問い続ける姿勢を持ち続けたいと考えております。

ポストゲノムの時代と言われる21世紀の初頭にあって、当社グループは生命科学の方向性と速度を見据え、それに

対応する組織、事業体を「ネットワーク型企業体」として構想してまいりました。グループ企業各社が高い専門性を

持ち、急速に進展するバイオ分野に、迅速な判断と組織行動をもって対応していこうと考えております。

当社グループは今後も優れたバイオベンチャーとして成長し続けるため、グループ各企業が持つ専門性を活かし、

積極的且つより深化した事業展開により、大きな成果に結び付ける活動を進めていきたいと考えております。

また、情報化社会にあって情報の活用は企業の生死を左右いたします。情報管理の質が問われ、従来の延長線上で

はない考え方、システムが必要とされています。このため、危機管理が企業活動の重要なポイントになってまいりま

した。コンプライアンス経営、IR活動、CSR(企業の社会的責任)への取り組みをより一層強化してまいります。

 

(2）目標とする経営指標

  株主価値を重視する経営を進めるために、より効率的な企業運営を促進し、ROE(自己資本当期純利益率)を重要経営

指標と定め、７％を当面の目標としております。自己資本当期純利益率の推移といたしましては平成17年３月期は

0.1％、平成18年３月期は-0.9％、平成19年３月期は1.8％、平成19年９月期は-1.8％であります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

急速なバイオテクノロジーの進展に対応するために、グループ企業群で“MBL ネットワーク”を築き相互に機能分

担し、連携、補完しあって総合力としてグループ全体の成長を進めたいと考えております。また、国際的に通用する

技術の確立を目指し、成長を実現していくために、次の５つの課題を設定いたしました。

① バイオテクノロジーの進展と同一歩調を可能にする企業力を形成

 先端的研究分野にアクセスできる企業体質を形成する。

② 世界のバイオベンチャーとして特定分野の位置を確立

 抗体メーカーとして世界市場における位置を確立する。

③ 個性ある企業連合として状況に柔軟な対応が可能な「企業の形」を構築

 専門性を有するバイオベンチャー群で構成されるグループ化戦略を展開する。

④ 事業基盤確立のために複数の事業の柱を確立

 自己免疫疾患診断薬メーカーとして世界市場における揺ぎない位置を構築する。

⑤ 研究・開発・生産・販売の骨格の強化

 事業部門制、開発「委託-受託」制度、事業開発等の自立的活動を推進する。

 

また、今後も新たな進展が予想される以下の４領域の新しい進展をビジネスチャンスとし５つの課題と合せて具体

化する体制を実現していきたいと考えております。

１）ゲノム科学に依拠したがん研究（癌遺伝子と癌マーカー）

２）再生医科学（幹細胞の分化・制御）

３）治療薬分野への取り組み（抗体医薬研究）

４）新しい免疫学（感染防御免疫、腫瘍免疫）

 

(4）会社の対処すべき課題

当社グループでは、同時並行的に多くのテーマへの研究開発投資を継続してまいりました。中長期的な会社の経営

戦略に掲げておりますが、当社グループの『活動領域』と『課題』を明確にして各社が自らの業務を柔軟に見直し、

再編し、迅速な組織体を構成し、急速に変化・進展する生命科学に対応するため、限られた資源の有効活用とグルー

プ企業の総合力を生かす、スピーディな意思決定により事業機会を逸することがないようにしてまいりたいと考えて

おります。

豊かな人的資源を背景として市場の変化に対応する知識と技術の獲得こそが中長期的な会社の経営戦略の達成に不

可欠なものと確信しております。また当社グループ全体で利益をいかに最大化するかを考え、重複投資の排除、経営

の効率化、グループ全体での経費節減を図りつつスピード感のある、事業活動を推進してまいります。
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研究開発方針では、市場における競争力ある製品の研究・開発を進め、同時に市場規模に係わらず、患者さまが必

要とする検査薬・研究用試薬を開発する企業マインドを持ち続ける所存です。また、当社及び当社グループのコア技

術である抗体開発・製造技術の高度化を継続して進め、高親和性抗体の作成、機能性抗体の開発、導入や自社開発に

よる抗体工学技術の確立等を実現し、治療用抗体の開発・生産を担えるメーカーに必要な技術力・開発力を獲得し、

早期に抗体医薬分野への参入を実現します。

 

 

(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(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金  1,548,421  1,063,934   1,285,717  

２　受取手形及び売掛金 ※３ 1,385,343  1,524,338   1,738,835  

３　有価証券  21,326  23,485   22,671  

４　たな卸資産  1,899,094  2,007,829   1,947,517  

５　繰延税金資産  127,987  123,359   128,195  

６　その他  85,696  154,828   64,336  

貸倒引当金  △7,846  △9,863   △9,583  

流動資産合計  5,060,022 54.8 4,887,913 55.5 △172,108 5,177,689 56.7

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 ※１        

(1) 建物及び構築物  692,959  651,786   669,438  

(2) 機械装置及び運搬具 ※２ 268,884  270,672   251,089  

(3) 土地  44,537  44,537   44,537  

(4) その他 ※２ 54,039  50,939   49,959  

有形固定資産合計  1,060,421 11.5 1,017,936 11.6 △42,484 1,015,025 11.1

２　無形固定資産         

(1) のれん  7,058  59,056   8,455  

(2) その他  105,860  114,327   105,514  

無形固定資産合計  112,919 1.2 173,384 2.0 60,465 113,969 1.3

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券  1,651,583  1,430,828   1,538,731  

(2) 繰延税金資産  105,744  38,405   20,890  

(3) 長期前払費用  627,880  610,416   640,176  

(4) その他  617,239  699,602   622,431  

貸倒引当金  △1,207  △55,293   △1,233  

投資その他の資産合計  3,001,240 32.5 2,723,959 30.9 △277,280 2,820,996 30.9

固定資産合計  4,174,580 45.2 3,915,280 44.5 △259,300 3,949,991 43.3

資産合計  9,234,602 100.0 8,803,193 100.0 △431,408 9,127,681 100.0
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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(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金  151,186  155,810   181,780  

２　短期借入金  1,011,257  973,100   957,100  

３　未払法人税等  19,277  34,355   34,645  

４　その他 ※４ 360,066  425,426   311,517  

流動負債合計  1,541,788 16.7 1,588,692 18.1 46,904 1,485,042 16.3

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金  1,230,000  760,000   980,000  

２　その他  50,971  34,320   58,352  

固定負債合計  1,280,971 13.9 794,320 9.0 △486,650 1,038,352 11.4

負債合計  2,822,759 30.6 2,383,013 27.1 △439,746 2,523,394 27.7

         

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金  2,228,600  2,228,600   2,228,600  

２　資本剰余金  3,372,550  3,372,550   3,372,550  

３　利益剰余金  810,043  807,075   1,002,946  

４　自己株式  △1,813  △1,813   △1,813  

株主資本合計  6,409,379 69.4 6,406,411 72.8 △2,968 6,602,282 72.3

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券
評価差額金

 4,080  △18,382   △20,016  

２　繰延ヘッジ損益  △1,468  2,023   5,471  

３　為替換算調整勘定  △28,194  △6,211   △18,049  

評価・換算差額等合計  △25,582 △0.3 △22,570 △0.3 3,012 △32,594 △0.4

Ⅲ　新株予約権  16,569 0.2 32,953 0.4 16,384 25,010 0.3

Ⅳ　少数株主持分  11,476 0.1 3,385 0.0 △8,090 9,588 0.1

純資産合計  6,411,843 69.4 6,420,180 72.9 8,337 6,604,286 72.3

負債純資産合計  9,234,602 100.0 8,803,193 100.0 △431,408 9,127,681 100.0
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(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(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   2,323,421 100.0  2,500,509 100.0 177,088  5,143,056 100.0

Ⅱ　売上原価   858,788 37.0  1,059,054 42.4 200,265  1,916,512 37.3

売上総利益   1,464,632 63.0  1,441,455 57.6 △23,177  3,226,544 62.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  1,542,655 66.4  1,548,911 61.9 6,255  2,993,817 58.2

営業利益又は
営業損失(△)

  △78,023 △3.4  △107,455 △4.3 △29,432  232,726 4.5

Ⅳ　営業外収益            

受取利息  22,947   24,360    41,021   

受取地代家賃  4,790   4,590    9,380   

為替差益  ―   5,385    ―   

その他  8,513 36,251 1.6 3,352 37,688 1.5 1,437 25,250 75,651 1.5

Ⅴ　営業外費用            

支払利息  12,728   9,265    20,245   

持分法による
投資損失

 45,147   44,996    84,675   

賃貸原価  3,838   3,384    7,363   

為替差損  4,033   ―    9,135   

その他  2,516 68,264 2.9 3,714 61,360 2.4 △6,903 15,793 137,213 2.7

経常利益又は
経常損失(△)

  △110,035 △4.7  △131,127 △5.2 △21,091  171,165 3.3

Ⅵ　特別利益            

貸倒引当金戻入
額

 2,339   ―    4,021   

国庫補助金受入
益

 10,846   ―    10,846   

持分変動益  14,114   ―    21,815   

投資有価証券売
却益 

 ―   60,225    36,326   

その他  1,719 29,020 1.2 ― 60,225 2.4 31,204 ― 73,011 1.4

Ⅶ　特別損失            

固定資産除却損 ※２ 891   203    2,819   

固定資産圧縮損  1,131   ―    1,131   

たな卸資産評価
損

 ―   ―    23,516   

投資有価証券売
却損

 ―   33,374    ―   

その他  ― 2,023 0.1 ― 33,578 1.4 31,555 227 27,695 0.5

税金等調整前中
間純損失(△)
又は税金等調整
前当期純利益

  △83,038 △3.6  △104,480 △4.2 △21,442  216,481 4.2

法人税、住民税
及び事業税

 10,201   31,906    23,776   

法人税等調整額  △13,274 △3,072 △0.2 △13,438 18,468 0.7 21,541 82,713 106,489 2.1

少数株主損失   7,214 △0.3  4,288 △0.2 △2,925  10,159 △0.2

中間純損失(△)
又は当期純利益

  △72,750 △3.1  △118,660 △4.7 △45,909  120,151 2.3
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 959,996 △1,813 6,559,332

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 ─ ─ △69,410 ─ △69,410

中間純損失 ─ ─ △72,750 ─ △72,750

連結子会社増加に伴う
剰余金減少高

─ ─ △7,790 ─ △7,790

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)

─ ─ ─ ─ ─

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) ─ ─ △149,952 ─ △149,952

平成18年９月30日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 810,043 △1,813 6,409,379

 

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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(千円) 8,512 ─ △24,137 △15,625 ─ 4,168 6,547,875

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △69,410

中間純損失 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △72,750

連結子会社増加に伴う
剰余金減少高

─ ─ ─ ─ ─ ─ △7,790

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)

△4,432 △1,468 △4,056 △9,957 16,569 7,307 13,919

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) △4,432 △1,468 △4,056 △9,957 16,569 7,307 △136,032

平成18年９月30日残高(千円) 4,080 △1,468 △28,194 △25,582 16,569 11,476 6,411,843
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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)

 
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

平成19年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 1,002,946 △1,813 6,602,282

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △69,410 ― △69,410

中間純損失 ― ― △118,660 ― △118,660

持分法適用会社増加に伴う
剰余金減少高

― ― △7,800 ― △7,800

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)

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) ― ― △195,871 ― △195,871

平成19年９月30日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 △807,075 △1,813 6,406,411

 

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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(千円) △20,016 5,471 △18,049 △32,594 25,010 9,588 6,604,286

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △69,410

中間純損失 ― ―  ― ― ― △118,660

持分法適用会社増加に伴う
剰余金減少高

― ― ― ― ― ― △7,800

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)

1,633 △3,447 11,838 10,024 7,943 △6,202 11,765

中間連結会計期間中の変動額合計(千円) 1,633 △3,447 11,838 10,024 7,943 △6,202 △184,105

平成19年９月30日残高(千円) △18,382 2,023 △6,211 △22,570 32,953 3,385 6,420,180
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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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 959,996 △1,813 6,559,332

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ― ― △69,410 ― △69,410

当期純利益 ― ― 120,151 ― 120,151

連結子会社増加に伴う
剰余金減少高

― ― △7,790 ― △7,790

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額(純額)

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計(千円) ― ― 42,950 ― 42,950

平成19年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 1,002,946 △1,813 6,602,282

 

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

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(千円) 8,512 － △24,137 △15,625 － 4,168 6,547,875

連結会計年度中の変動額        

剰余金の配当 ― ― ― ― ― ― △69,410

当期純利益 ― ― ― ― ― ― 120,151

連結子会社増加に伴う
剰余金減少高

― ― ― ― ― ― △7,790

株主資本以外の項目の連結会計年度中
の変動額(純額)

△28,528 5,471 6,088 △16,969 25,010 5,419 13,460

連結会計年度中の変動額合計(千円) △28,528 5,471 6,088 △16,969 25,010 5,419 56,410

平成19年３月31日残高(千円) △20,016 5,471 △18,049 △32,594 25,010 9,588 6,604,286
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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)

対前中間期比
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)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)
増減

（千円）
金額(千円)

Ⅰ　営業活動による
キャッシュ・フロー

     

税金等調整前当期純利
益(△税金等調整前中間
純損失)

 △83,038 △104,480  216,481

減価償却費  183,670 185,491  369,543

のれん償却額  2,253 7,941  4,507

固定資産圧縮損  1,131 ―  1,131

投資事業組合からの
損益分配額

 1,771 2,287  8,644

固定資産除却・売却損  891 203  3,046

たな卸資産評価損  ― ―  23,516

貸倒引当金の増加額
(△減少額)

 △2,339 54,324  △4,021

新株予約権  16,569 7,943  25,010

受取利息及び配当金  △25,425 △24,887  △46,184

支払利息  12,728 9,265  20,245

為替差益  △9,867 △24,582  △3,707

持分法による投資損失  45,147 44,996  84,675

持分変動損益  △14,114 ―  △21,815

投資有価証券売却損益  △1,719 △26,850  △36,326

売上債権の減少額
(△増加額)

 252,006 217,523  △124,571

たな卸資産の増加額  △2,349 △50,863  △65,487

その他流動資産の減少
額(△増加額)

 69,501 △9,860  89,958

仕入債務の減少額  △58,892 △27,547  △35,433

未払金の増加額  91,045 64,265  38,730

その他流動負債の増加
額(△減少額)

 △17,493 △13,786  18,823

その他  129 △2,831  158

小計  461,606 308,554 △153,052 566,924

利息及び配当金の受取
額

 25,494 25,030  46,770

利息の支払額  △12,750 △8,524  △20,550

法人税等の還付額
(△支払額)

 34,654 △27,009  21,017

営業活動による
キャッシュ・フロー

 509,005 298,050 △210,954 614,161
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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)

対前中間期比
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)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)
増減

（千円）
金額(千円)

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

     

有形固定資産の取得
による支出

 △55,208 △71,668  △88,397

有形固定資産の売却
による収入

 42 ―  44

無形固定資産の取得
による支出

 △35,572 △8,110  △48,871

投資有価証券の取得
による支出

 △1,991 △60,000  △30,215

投資有価証券の売却
による収入

 2,883 60,229  19,903

投資事業組合からの
分配による収入

 1,500 ―  1,500

貸付による支出  △23,900 △103,000  △30,900

貸付金の回収による収
入

 14,643 20,988  30,353

その他投資等の取得
による支出

 △31,972 △101,506  △48,317

その他投資等の減少
による収入

 2,257 2,111  4,512

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △127,318 △260,955 △133,637 △190,387

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

     

短期借入金の純増減額  △81,000 36,000  △135,000

長期借入れによる収入  45,000 ―  45,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △243,640 △240,000  △493,640

少数株主への株式の
発行による収入

 ― ―  10,500

配当金の支払額  △68,726 △69,130  △69,126

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △348,366 △273,130 75,236 △642,266

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 15,286 15,067 △218 5,739

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額

 48,606 △220,967 △269,573 △212,752

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,517,538 1,308,388 △209,150 1,517,538

Ⅶ　新規連結に伴う現金及
び現金同等物の増加額

 35,986 ― △35,986 35,986

Ⅷ　連結除外に伴う現金及
び現金同等物の減少額

 △32,384 ― 32,384 △32,384

Ⅸ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 1,569,747 1,087,420 △482,326 1,308,388
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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…10社

連結子会社の名称

㈱サイクレックス、

㈱抗体研究所、エム

ビーエルベンチャー

キャピタル㈱、㈱セ

ファナス

MBL International

Corporation

NAKANE

DIAGNOSTICS, INC.

Amalgaam㈲

Life Science

Catalyst Partners,

Inc.

㈱GEL-Design

北京博尓邁生物

技術有限公司

　前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

北京博尓邁生物技術有限

公司は重要性が増加した

ため、当中間連結会計期

間より連結の範囲に含め

ております。

　また、(株)GEL-Design

は第三者割当増資により

持分比率が低下したこと

により、当中間連結会計

期間末に連結子会社から

除外しております。　

(1) 連結子会社の数…7社

連結子会社の名称

㈱サイクレックス、

㈱抗体研究所、エム

ビーエルベンチャー

キャピタル㈱、

MBL International

Corporation

NAKANE

DIAGNOSTICS, INC.

Amalgaam㈲

北京博尓邁生物

技術有限公司

 なお、㈱セファナスは

平成18年12月31日付で解

散し、平成19年３月31日

をもって清算結了してお

ります。

　また、LifeScience

Catalyst Partner,Inc.

は平成18年12月をもって

清算結了しております。

　 

 

(1) 連結子会社数…９社　

　    連結子会社の名称

　    ㈱サイクレックス、

      ㈱抗体研究所、エム

      ビーエルベンチャー

      キャピタル㈱、㈱セ

      ファナス

   MBL International

    Corporation

    NAKANE

    DIAGNOSTICS, INC.

    Amalgaam㈲

    Life Science

    Catalyst Partners,

    Inc.

    北京博尓邁生物

    技術有限公司

  前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

北京博尓邁生物技術有限

公司は重要性が増加した

ため、当連結会計年度よ

り連結の範囲に含めてお

ります。また、(株)GEL-

Designは第三者割当増資

により持分比率が低下し

たことにより、当中間連

結会計期間末に連結子会

社から除外しておりま

す。

　なお、㈱セファナスは

平成18年12月31日付で解

散し、平成19年３月31日

をもって清算結了してお

ります。

　また、LifeScience

Catalyst Partner,Inc.

は平成18年12月をもって

清算結了しております。

(2) 非連結子会社数…０社

　前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

(株)ACTGenは第三者割当

増資により持分比率が低

下し、関係会社でなくな

りました。

(2) 非連結子会社数…０社

　

(2) 非連結子会社数…０社

前連結会計年度におい

て非連結子会社であった

(株)ACTGenは第三者割当

増資により持分比率が低

下し、関係会社でなくな

りました。
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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　持分法の適用に関する

事項

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数………０社

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数………０社

(1) 持分法を適用した非連

結子会社数………０社

(2) 持分法を適用した関連

会社の数…………４社

持分法適用関連会社名

プロテインウェーブ

㈱、㈱クロモリサー

チ、G&Gサイエンス㈱、

イムナス・ファーマ

㈱(OMAb Pharma㈱よ

り社名変更しており

ます。）

(2) 持分法を適用した関連

会社の数…………５社

持分法適用関連会社名

㈱クロモリサーチ、

G&Gサイエンス㈱、㈱

Gel-Design、㈱グラ

イエンス、㈱プリベ

ンテック

前連結会計年度におい

て持分法非適用の関連会

社であった㈱グライエン

スと㈱プリベンテックは

重要性が増加したため、

当中間連結会計期間より

持分法の適用範囲に含め

ております。

プロテインウェーブ㈱と

イムナス・ファーマ㈱は、

株式の売却により持分法

適用の範囲から除外して

おります。

(2) 持分法を適用した関連

会社の数…………５社

持分法適用関連会社名

プロテインウェーブ㈱、

㈱クロモリサーチ、

G&Gサイエンス㈱、イ

ムナス・ファーマ㈱、

㈱Gel-Design　

前連結会計年度におい

て連結子会社であった

(株)GEL-Designは第三者

割当増資により、持分比

率が低下したため、当中

間連結会計期間末より、

持分法適用の範囲に含め

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) 持分法を適用しない関

連会社の名称

関連会社

㈱プリベンテック

ライフサイエンス

投資事業組合

ライフサイエンス

2号投資事業有限責

任組合

　当中間連結会計期間よ

り、「投資事業組合に対

する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実

務上の取扱い」(企業会計

基準委員会　実務対応報

告第20号　平成18年9月8

日)を適用しております。

これによりライフサイエ

ンス投資事業組合及びラ

イフサイエンス2号投資事

業有限責任組合を関連会

社に含めております。

　前連結会計年度におい

て関連会社であった(株)

バイオメッドコアは第三

者割当増資により持分比

率が低下し、関連会社で

なくなりました。

(3) 持分法を適用しない関

連会社の名称

関連会社

ライフサイエンス

投資事業組合

ライフサイエンス

2号投資事業有限責

任組合

JMSeed Partners

有限責任事業組合

JMSeed Bio 

Incubation 壱号投資

事業有限責任組合

　前連結会計年度におい

て持分法非適用の関連会

社であった(株)プリベン

テックと㈱グライエンス

は重要性が増加したため、

当中間連結会計期間より、

持分法の適用範囲に含め

ております。

(3) 持分法を適用しない関

連会社の名称

関連会社

㈱プリベンテック

㈱グライエンス

ライフサイエンス

投資事業組合

ライフサイエンス

2号投資事業有限責

任組合

　当連結会計年度より、

「投資事業組合に対する

支配力基準及び影響力基

準の適用に関する実務上

の取扱い」(企業会計基準

委員会　実務対応報告第

20号　平成18年9月8日)を

適用しております。これ

によりライフサイエンス

投資事業組合及びライフ

サイエンス2号投資事業有

限責任組合を関連会社に

含めております。

　前連結会計年度におい

て関連会社であった(株)

バイオメッドコアは第三

者割当増資により持分比

率が低下し、関連会社で

なくなりました。

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していな

い関連会社1社及び2組合

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。

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していな

い４組合は、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。

持分法を適用しない理由

　持分法を適用していな

い関連会社２社及び２組

合は、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。

３　連結子会社の中間決算

日(決算日)等に関する

事項

　すべての連結子会社の中

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、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 　すべての連結子会社の決

算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に

当たっては同日現在の財務

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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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　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) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

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

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

…連結会計年度

末日の市場価

格等に基づく

時価法(評価差

額は全部資本

直入法により

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

 

　　なお、投資事

業有限責任組合

及びそれに類す

る組合への出資

(金融商品取引法

第２条第２項に

より有価証券と

みなされるもの)

については、組

合契約に規程さ

れる決算報告日

に応じて入手可

能な最近の決算

書を基礎とし、

持分相当額を純

額で取り込む方

法によっており

ます。 

時価のないもの

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②　デリバティブ

…時価法

 

③　たな卸資産

商品、製品、原材

料、仕掛品及び貯

蔵品

…総平均法による

原価法

②　デリバティブ

…同左

 

③　たな卸資産

同左

 

②　デリバティブ

…同左

 

③　たな卸資産

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………

　当社及び国内連結

子会社は定率法

　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)は定額法

　在外連結子会社は

主として定額法

　なお、主な耐用年

数は以下のとおりで

あります。

建物及び構築物

　　7年～50年

機械装置及び運　

搬具

　　4年～8年

(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………

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日

　法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴

い、当中間連結会計期間

から、平成19年４月１日

以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更し

ております。

　当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

　当中間連結会計期間か

ら、平成19年３月31日以

前に取得したものについ

ては、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年か

ら５年間で均等償却する

方法によっております。

　当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

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………

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　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

基づいております。

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……

　均等償却

③　長期前払費用………

　同左

③　長期前払費用………

　同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

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

貸倒引当金…………

　同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金…………

　同左

(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、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整

勘定及び少数株主持分に

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

　　同左

(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、

連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処

理しております。

　なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部に

おける為替換算調整勘定

及び少数株主持分に含め

ております。

(5) 重要なリース取引の処

理方法

　当社及び国内連結子会

社は、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
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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)

(6) 重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採

用しております。

　ただし、特例処理の

要件を満たす金利ス

ワップについては特例

処理を採用しておりま

す。

　また、為替変動リス

クのヘッジについて振

当て処理の要件を満た

している場合には、振

当て処理をしておりま

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

(ヘッジ手段)(ヘッジ対象)

金利

スワップ
借入金の利息

クーポン

スワップ
外貨建債務

②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ

対象

同左

③　ヘッジ方針

　当社グループのデリ

バティブに対する方針

は、借入金の金利変動

リスクを回避するため、

また外貨建による輸入

実績を踏まえた上で、

必要な範囲内で「組織

規程」及び「経理規

程」並びに「職務権限

規程」の定めに従い、

リスクヘッジをしてお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の

方法

　主として半期毎に内

部規程により、ヘッジ

の有効性の事前及び事

後テストを実施し有効

性の確認を実施してお

ります。ただし、特例

処理によっている金利

スワップについては、

有効性の評価を省略し

ております。

④　ヘッジ有効性評価の

方法

　　同左

④　ヘッジ有効性評価の

方法

　　同左

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 24 －



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) その他中間連結財務諸

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

　消費税及び地方消費

税の会計処理は税抜方

式によっております。

(7) その他中間連結財務諸

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

同左

(7) その他連結財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

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　

　手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっ

ております。

同左 同左
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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」（企業会計基準委員会　平成17

年12月9日　企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準適用指針第8号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は6,385,265千円であり

ます。

　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

財務諸表は、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」（企業会計基準委員会　平成17年

12月9日　企業会計基準第5号）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会　平成17年12月9日　企

業会計基準適用指針第8号）を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は6,564,216千円であります。

　なお、当連結会計年度における連結

財務諸表は、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。

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より、「ストッ

ク・オプション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8号）及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会　最

終改正平成18年5月31日　企業会計基

準適用指針第11号）を適用しておりま

す。

　これにより、営業損失、経常損失及

び税金等調整前中間純損失が16,569千

円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。

――――――― （ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当連結会計年度より、「ストック・

オプション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8号）及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準委員会　最終改

正平成18年5月31日　企業会計基準適

用指針第11号）を適用しております。

　これにより、株式報酬費用25,010千

円が費用として計上され、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益

がそれぞれ25,010千円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響

は、当該箇所に記載しております。
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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)

　前中間連結会計期間において、連結調整勘定として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間からのれんと表示

しております。

 

―――――――

―――――――

　

 

 

 

(中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間において、特別利益の「その他」に

含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は特別

利益総額の100分の10超となったため、当中間連結会計期

間より区分掲記することに変更しました。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている

「投資有価証券売却益」は1,719千円であります。

 

(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、連結調整勘定償却額とし

て掲記されていたものは、当中間連結会計期間からのれん

償却額と表示しております。

―――――――
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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

2,020,732千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,166,389千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

2,091,977千円

※２　国庫補助金の受入れにより取得

価額より控除した固定資産の圧

縮記帳累計額

※２　国庫補助金の受入れにより取得

価額より控除した固定資産の圧

縮記帳累計額

※２　国庫補助金の受入れにより取得

価額より控除した固定資産の圧

縮記帳累計額

機械装置及び

運搬具
152,135千円

その他(工具

器具及び備

品)

9,579

計 161,715

機械装置及び

運搬具
152,135千円

その他(工具

器具及び備

品)

9,579

計 161,715

機械装置及び

運搬具
152,135千円

その他(工具

器具及び備

品)

9,579

計 161,715

当中間連結会計期間において、

国庫補助金の受入れにより取得

価額から控除した固定資産の圧

縮記帳額は1,131千円であり、そ

の内訳は工具器具及び備品1,131

千円であります。

当中間連結会計期間において、

国庫補助金の受入れにより取得

価額から控除した固定資産の圧

縮記帳額はありません。

当連結会計年度において、国庫

補助金の受入れにより取得価額

から控除した固定資産の圧縮記

帳額は1,131千円であり、その内

訳は工具器具及び備品1,131千円

であります。

※３　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日の満期

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をし

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　　　　31,114千円

※３　中間連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日の満期

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をし

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　　　　28,607千円

※３　連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日の満期手形

の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理をしてお

ります。なお、当連結会計年度

の末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日

満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

　受取手形　　　　68,295千円

※４　消費税等の取扱い

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。

※４　消費税等の取扱い

　同左

―――――――

５　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機

関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っておりま

す。

５　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機

関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っておりま

す。

５　偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機

関からの借入金に対して、次の

とおり債務保証を行っておりま

す。

G&Gサイエン

ス㈱
230,000千円

G&Gサイエン

ス㈱
230,000千円

G&Gサイエン

ス㈱
230,000千円
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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)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

６　当社は運転資金の効率的な調達

を行うため日本生命保険相互会

社とコミットメントライン契約

を締結しております。この契約

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。

６　当社は運転資金の効率的な調達

を行うため日本生命保険相互会

社とコミットメントライン契約

を締結しております。この契約

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。

６　当社は運転資金の効率的な調達

を行うため日本生命保険相互会

社とコミットメントライン契約

を締結しております。この契約

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。

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000
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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

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

であります。

給与 418,182千円

研究開発費 561,354

給与 409,803千円

研究開発費 480,241

給与 790,420千円

研究開発費 1,050,057

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

※２　固定資産除却損の内訳は次のと

おりであります。

機械装置及び

運搬具
881千円

その他

(工具器具

及び備品)

9

計 891

機械装置及び

運搬具
172千円

その他

(工具器具

及び備品)

31

計 203

機械装置及び

運搬具
2,788千円

その他

(工具器具

及び備品)

30

計 2,819
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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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 17,355,000 ― ― 17,355,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,260 ― ― 2,260

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社
ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 16,569

４　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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月27日

定時株主総会
普通株式 69,410 4 平成18年3月31日 平成18年6月28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後となるもの

　該当事項はありません。
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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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 17,355,000 ― ― 17,355,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 2,260 ― ― 2,260

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結
会計期間末

提出会社
ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 32,953

４　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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月26日

定時株主総会
普通株式 69,410 4 平成19年3月31日 平成19年6月27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後となるもの

　該当事項はありません。
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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　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,355,000 ― ― 17,355,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 2,260 ― ― 2,260

３　新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株）
当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結

会計年度末

提出会社
ストックオプション

としての新株予約権
― ― ― ― ― 25,010

４　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
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年6月27日

定時株主総会
普通株式 69,410 4 平成18年3月31日 平成18年6月28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26日

定時株主総会
普通株式 69,410  利益剰余金 4 平成19年3月31日 平成19年6月27日
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（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

(平成18年９月30日) (平成19年９月30日) (平成19年３月31日)

現金及び

預金勘定
1,548,421千円

有価証券勘定 21,326

現金及び

現金同等物
1,569,747

現金及び

預金勘定
1,063,934千円

有価証券勘定 23,485

現金及び

現金同等物
1,087,420

現金及び

預金勘定
1,285,717千円

有価証券勘定 22,671

現金及び

現金同等物
1,308,388
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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)

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

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

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

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

  その他

取得価額

相当額
 225,320千円

減価償却

累計額相当額
 116,638

中間期末残高

相当額
 108,681

  その他

取得価額

相当額
 279,145千円

減価償却

累計額相当額
 129,579

中間期末残高

相当額
 149,566

  その他

取得価額

相当額
 297,145千円

減価償却

累計額相当額
 118,998

期末残高

相当額
 178,147

(注)　「その他」は工具器具及び備

品並びにソフトウェアであり

ます。

(注)　「その他」は工具器具及び備

品並びにソフトウェアであり

ます。

(注)　「その他」は工具器具及び備

品並びにソフトウェアであり

ます。

(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年以内 41,157千円

１年超 72,272

計 113,430

１年以内 48,879千円

１年超 106,850

計 155,730

１年以内 53,854千円

１年超 130,070

計 183,925

(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 24,256千円

減価償却費

相当額
21,488

支払利息

相当額
2,823

支払リース料 32,941千円

減価償却費

相当額
28,581

支払利息

相当額
4,746

支払リース料 58,595千円

減価償却費

相当額
51,564

支払利息

相当額
8,114

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算出方法

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) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算出方法

同左

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

減価償却費相当額の算出方法

同左

利息相当額の算出方法

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。

利息相当額の算出方法

同左

利息相当額の算出方法

同左
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（有価証券関係）

１　時価のある有価証券

 
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)

区分

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

連結
貸借対照
表計上額
(千円)

時価
(千円)

差額
(千円)

満期保有目的の債券          

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 101,497 101,070 △427 100,996 100,790 △206 101,247 101,070 △177

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 101,497 101,070 △427 100,996 100,790 △206 101,247 101,070 △177

区分
取得原価
(千円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円)

差額
(千円)

取得原価
(千円)

連結
貸借対照
表計上額
(千円)

差額
(千円)

その他有価証券          

株式 504,872 535,291 30,418 434,126 427,266 △6,860 438,130 425,810 △12,319

債券          

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 199,852 190,553 △9,298 199,852 192,988 △6,863 199,852 191,371 △8,481

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 132,998 122,524 △10,474 171,427 156,574 △14,853 134,238 124,257 △9,981

計 837,723 848,369 10,645 805,406 776,829 △28,577 772,221 741,439 △30,781

２　時価評価されていない主な有価証券

 
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)

内容
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
中間連結貸借対照表計上額

(千円)
連結貸借対照表計上額

(千円)

その他有価証券    

マネー・マネジメ

ント・ファンド
161 338 249

投資事業有限責任

組合及びそれに類

する組合への出資

53,088 26,244 54,188

非上場株式 527,205 543,205 543,205

計 580,455 569,788 597,642
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

　該当事項は、ありません。

　なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。

当中間連結会計期間末(平成19年９月30日)

　該当事項は、ありません。

　なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。

前連結会計年度末(平成19年３月31日)

　該当事項は、ありません。

　なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。
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（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)

１　当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　　 1,079千円

販売費及び一般管理費　　　15,490千円

２　ストック・オプションの内容及び規模

①　第2回新株予約権(取締役及び従業員に対するもの）

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　7

当社従業員　101

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　169,000

付与日 平成18年７月28日

権利確定条件
付与日（平成18年７月28日）から権利確定日（平成20年６月30日）まで

継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成18年７月28日～平成20年６月30日

権利行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

権利行使価格（円） 636

付与日における公正な評価単価（円） 191

②　第3回新株予約権(取締役に対するもの）

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　　　7

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　376,000

付与日 平成18年７月28日

権利確定条件 無し

対象勤務期間 無し

権利行使期間 平成18年７月29日～平成23年６月30日

権利行使価格（円） 1,000

付与日における公正な評価単価（円） 38
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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)

　　当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　　　　　3,751千円

販売費及び一般管理費　　　　　　4,192千円

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　当連結会計年度における費用計上額及び科目名

売上原価　　　　　　　　　　　 5,063千円

販売費及び一般管理費　　　　　19,916千円

２　ストック・オプションの内容及び規模

①　第2回新株予約権(取締役及び従業員に対するもの）

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　7

当社従業員　101

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　169,000

付与日 平成18年７月28日

権利確定条件
付与日（平成18年７月28日）から権利確定日（平成20年６月30日）まで

継続して勤務していること。

対象勤務期間 平成18年７月28日～平成20年６月30日

権利行使期間 平成20年７月１日～平成23年６月30日

権利行使価格（円） 636

付与日における公正な評価単価（円） 191

②　第3回新株予約権(取締役に対するもの）

会社名 提出会社

決議年月日 平成18年６月27日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社取締役　　　7

株式の種類及び付与数(株) 普通株式　376,000

付与日 平成18年７月28日

権利確定条件 無し

対象勤務期間 無し

権利行使期間 平成18年７月29日～平成23年６月30日

権利行使価格（円） 1,000

付与日における公正な評価単価（円） 38
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③　第1回新株予約権(取締役及び従業員に対するもの）

会社名  株式会社サイクレックス

決議年月日 平成16年３月30日 

付与対象者の区分及び人数(名)
　株式会社サイクレックス取締役　　　2

　株式会社サイクレックス従業員　　　4

株式の種類及び付与数(株)  普通株式　100

付与日  平成17年２月４日

権利確定条件

 付与日（平成17年２月４日）から権利確定日（平成18年３月30日）ま

で、発行会社及びその子会社の取締役、監査役もしくは従業員の身分で

あること。

対象勤務期間  平成17年２月４日～平成18年３月30日

権利行使期間  平成18年３月31日～平成26年３月30日

権利行使価格（円） 　50,000

付与日における公正な評価単価（円） ― 
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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)

 

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬

周辺事業
(千円)

投資関連事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に

対する売上高
2,294,917 28,504 2,323,421 ― 2,323,421

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
300 ― 300 (300) ―

計 2,295,217 28,504 2,323,721 (300) 2,323,421

営業費用 2,383,815 17,928 2,401,744 (300) 2,401,444

営業利益又は営業損失(△) △88,598 10,575 △78,023 ― △78,023

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な製品

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事

業

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試薬及

び機器・器具、細胞診解析関連

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業

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はありません。

４　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のとおり、当中間連結会計期間より「ス

トック・オプション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8号）及

び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年5月31

日　企業会計基準適用指針第11号）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、

当中間連結会計期間における営業費用は、臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業で16,569千円増加し、営

業損失が同額増加しております。
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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)

 

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬

周辺事業
(千円)

投資関連事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に

対する売上高
2,472,789 27,720 2,500,509 ― 2,500,509

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
300 ― 300 (300) ―

計 2,473,089 27,720 2,500,809 (300) 2,500,509

営業費用 2,591,629 16,635 2,608,265 (300) 2,607,965

営業利益又は営業損失(△) △118,540 11,084 △107,455 ― △107,455

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な製品

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事

業

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試薬及

び機器・器具、細胞診解析関連

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業

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はありません。

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)

 

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬

周辺事業
(千円)

投資関連事業
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に

対する売上高
5,086,217 56,839 5,143,056 ― 5,143,056

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
600 ― 600 (600) ―

計 5,086,817 56,839 5,143,656 (600) 5,143,056

営業費用 4,880,232 30,697 4,910,930 (600) 4,910,330

営業利益又は営業損失(△) 206,584 26,141 232,726 ― 232,726

　（注）１　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な製品

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事

業

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試薬及

び機器・器具、細胞診解析関連

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業

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はありません。
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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)

　全セグメントの売上高の合計額に占める「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

の記載は省略しております。

　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)

日本
（千円）

北米
（千円）

その他
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　売上高及び営業損益

　　売上高 

(1）外部顧客に対する売上高 2,092,189 400,291 8,029 2,500,509 ― 2,500,509

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
142,890 5,767 13,043 161,701 (161,701) ―

計 2,235,079 406,059 21,072 2,662,210 (161,701) 2,500,509

　　営業費用 2,398,891 337,811 32,963 2,769,666 (161,701) 2,607,965

　　営業利益又は営業損失(△) △163,811 68,247 △11,891 △107,455 ― △107,455

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する主な国または地域

　(1)北米・・・・・アメリカ、カナダ

　(2)その他・・・・アジア

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費用はありません。 

 

　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
（千円）

北米
（千円）

その他
（千万円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　売上高及び営業損益

　　売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,505,880 630,944 6,231 5,143,056 ― 5,143,056

(2）セグメント間の内部

　　売上高又は振替高
262,601 18,515 2,428 283,545 (283,545) ―

計 4,768,481 649,460 8,660 5,426,602 (283,545) 5,143,056

　　営業費用 4,609,505 553,249 31,120 5,193,875 (283,545) 4,910,330

　　営業利益又は営業損失(△) 158,975 96,210 △22,459 232,726 ― 232,726

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しています。

２．各区分に属する主な国または地域

　(1)北米・・・・・アメリカ、カナダ

　(2)その他・・・・アジア

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費用はありません。

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 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 199,431 99,554 298,985

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 2,323,421

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
8.6 4.3 12.9

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………アメリカ、カナダ
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(2) その他………ヨーロッパ、アジア他

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 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 321,913 130,369 452,283

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 2,500,509

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
12.9 5.2 18.1

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………アメリカ、カナダ

(2) その他………ヨーロッパ、アジア他

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 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 462,841 227,689 690,530

Ⅱ　連結売上高(千円) ― ― 5,143,056

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
9.0 4.4 13.4

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) 北米…………アメリカ、カナダ

(2) その他………ヨーロッパ、アジア他

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 367.88円

１株当たり中間純損失 4.19円

１株当たり純資産額 367.89円

１株当たり中間純損失 6.84円

１株当たり純資産額 378.60円

１株当たり当期純利益 6.92円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失であり、また希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、１株当たり当期純

損失であり、また希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
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

(千円)
6,411,843 6,420,180 6,604,286

純資産の部の合計額から控

除する金額(千円)
28,045 36,339 34,598

(うち新株予約権) (16,569) (32,953) (25,010)

(うち少数株主持分) (11,476) (3,385) (9,588)

普通株式に係る中間期末の

純資産額(千円)
6,383,797 6,383,841 6,569,688

１株当たり純資産額の算定

に用いられた中間期末の普

通株式の数(株)

17,352,740 17,352,740 17,352,740

２　１株当たり中間(当期)純損失

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)

中間純損失(△)又は

当期純利益(千円)
△72,750 △118,660 120,151

普通株主に帰属しない金額

(千円)
― ― ―

普通株式に係る

中間純損失(△)又は

当期純利益(千円)

△72,750 △118,660 120,151

普通株式の期中平均

株式数(株)
17,352,740 17,352,740 17,352,740

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)純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権

　潜在株式の数

545,000株

新株予約権

　潜在株式の数

541,000株

新株予約権

　潜在株式の数

541,000株
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（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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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(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預金  1,253,500   819,708    1,016,655   

２　受取手形 ※３ 292,868   248,668    386,185   

３　売掛金  1,097,244   1,236,984    1,355,461   

４　有価証券  21,326   23,485    22,671   

５　たな卸資産  1,620,400   1,680,231    1,647,631   

６　その他 ※４ 289,076   338,339    230,989   

７　貸倒引当金  △42,411   △10,834    △10,542   

流動資産合計   4,532,005 47.4  4,336,585 47.2 △195,420  4,649,051 49.2

Ⅱ　固定資産            

(1) 有形固定資産 ※１           

１　建物  677,454   636,123    652,503   

２　その他 ※２ 315,898   320,291    296,446   

有形固定資産
合計

  993,352   956,414    948,949  

(2) 無形固定資産   105,842   101,201    105,514  

(3) 投資その他の
資産

           

１　投資有価証
券

 2,473,493   2,399,659    2,389,312   

２　長期前払費
用

 357,568   359,989    379,512   

３　その他  1,108,190   1,027,826    973,089   

４　貸倒引当金  △3,913   △3,397    △3,638   

投資その他の
資産合計

  3,935,339   3,784,077    3,738,275  

固定資産合計   5,034,535 52.6  4,841,694 52.8 △192,841  4,792,739 50.8

資産合計   9,566,540 100.0  9,178,279 100.0 △388,261  9,441,791 100.0

            

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 47 －



  
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(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金  182,674   180,986    218,430   

２　短期借入金  851,100   853,100    837,100   

３　未払法人税等  15,077   14,930    22,396   

４　未払消費税等 ※４ 7,278   2,730    21,052   

５　その他  320,650   385,125    273,471   

流動負債合計   1,376,781 14.4  1,436,873 15.6 60,091  1,372,451 14.5

Ⅱ　固定負債            

１　長期借入金  1,230,000   760,000    980,000   

２　その他  2,439   －    － －  

固定負債合計   1,232,439 12.9  760,000 8.3 △472,439  980,000 10.4

負債合計   2,609,221 27.3  2,196,873 23.9 △412,348  2,352,451 24.9

            

(純資産の部)            

Ⅰ　株主資本            

１　資本金   2,228,600   2,228,600    2,228,600  

２　資本剰余金            

資本準備金  3,372,550   3,372,550    3,372,550   

資本剰余金合
計

  3,372,550   3,372,550    3,372,550  

３　利益剰余金            

(1) 利益準備金  106,400   106,400    106,400   

(2) その他利益
剰余金

           

別途積立金  1,165,000   1,165,000    1,165,000   

繰越利益剰
余金

 65,073   91,112    206,652   

利益剰余金合
計

  1,336,473   1,362,512    1,478,052  

４　自己株式   △1,813   △1,813    △1,813  

株主資本合計   6,935,809 72.5  6,961,848 75.9 26,039  7,077,388 74.9

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

１　その他有価証
券評価差額金

  6,408   △15,420    △18,530  

２　繰延ヘッジ損
益

  △1,468   2,023    5,471  

評価・換算差
額等合計

  4,940 0.0  △13,396 △0.1 △18,336  △13,059 △0.1

Ⅲ　新株予約権   16,569 0.2  32,953 0.3 16,384  25,010 0.3

純資産合計   6,957,318 72.7  6,981,406 76.1 24,087  7,089,339 75.1

負債純資産合
計

  9,566,540 100.0  9,178,279 100.0 △388,261  9,441,791 100.0
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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(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   2,093,441 100.0  2,200,965 100.0 107,523  4,620,639 100.0

Ⅱ　売上原価   838,989 40.1  1,008,983 45.8 169,994  1,852,080 40.1

売上総利益   1,254,452 59.9  1,191,981 54.2 △62,471  2,768,558 59.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  1,317,003 62.9  1,268,867 57.7 △48,136  2,582,932 55.9

営業利益又は
営業損失(△)

  △62,551 △3.0  △76,885 △3.5 △14,334  185,626 4.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  28,970 1.4  28,917 1.3 △53  66,236 1.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  20,579 1.0  18,632 0.8 △1,947  45,596 0.9

経常利益又は
経常損失(△)

  △54,160 △2.6  △66,600 △3.0 △12,440  206,267 4.5

Ⅵ　特別利益 ※３  6,487 0.3  6,225 0.2 △262  42,888 0.9

Ⅶ　特別損失 ※４  2,023 0.1  203 0.0 △1,819  25,860 0.6

税引前中間純
損失(△)又は
当期純利益

  △49,695 △2.4  △60,579 △2.8 △10,883  223,295 4.8

法人税、住民
税及び事業税

 5,366   5,366    10,732   

法人税等調整
額

 △18,089 △12,723 △0.6 △19,815 △14,449 △0.7 △1,725 107,955 118,687 2.5

中間純損失
(△)又は
当期純利益

  △36,971 △1.8  △46,129 △2.1 △9,158  104,608 2.3
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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)

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

中間会計期間中の変動額    

別途積立金の取崩し ─ ─ ─

剰余金の配当 ─ ─ ─

中間純損失 ─ ─ ─

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(千円) ─ ─ ─

平成18年９月30日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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(千円) 106,400 1,335,000 1,455 1,442,855 △1,813 7,042,191

中間会計期間中の変動額       

別途積立金の取崩し ─ △170,000 170,000 ─ ─ ─

剰余金の配当 ─ ─ △69,410 △69,410 ─ △69,410

中間純損失 ─ ─ △36,971 △36,971 ─ △36,971

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
(千円)

─ △170,000 63,617 △106,382 ─ △106,382

平成18年９月30日残高(千円) 106,400 1,165,000 65,073 1,336,473 △1,813 6,935,809

項目

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 10,038 ─ 10,038 ─ 7,052,230

中間会計期間中の変動額      

別途積立金の取崩し ─ ─ ─ ─ ─

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △69,410

中間純損失 ─ ─ ─ ─ △36,971

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

△3,629 △1,468 △5,098 16,569 11,471

中間会計期間中の変動額合計(千円) △3,629 △1,468 △5,098 16,569 △94,911

平成18年９月30日残高(千円) 6,408 △1,468 4,940 16,569 6,957,318
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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)

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

中間会計期間中の変動額    

剰余金の配当 － － －

中間純損失 － － －

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(千円) － － －

平成19年９月30日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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(千円) 106,400 1,165,000 206,652 1,478,052 △1,813 7,077,388

中間会計期間中の変動額       

剰余金の配当 － － △69,410 △69,410 － △69,410

中間純損失 － － △46,129 △46,129 － △46,129

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
(千円)

－ － △115,540 △115,540 － △115,540

平成19年９月30日残高(千円) 106,400 1,165,000 91,112 1,362,512 △1,813 6,961,848

項目

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日残高(千円) △18,530 5,471 △13,059 25,010 7,089,339

中間会計期間中の変動額      

剰余金の配当 － － － － △69,410

中間純損失 － － － － △46,129

株主資本以外の項目の中間
会計期間中の変動額(純額)

3,110 △3,447 △336 7,943 7,607

中間会計期間中の変動額合計(千円) 3,110 △3,447 △336 7,943 △107,933

平成19年９月30日残高(千円) △15,420 2,023 △13,396 32,953 6,981,406
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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)

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

事業年度中の変動額    

別途積立金の取崩し － － －

剰余金の配当 － － －

当期純利益 － － －

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
(千円)

－ － －

平成19年３月31日残高(千円) 2,228,600 3,372,550 3,372,550

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
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(千円) 106,400 1,335,000 1,455 1,442,855 △1,813 7,042,191

事業年度中の変動額       

別途積立金の取崩し － △170,000 170,000 － － －

剰余金の配当 － － △69,410 △69,410 － △69,410

当期純利益 － － 104,608 104,608 － 104,608

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
(千円)

－ △170,000 205,197 35,197 － 35,197

平成19年３月31日残高(千円) 106,400 1,165,000 206,652 1,478,052 △1,813 7,077,388

項目

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

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高(千円) 10,038 － 10,038 － 7,052,230

事業年度中の変動額      

別途積立金の取崩し － － － － －

剰余金の配当 － － － － △69,410

当期純利益 － － － － 104,608

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△28,568 5,471 △23,097 25,010 1,912

事業年度中の変動額合計
(千円)

△28,568 5,471 △23,097 25,010 37,109

平成19年３月31日残高(千円) △18,530 5,471 △13,059 25,010 7,089,339
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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

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

①満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)

②子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原価

法

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

②子会社株式及び関連会

社株式

同左

(1) 有価証券

①満期保有目的の債券

同左

②子会社株式及び関連会

社株式

同左

③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)

③その他有価証券

時価のあるもの

　同左

③その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定)

時価のないもの

　移動平均法による原

価法

時価のないもの

　同左

 

なお、投資事業有限

責任組合及びそれに

類する組合への出資

(金融商品取引法第２

条第２項により有価

証券とみなされるも

の)については、組合

契約に規定される決

算報告日に応じて入

手可能な最近の決算

書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り

込む方法によってお

ります。

 

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

時価法

 

(3) たな卸資産

　総平均法による原価法

(2) デリバティブ

同左

 

(3) たな卸資産

　　同左

(2) デリバティブ

同左

 

(3) たな卸資産

　　同左

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 53 －



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)

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

(建物附属設備は除く)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

以下のとおりであります。

　建物及び構築物

　　7年～50年

　機械装置及び運搬具

　　4年～8年

(1) 有形固定資産

　　同左

　　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（会計方針の変更）

　法人税法の改正((所得

税法等の一部を改正する

法律　平成19年３月30日

　法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月

30日　政令第83号))に伴

い、当中間会計期間から、

平成19年４月１日以降に

取得したものについては、

改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しておりま

す。

　当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

（追加情報）

　当中間会計期間から、

平成19年３月31日以前に

取得したものについては、

償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年

間で均等償却する方法に

よっております。

　当該変更に伴う損益に

与える影響は軽微であり

ます。

(1) 有形固定資産

　　同左

　

 

(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

(3) 長期前払費用

　均等償却

(3) 長期前払費用

　　同左

(3) 長期前払費用

　　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 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。

貸倒引当金

　同左

貸倒引当金

　同左

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

　繰延ヘッジ処理を採用

しております。ただし、

特例処理の要件を満たす

金利スワップについては

特例処理を採用しており

ます。

　また、為替変動リスク

のヘッジについて振当処

理の要件を満たしている

場合には、振当処理をし

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

(ヘッジ手段)(ヘッジ対象)

金利

スワップ
借入金の利息

クーポン

スワップ
外貨建債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

　同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

　同左

(3) ヘッジ方針

　当社のデリバティブに

対する方針は、借入金の

金利変動リスクを回避す

るため、また外貨建によ

る輸入実績を踏まえた上

で、必要な範囲内で「組

織規程」及び「経理規

程」並びに「職務権限規

程」の定めに従い、リス

クヘッジをしております。

(3) ヘッジ方針

　同左

(3) ヘッジ方針

　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)

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

　主として半期毎に内部

規程により、ヘッジの有

効性の事前及び事後テス

トを実施し有効性の確認

を実施しております。た

だし、特例処理によって

いる金利スワップについ

ては、有効性の評価を省

略しております。

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

　同左

(4) ヘッジ有効性評価の方

法

　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

　消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。

　消費税等の会計処理

　同左

　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」(企業会計基準委員会　平成17年

12月９日　企業会計基準第５号)及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企

業会計基準適用指針第８号)を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は6,942,218千円であり

ます。

　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財務諸表

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」

(企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号)及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会

計基準適用指針第８号)を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はあり

ません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に

相当する金額は7,058,858千円であり

ます。

　なお、当事業年度における財務諸表

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。

(ストック・オプション等に関する会

計基準)

　当中間会計期間より、「ストック・

オプション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８号)及び「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会　最

終改正平成18年5月31日　企業会計基

準適用指針第11号)を適用しておりま

す。

　これにより、営業損失、経常損失及

び税引前中間純損失が16,569千円増加

しております。

 ―――――――

 

 

(ストック・オプション等に関する会

計基準)

　当事業年度より、「ストック・オプ

ション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８号)及び「ストック・

オプション等に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会　最終改

正平成18年5月31日　企業会計基準適

用指針第11号)を適用しております。

　これにより株式報酬費用25,010千円

が費用として計上され、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が25,010

千円減少しております。

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 57 －



注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
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 1,938,550千円 2,066,693千円 2,002,468千円

※２　国庫補助金の受入れ

により取得価額より控

除した固定資産の圧縮

記帳累計額

その他

機械及び

装置
146,502千円

工具器具

及び備品
9,579

　計 156,082

その他

機械及び

装置
146,502千円

工具器具

及び備品
9,580

　計 156,083

その他

機械及び

装置
146,502千円

工具器具

及び備品
9,580

　計 156,083

当中間会計期間において、

国庫補助金の受入れにより

取得価額から控除した固定

資産の圧縮記帳額は1,131千

円であり、その内訳は工具

器具及び備品1,131千円であ

ります。

当中間会計期間において、

国庫補助金の受入れにより

取得価額から控除した固定

資産はありません。

当事業年度において、国庫

補助金の受入れにより取得

価額から控除した固定資産

の圧縮記帳額は1,131千円で

あり、その内訳は工具器具

及び備品1,131千円でありま

す。

※３　中間会計期間末日満

期手形の会計処理

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　31,114千円

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　　28,607千円

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、当期末日は金融機関

の休日であったため、次の

期末日満期手形が、期末残

高に含まれております。

受取手形　　　68,295千円

※４　消費税等の取扱い 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「未払消費税等」とし

て表示しております。

同左 ―――――――

　５　偶発債務 債務保証

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っております。

債務保証

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っております。

債務保証

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っております。

保証先 G&Gサイエンス㈱

金額 230,000千円

保証先 G&Gサイエンス㈱

金額 230,000千円

保証先 G&Gサイエンス㈱

金額 230,000千円

保証先 ㈱抗体研究所

金額 105,000

計 335,000

保証先 ㈱抗体研究所

金額 100,000

計 330,000

保証先 ㈱抗体研究所

金額 100,000

計 330,000
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項目
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)

　６　貸出コミットメント

契約

　当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

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。

　当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

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。

　当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000

貸出コミット

メントの総額
400,000千円

借入実行残高 －

差引額 400,000

（株）医学生物学研究所 (4557) 平成 20 年 3 月期中間決算短信

－ 59 －



（中間損益計算書関係）

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　営業外収益のうち主

要なもの

受取利息 20,875千円

賃貸収入 5,390

受取利息 21,954千円

賃貸収入 5,190

受取利息 41,945千円

賃貸収入 10,580

※２　営業外費用のうち主

要なもの

支払利息 9,294千円

賃貸原価 3,838

為替差損 6,593

支払利息 8,237千円

賃貸原価 3,384

為替差損 5,400

支払利息 17,837千円

賃貸原価 7,363

為替差損 18,010

※３　特別利益のうち主要

なもの

貸倒引当金戻

入益
3,450千円

投資有価証券

売却益
6,225千円

投資有価証券

売却益
36,326千円

※４　特別損失のうち主要

なもの

固定資産

圧縮損
1,131千円

固定資産

除去損
203千円

たな卸資産

評価損
23,516千円

　５　減価償却実施額 有形固定資産 64,547千円

無形固定資産 12,812

有形固定資産 67,941千円

無形固定資産 15,955

有形固定資産 132,905千円

無形固定資産 27,769
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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）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,260 － － 2,260

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）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 2,260 － － 2,260

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 2,260 － － 2,260
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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)

　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

　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

　リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残高

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

有形固定資産

(その他)

取得価額相当額 218,651千円

減価償却累計額

相当額
114,082

中間期末残高

相当額
104,568

有形固定資産

(その他)

取得価額相当額 272,476千円

減価償却累計額

相当額
125,689

中間期末残高

相当額
146,787

有形固定資産

(その他)

取得価額相当額 290,476千円

減価償却累計額

相当額
115,774

期末残高相当額 174,702

無形固定資産

(ソフトウェア)

取得価額相当額 6,669千円

減価償却累計額

相当額
2,556

中間期末残高

相当額
4,112

無形固定資産

(ソフトウェア)

取得価額相当額 6,669千円

減価償却累計額

相当額
3,890

中間期末残高

相当額
2,778

無形固定資産

(ソフトウェア)

取得価額相当額 6,669千円

減価償却累計額

相当額
3,223

期末残高相当額 3,445

計

取得価額相当額 225,320千円

減価償却累計額

相当額
116,638

中間期末残高

相当額
108,681

計

取得価額相当額 279,145千円

減価償却累計額

相当額
129,579

中間期末残高

相当額
149,566

計

取得価額相当額 297,145千円

減価償却累計額

相当額
118,998

期末残高相当額 178,147

(注)　「有形固定資産(その他)」は、

工具器具及び備品であります。

同左 同左

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年以内 41,157千円

１年超 72,272

計 113,430

１年以内 48,879千円

１年超 106,850

計 155,730

１年以内 53,854千円

１年超 130,070

計 183,925

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 24,256千円

減価償却費相当額 21,488

支払利息相当額 2,823

支払リース料 32,941千円

減価償却費相当額 28,581

支払利息相当額 4,746

支払リース料 58,595千円

減価償却費相当額 51,564

支払利息相当額 8,114
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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減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

・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減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

④減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法

・減価償却費相当額の算定方法

同左

・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。

・利息相当額の算定方法

同左

・利息相当額の算定方法

同左

（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のいずれにおいても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。
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（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 399.98円

１株当たり中間純損失 2.13円

１株当たり純資産額 400.42円

１株当たり中間純損失 2.66円

１株当たり純資産額 407.10円

１株当たり当期純利益 6.03円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益については、１株当たり中間純

損失であり、また希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

同左 　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため記載して

おりません。

　（注）　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
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）
前会計年度末

（平成19年３月31日）

純資産の部の合計額

(千円)
6,957,318 6,981,406 7,089,339

純資産の部の合計額から控

除する金額(千円)
16,569 32,953 25,010

(うち新株予約権) (16,569) (32,953) (25,010)

普通株式に係る中間期末の

純資産額(千円)
6,940,749 6,948,452 7,064,329

１株当たり純資産額の算定

に用いられた中間期末の普

通株式の数(株)

17,352,740 17,352,740 17,352,740

２　１株当たり中間(当期)純損失

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)

中間純損失(△)又は

当期純利益(千円)
△36,971 △46,129 104,608

普通株主に帰属しない

金額(千円)
― － －

普通株式に係る中間純損失

(△)又は当期純利益

(千円)

△36,971 △46,129 104,608

普通株式の期中平均

株式数(株)
17,352,740 17,352,740 17,352,740

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)純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概

要

新株予約権

潜在株式の数

545,000株

新株予約権

潜在株式の数

541,000株

新株予約権

潜在株式の数

541,000株
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（重要な後発事象）

該当事項はありません。　
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６．その他
(1)生産、受注及び販売の状況 

 ①生産実績

 
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)

分類 生産高(千円)  構成比(％) 生産高(千円)  構成比(％) 生産高(千円)  構成比(％)

　基礎研究用試薬 279,041 17.7 359,855 20.9 807,534 23.5

　自己免疫疾患検査試薬 918,738 58.3 954,830 55.5 1,737,499 50.5

　血漿蛋白定量検査試薬 49,813 3.2 40,606 2.4 97,760 2.8

　ウイルス・感染症検査試薬 51,000 3.2 111,831 6.5 136,557 4.0

　血液学的検査試薬 46,232 2.9 46,043 2.7 137,751 4.0

　腫瘍マーカー 75,231 4.8 86,000 5.0 153,213 4.4

　製造受託 119,098 7.5 116,306 6.8 329,329 9.5

　その他 37,789 2.4 4,050 0.2 43,547 1.3

合計 1,576,946 100.0 1,719,524 100.0 3,443,192 100.0

 ②受注の状況

　 見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

 ③販売実績

 
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)

分類 売上高(千円)  構成比(％) 売上高(千円)  構成比(％) 売上高(千円)  構成比(％)

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬周辺事業

      

(製品)
　基礎研究用試薬

212,255 9.2 197,710 7.9 579,315 11.3

　自己免疫疾患検査試薬 822,915 35.5 918,223 36.7 1,658,945 32.3

　血漿蛋白定量検査試薬 54,273 2.3 39,611 1.6 103,595 2.0

　ウイルス・感染症検査試薬 49,863 2.1 89,394 3.5 120,769 2.3

　血液学的検査試薬 21,667 0.9 67,257 2.7 77,270 1.5

　腫瘍マーカー 68,233 3.0 76,332 3.0 142,230 2.8

　製造受託 115,558 5.0 114,216 4.6 320,575 6.2

　その他 3,078 0.1 2,444 0.1 5,359 0.1

(商品)
　基礎研究用試薬

412,012 17.7 535,032 21.4 931,066 18.1

　自己免疫疾患検査試薬 172,613 7.4 175,232 7.0 374,469 7.3

　血漿蛋白定量検査試薬 35,239 1.5 39,427 1.6 96,410 1.9

　ウイルス・感染症検査試薬 9,743 0.4 8,814 0.4 20,298 0.4

　血液学的検査試薬 30,731 1.3 1,839 0.1 31,712 0.6

　腫瘍マーカー 19,831 0.9 27,905 1.1 62,652 1.2

　細胞診解析関連 104,481 4.5 125,639 5.0 221,513 4.3

　その他 18,170 0.8 16,549 0.7 47,013 0.9

(その他) 144,246 6.2 37,158 1.5 293,018 5.7

 小計 2,294,917 98.8 2,472,789 98.9 5,086,217 98.9

投資関連事業 28,504 1.2 27,720 1.1 56,839 1.1

合計 2,323,421 100.0 2,500,509 100.0 5,143,056 100.0
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