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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 25,223 2.3 2,050 12.8 1,877 △3.0 1,670 54.5

19年３月期 24,650 4.7 1,817 △9.1 1,934 △4.6 1,080 △11.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 84 30 84 18 9.0 7.0 8.1

19年３月期 46 57  － 5.4 7.0 7.4

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 28,234 19,367 68.5 959 78

19年３月期 25,436 17,576 69.1 894 43

（参考）自己資本 20年３月期 19,340百万円 19年３月期 17,576百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,007 446 99 6,674

19年３月期 2,526 △460 △5,629 4,952

２．配当の状況
１株当たり配当金 配当金総額

(年間)
配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日）第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 － 8 00 － 10 00 18 00 386 38.6 2.2

20年３月期 － 10 00 － 15 00 25 00 498 29.7 2.7

21年３月期（予想） － 15 00 － 10 00 25 00 － 43.1 －

（注）１．20年３月期末配当金の内訳 特別配当 ５円00銭

２．21年３月期（予想）中間期末配当金の内訳 記念配当 ５円00銭

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期連結累計期間 13,491 3.1 1,341 △5.7 1,345 △8.0 730 21.9 36 23

通期 26,163 3.7 2,051 0.0 2,089 11.3 1,168 △30.1 57 96
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 　１社 （社名　栄研生物科技(上海)有限公司）

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（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、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（会計方針の変更）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） 20年３月期 23,770,719株 19年３月期 23,770,719株

②　期末自己株式数 20年３月期 3,619,647株 19年３月期 4,119,250株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、40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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 25,223 17.3 2,057 15.2 2,099 10.5 1,946 80.1

19年３月期 21,494 5.8 1,785 0.1 1,899 4.8 1,080 △11.8

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年３月期 98 25 98 10

19年３月期 46 58 －

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 28,359 19,509 68.7 966 82

19年３月期 24,510 17,529 71.5 892 03

（参考）自己資本 20年３月期 19,482百万円 19年３月期 17,529百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期累計期間 13,491 3.1 1,382 △2.8 1,386 △5.0 771 18.9 38 26

通期 26,163 3.7 2,100 2.1 2,138 1.8 1,217 △37.5 60 39

※　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入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）

経営成績に関する分析」をご参照下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当連結会計年度におけるわが国経済は、上期には堅調な企業収益を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善が見ら

れ、緩やかな景気回復基調で推移いたしました。しかしながら、下期に入り米国を起点としたサブプライムローン問

題による金融市場の混乱、原油価格や原材料価格の高騰が続いたことから企業収益は減少に転じ、設備投資も減速し、

景気は足踏み状態となりました。

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

競合激化などの影響により、引き続き厳しい経営環境が続いております。また、国内外の企業間の合従連衡が本格化

し、一段と経営の効率化と合理化が求められる状況となっております。

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

さらに海外市場への販売を推進し、売上の拡大を図ってまいりました。

これらの結果といたしまして、当連結会計年度における売上高は252億23百万円（前年同期比2.3％増）となり、８

期連続増収を達成いたしました。

製品の種類別区分ごとの当連結会計年度における売上高は、細菌学的検査用製剤（「培地」等）は価格低下及び他

社との競争激化の影響により伸び悩み44億21百万円（同1.1％減）、一般検査用製剤は尿試験紙「ウロペーパー」の大

塚製薬株式会社との共同販売が売上拡大に貢献し19億90百万円（同7.3％増）、免疫血清学的検査用製剤は主力製品の

便潜血検査用試薬及び東ソー株式会社から導入・販売している医療機器の専用試薬が堅調に推移し129億58百万円（同

5.8％増）、生化学的検査用製剤は価格競争激化の影響により減少し９億72百万円（同9.3％減）、器具・食品環境関

連培地は食品環境関連培地が伸びたものの器具が価格競争激化の影響により苦戦し27億65百万円（同0.7％減）、その

他（医療機器・遺伝子関連等）は医療機器の販売が伸びたものの特許の一時金の収入減により21億14百万円（同4.8％

減）となりました。

なお、海外向け売上高は便潜血検査用装置・試薬が売上を伸ばし、11億41百万円（同9.9％増）となりました。

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

含め原価低減に努めましたが、仕入商品や機器など原価率の比較的高い製品の販売が増加し、加えて販売価格の低下

や原材料の値上げの影響により売上原価率が前年同期比2.2ポイント上昇いたしました。

一方利益面では、販売費及び一般管理費の効率的な使用に努力しました結果、当連結会計年度の営業利益は20億50

百万円（同12.8％増）となりました。経常利益は、営業外費用に栄研生物科技（上海）有限公司の開業費用２億７百

万円を計上し、18億77百万円（同3.0％減）となりました。また、当期純利益は、特別利益に本社土地・建物の売却益

15億91百万円を計上し、特別損失に役員退職慰労金制度の廃止により役員退職慰労金打切支給４億８百万円を含む５

億74百万円を計上したため、16億70百万円（同54.5％増）となりました。

 

次事業年度の見通し

次期のわが国経済は、米国経済の減速や原油価格や原材料価格の高騰等により、先行き不透明感が増し、景気は後

退局面入りすることが予想されます。臨床検査薬業界におきましては、平成20年４月の診療報酬改定では検査実施料

の引き下げ幅が小幅であり、また、平成20年４月から始まる特定健診・保険指導制度により、受検者の増加が期待で

きますが、一方、価格低下と業界内の競争が一段と厳しくなると予想され、国内外の企業間の合従連衡が本格化し、

一層の経営の効率化と合理化が求められる状況となると考えられます。

このような経営環境下にあって、当社グループは、検査薬・装置・器具の開発・製造・販売のシナジー効果を追求

してまいります。販売面では、国内市場での主力製品（便潜血検査用試薬、ウロペーパー、免疫検査用試薬、培地）

のさらなるシェアアップ、健診項目への取り組み強化、食品環境関連製品の展開強化を図るとともに、さらに便潜血

検査用装置・試薬の海外市場への販売を推進し、売上の拡大を図ってまいります。製造面では、生産性向上を追求し、

製造原価の低減を図ります。特に、本年３月から生産を開始した栄研生物科技（上海）有限公司を有効活用してまい

ります。

このような状況を踏まえ、次期業績につきましては、売上高261億63百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益20億

51百万円（同0.0％増）、経常利益20億89百万円（同11.3％増）を見込んでおります。当期純利益に関しましては、当

連結会計年度には特別利益に本社土地・建物の売却益を計上いたしましたが、次期は特別利益、特別損失とも大きな

金額は見込んでおらず、11億68百万円（同30.1％減）と予想しております。
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(2）財政状態に関する分析

当連結会計年度より連結の範囲に含めております栄研生物科技（上海）有限公司の期首残高を含めております。

なお、当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末

に比べ17億22百万円増加し、当連結会計年度末には66億74百万円（前年同期比34.8％増）となりました。

当連結会計年度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10億７百万円（同60.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

が28億95百万円（同59.4％増）と増加したものの、売上債権流動化の未実施により売上債権が12億49百万円増加した

ことと、調整項目である有形固定資産売却益15億91百万円を控除したことによります。

 なお、減価償却費は８億３百万円発生しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は４億46百万円となりました。これは主に、生産設備の充実及び研究開発への設備投

資による支出が６億４百万円、長期預金の預入による支出が５億円あったものの、本社土地・建物の売却による収入

が17億71百万円あったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は99百万円となりました。これは、親会社による配当の支払いが３億93百万円あった

ものの、大塚製薬株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分による収入が４億92百万円あったことに

よります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 73.3 75.1 74.7 69.1 68.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
91.8 110.0 103.2 101.0 62.6

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
0.1 0.2 0.3 0.1 0.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
2,126.5 911.8 684.1 1,418.1 383.1

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

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）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・フローを利用しております。

（注４）有利子負債は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。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的

な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施すること、また、中間配当と期末配当の年２回

の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30％以上の配当

を目標といたします。これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役

会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

当事業年度は、本社売却に伴う売却益15億91百万円を特別利益に計上いたしました。売却によって得られた資金に

つきましては生産設備の充実等に使用する予定ですが、株主の皆様に対しても利益還元をいたしたく、１株当たり５

円の特別配当金を決定いたしました。したがいまして、当事業年度の期末配当金につきましては、普通配当金として

１株当たり10円、特別配当金として１株当たり５円とし、合計15円とさせていただきます。すでに、平成19年12月４

日に１株当たり10円の中間配当金をお支払いいたしましたので、年間配当金としましては１株当たり25円となります。

次期の１株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金10円、期末配当金10円を予定しておりま

す。また、当社は平成21年２月をもちまして、創立70周年を迎えることとなりますので、記念配当金として中間配当

金に１株当たり５円を加えることを予定しております。年間配当金としましては１株当たり25円となります。

内部留保金につきましては、中長期的な視点にたって、さらなる経営基盤の強化を目指して研究開発投資や設備投

資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。

 

(4）事業等のリスク

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

① 医療費抑制策

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

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

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

す。

② 企業間の開発・販売競争

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

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

ります。

③ 品質問題

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

もとに製品の製造を行っております。しかし全ての製品に品質問題が発生しないという保証はありません。もし重大

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

があります。

④ 重要な訴訟等

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

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

す。

⑤ 個人情報

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

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

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

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

⑥ 災害、事故等

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

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

可能性があります。

⑦ 海外事業展開

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

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

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

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

経営成績に悪影響を与える可能性があります。
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⑧ 知的財産権

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

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

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

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

与える可能性があります。

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

存在しており、ここに記載されたリスクは当連結会計年度末現在において判断したものであって、当社グループのす

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

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

当連結会計年度より、従来、連結子会社でありました栄研器材株式会社を、平成19年４月１日をもって吸収合併し

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

いて、当社検査薬の加工生産を行っているため、連結子会社といたしました。

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

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

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

ましたので、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報の記載は省略いたしました。

なお、連結子会社の栄研生物科技（上海）有限公司は、当社検査薬の加工生産を主な事業として、平成20年３月に

開業いたしました。今後は、検査薬の販売も予定しております。また、非連結子会社の㈱栄研ミリオンスタッフは、

損害保険の取扱代理店及びOA機器関連商品の仕入販売を主な事業として営んでおります。

 以上のことを事業の系統図として示すと次のとおりであります。

 

 

［事業系統図］

 

 

得 意 先 （国内・海外） 

（連結子会社） 

栄研生物科技(上海)有限公司 

（非連結子会社） 

㈱栄研ミリオンスタッフ 

 

栄 

研 

化 

学 

㈱ 

仕掛品 

原材料・仕掛品 

消耗品 

消耗品 

（
予
定
） 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

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

及・発展を通じて、人々の健康と医療に貢献する」を経営理念としております。この経営理念の実践により企業価

値の向上を図り、取引先の皆様の繁栄と株主の皆様への責務を果たしていくことに努めてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

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

ております。当連結会計年度における売上高営業利益率は、8.1％でありました。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

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

との差別化を推進するとともに、経営理念の実践により企業価値の向上を図り、取引先の皆様の繁栄と株主の皆様

への責務を果たしていくことに努めてまいります。

①顧客満足の向上

顧客の視点で起動する。顧客価値を明確にし、顧客の求める価値を提供しつづける。 

②人材の育成・活用

世界に通用する人材の育成とその活用を行う。 

③独自技術・能力の強化

「研究開発体制の強化」により独自性のある技術を生み出し、展開を図る。 

④社会との調和

社会が企業に求める倫理性、健全性を追求し、地域と調和し適切なガバナンスを確立する。 

⑤会社の発展

原価意識を常に持って利益創出体制を確立し、適正な利益を得て、会社の発展と社員の生活の充実を目指すとと

もに取引先の繁栄と株主への責務を果たす。 

 

(4）会社の対処すべき課題

上記の「中長期的な会社の経営戦略」を推進するため、具体的に以下の点を課題として捉え、これらを行動計画

に落とし込んで実践し、企業価値の向上を図ってまいります。

①CS（Customer Satisfaction:顧客満足）向上活動の実践

②教育訓練システムの確立と教育訓練プログラム・OJTによる人材の育成

③最適化と活性化のための組織再編・人事交流

④技術者の創造力・技術力を高め、「品質」と「付加価値」を一層高めたオリジナルな製品開発に努める。

⑤提携会社との共同研究、FIND（Foundation for Innovative New Diagnostics：途上国向けに革新的な検査法を

開発する非営利目的の基金）関連業務の確実な実施　　　　　　

⑥ブランド戦略およびグローバル戦略を意識した製品開発

⑦内部統制の強化とコンプライアンスの徹底（ビジネス行動規準の実践）

⑧危機管理システムの整備　

⑨CSR（Corporate Social Responsibility:企業の社会的責任）経営の実践

⑩海外市場開拓による規模の拡大および他社との販売提携の強化

⑪東京都内３事業所統合による効率化

⑫検査薬・装置・器具の開発・製造・販売のシナジー効果（最適化と競争力の強化）の追求

⑬販売原価の低減（生産性向上、栄研生物科技（上海）有限公司の拡充　等）

⑭10年先を見据えた成長戦略（ロードマップ）の検討
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４．連結財務諸表
 ① 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

増減金額
（百万円）

区分
注記
番号

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 4,952 6,574

２．受取手形及び売掛金 ※３ 6,225 7,474

３．有価証券 2 100

４．たな卸資産 4,955 4,743

５．繰延税金資産 370 361

６．その他 261 148

７．貸倒引当金 △10 △16

流動資産合計 16,757 65.9 19,387 68.7 2,629

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 12,025 12,218

減価償却累計額 8,529 3,496 8,490 3,727

２．機械装置及び運搬具 4,807 4,892

減価償却累計額 4,157 650 4,204 688

３．工具器具及び備品 3,071 2,873

減価償却累計額 2,601 469 2,422 451

４．土地 1,210 1,140

５．建設仮勘定 10 50

有形固定資産合計 5,837 23.0 6,058 21.5 220

(2）無形固定資産 287 1.1 547 1.9 259

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 ※１ 425 239

２．関係会社出資金 ※１ 798 －

３．繰延税金資産  4 －

４．前払年金費用 909 1,073

５．その他  424 934

６．貸倒引当金 △9 △7

投資その他の資産合計 2,553 10.0 2,241 7.9 △311

固定資産合計 8,678 34.1 8,846 31.3 168

資産合計 25,436 100.0 28,234 100.0 2,798
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

増減金額
（百万円）

区分
注記
番号

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 ※３ 4,711 4,813

２．未払法人税等 285 578

３．賞与引当金 614 648

４．返品調整引当金 10 5

５．その他 1,649 1,495

流動負債合計 7,270 28.6 7,539 26.7 269

Ⅱ　固定負債

１．繰延税金負債 347 650

２．退職給付引当金 23 －

３．長期未払金 － 408

４．その他 218 268

固定負債合計 589 2.3 1,326 4.7 737

負債合計 7,859 30.9 8,866 31.4 1,007

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   6,897 27.1  6,897 24.4 －

２．資本剰余金   8,586 33.8  8,432 29.9 △154

３．利益剰余金   7,272 28.6  8,549 30.3 1,277

４．自己株式   △5,328 △21.0  △4,681 △16.6 646

　　株主資本合計   17,428 68.5  19,197 68.0 1,769

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  148 0.6  55 0.2 △92

２．為替換算調整勘定   － －  87 0.3 87

　　評価・換算差額等合計   148 0.6  142 0.5 △5

Ⅲ　新株予約権   － －  27 0.1 27

純資産合計   17,576 69.1  19,367 68.6 1,790

負債純資産合計   25,436 100.0  28,234 100.0 2,798
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 ② 連結損益計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減金額

（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 24,650 100.0 25,223 100.0 573

Ⅱ　売上原価 13,442 54.5 14,312 56.7 869

売上総利益 11,207 45.5 10,911 43.3 △296

返品調整引当金戻入
額

 8 10 2

同上繰入額 10 5 △5

差引売上総利益 11,205 45.5 10,916 43.3 △288

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※1※2 9,387 38.1 8,865 35.2 △521

営業利益 1,817 7.4 2,050 8.1 233

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息  0 5

２．受取配当金  4 34

３．研究補助金  93 －

４．その他  46 144 0.6 41 81 0.3 △63

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  1 2

２．コミットメント
フィー

 3 4

３．債権売却損  8 7

４．役員生命保険解約損 － 7

５．開業費償却 － 207

６．単元株式変更費用 4 －

７．自己株式取得手数
料 

4 －

８．その他 3 27 0.1 25 254 1.0 226

経常利益 1,934 7.9 1,877 7.4 △57
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減金額

（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※３ 19 1,591

２．投資有価証券売却益 110   －   

３．受取保険等配当金 33   －   

４．その他 1 165 0.7 － 1,591 6.3 1,426

Ⅶ　特別損失

  １．固定資産除売却損 ※４ 34 29

  ２．減損損失 ※５ － 22

　３．役員退職慰労金打切
支給

※６ － 408

４．役員退職慰労金 33 －

５．たな卸資産廃棄損 12 －

６．たな卸資産評価損 107 －

７．土地浄化費用 7 －

８．貸倒損失 － 77

９．投資有価証券評価
損 

－ 29

10．過年度仕入価格精算
金

40 －

11．その他 47 283 1.2 6 574 2.2 290

税金等調整前当期純
利益

1,816 7.4 2,895 11.5 1,078

法人税、住民税及び
事業税

616  845   

法人税等調整額 118 735 3.0 380 1,225 4.9 489

当期純利益 1,080 4.4 1,670 6.6 589
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 ③ 連結株主資本等変動計算書

 　　　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）

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（百万円） 6,897 8,586 6,571 △78 21,977

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △379  △379

当期純利益   1,080  1,080

自己株式の取得    △5,250 △5,250

自己株式の処分  0  0 0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ 0 701 △5,250 △4,548

平成19年３月31日　残高（百万円） 6,897 8,586 7,272 △5,328 17,428

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日　残高（百万円） 133 22,111

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当  △379

当期純利益  1,080

自己株式の取得  △5,250

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

14 14

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

14 △4,534

平成19年３月31日　残高（百万円） 148 17,576
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高（百万円） 6,897 8,586 7,272 △5,328 17,428

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △393  △393

当期純利益   1,670  1,670

自己株式の取得    △0 △0

自己株式の処分  △154  647 492

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
（百万円）

－ △154 1,277 646 1,769

平成20年３月31日　残高（百万円） 6,897 8,432 8,549 △4,681 19,197

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

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） 148 － 148 － 17,576

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △393

当期純利益     1,670

自己株式の取得     △0

自己株式の処分     492

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△92 87 △5 27 21

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△92 87 △5 27 1,790

平成20年３月31日　残高（百万円） 55 87 142 27 19,367
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 ④ 連結キャッシュ・フロー計算書

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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

税金等調整前当期純利益 1,816 2,895

減価償却費 721 803

減損損失 － 22

開業費償却額 － 207

貸倒引当金の増減額（減
少：△）

△18 2

返品調整引当金の増減額
（減少：△）

2 △5

賞与引当金の増減額（減
少：△）

△1 33

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

5 △23

株式報酬費用 － 27

受取利息及び受取配当金 △4 △39

支払利息 1 2

受取保険等配当金 △33 △5

為替差損益 △0 14

有価証券償還益 △0 －

有形固定資産売却損 18 －

有形固定資産除却損 15 29

有形固定資産売却益 △19 △1,591

投資有価証券売却益 △110 －

投資有価証券評価損 － 29

無形固定資産売却損 1 －
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

売上債権の増減額
（増加：△）

807 △1,249

たな卸資産の増減額（増
加：△）

△151 211

その他流動資産の増減額
（増加：△）

203 105

投資その他の資産の増減
額（増加：△）

△378 △333

仕入債務の増減額
（減少：△）

406 102

その他流動負債の増減額
（減少：△）

295 △184

その他固定負債の増減額
（減少：△）

△24 458

小計 3,551 1,512

利息及び配当金の受取額 38 37

利息の支払額 △1 △2

法人税等の支払額 △1,061 △552

法人税等の還付額 － 12

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,526 1,007
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

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

有価証券の売却及び償還
による収入

5 2

有形固定資産の取得によ
る支出

△524 △604

有形固定資産の売却によ
る収入

52 1,771

無形固定資産の取得によ
る支出

△12 △133

無形固定資産の売却によ
る収入 

0 －

投資有価証券の売却によ
る収入

127 －

長期預金の預入による支
出

△100 △500

貸付けによる支出 － △4

貸付金の回収による収入 － 4

開業費による支出 － △109

その他投資に係る支出 △16 △37

その他投資に係る収入 6 56

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△460 446

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

自己株式の買取・処分に
よる収入及び支出

△5,250 492

親会社による配当金の支
払額

△379 △393

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,629 99

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

0 △7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減
額

△3,563 1,545

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

8,516 4,952

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び
現金同等物の期首残高

－ 177

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末
残高

※１ 4,952 6,674
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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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事

項

(1）連結子会社の数及び名称　　　１社

栄研器材㈱

 

(1）連結子会社の数及び名称　　　１社

栄研生物科技(上海)有限公司

栄研生物科技(上海)有限公司は、当社

の重要な製品の加工生産を行っている

ため、当連結会計年度より、連結の範

囲に含めております。

なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました栄研器材㈱は平成19

年４月１日をもちまして吸収合併した

ため、連結の範囲から除いております。

(2）非連結子会社の数及び名称　　２社

㈱栄研ミリオンスタッフ

栄研生物科技（上海）有限公司

なお、㈱栄研ロジスティクスサービス

は、平成18年10月１日をもちまして、

㈱栄研ミリオンスタッフに吸収合併さ

れております。

(2）非連結子会社の数及び名称　　１社

㈱栄研ミリオンスタッフ

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の適用範囲から除外しております。

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないため、連結の適用範囲から除外して

おります。

 

２．持分法の適用に関する

事項

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

栄研生物科技(上海)有限公司

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、それぞれ当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の適用から

除外しております。

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等

㈱栄研ミリオンスタッフ

（持分法を適用しない理由）

持分法非適用会社は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。

連結子会社である栄研生物科技(上海)有限

公司の決算日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、１月１日から連結決算日３月31日ま

での期間に発生した重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20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　有価証券

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法に

より算定）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

────────

 

その他有価証券

（時価のあるもの）

決算日の市場価格等（株式につ

いては決算日前１ヶ月の市場価

格の平均）に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均

法により算定）

その他有価証券

（時価のあるもの）

同左

（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

②　デリバティブ

時価法

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品

移動平均法による原価法 

③　たな卸資産

商品、製品、原材料及び仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

 同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　10年～50年

機械装置及び運搬具　４年～７年

工具器具及び備品　　５年～８年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社は定率法を採用し、在外連結子会

社は定額法によっております。

ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除く）

については、定額法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

建物及び構築物　　　10年～50年

機械装置及び運搬具　４年～10年

工具器具及び備品 　 ５年～８年
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

────────

────────

（会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。

これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ18百万円

減少しております。また、当期純利益は11

百万円減少しております。

 (追加情報)

当社は、法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。

これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益がそれぞれ71百万円減少

しております。また、当期純利益は42百万

円減少しております。

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。

無形固定資産

同左

──────── 繰延資産 

開業費 

開業時に一括して償却する方法によっ

ております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。

②　賞与引当金

同左
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

③　返品調整引当金

当連結会計年度の売上高に対して予

想される返品損失に備えるため、将

来の返品見込損失額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上しておりま

す。

③　返品調整引当金

同左

④　退職給付引当金

当社及び連結子会社において、従業

員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、計上

しております。　　　

なお、会計基準変更時差異（2,083百

万円）については、７年による按分

額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（12年）

による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。　　

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費

用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしてお

ります。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準

────────

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、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、在外子会社の資産及び負債、収

益及び費用は在外子会社の決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調

整勘定に含めております。

(5）重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左
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項目

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）

当連結会計年度

（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針

当社の内規に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針

同左

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

③　ヘッジ有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従って、外貨

建による同一金額で同一期日の為替

予約を各々の買入債務に振当ててお

ります。そのため、その後の為替相

場の変動による相関関係は完全に確

保されており、決算日における有効

性の評価を省略しております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項

同左

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法によっております。

同左

６．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資等からなっ

ております。

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） ────────

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12

月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

　平成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は17,576百万円で

あります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等） ────────

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27

日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。

なお、連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表

示に関する変更はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとお

りであります。

投資その他の資産   

　投資有価証券（株式） 30百万円

　関係会社出資金 798百万円

投資その他の資産   

　投資有価証券（株式） 30百万円

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当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。

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残

高は次のとおりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

※３．連結会計年度末日満期手形 ※３．　　　　　　　────────

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

当連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、

満期日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。

連結会計年度末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

受取手形 48百万円

支払手形 146百万円
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（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

給料 1,810百万円

賞与引当金繰入額 331百万円

退職給付費用 186百万円

研究開発費 1,978百万円

リース料 1,170百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円

給料 1,784百万円

賞与引当金繰入額 349百万円

退職給付費用 110百万円

研究開発費 1,754百万円

貸倒引当金繰入額 5百万円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額

一般管理費 1,978百万円 一般管理費 1,754百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 5百万円

土地 14百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地、建物及び構築物 1,591百万円

※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損   

建物及び構築物 2百万円

機械装置及び運搬具 1百万円

工具器具及び備品 10百万円

   

固定資産売却損   

機械装置及び運搬具 17百万円

無形固定資産 1百万円

固定資産除却損   

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 7百万円

無形固定資産 19百万円

その他 0百万円

固定資産売却損 －百万円

 ※５．　　　　　　────────

 

 ※５．減損損失

当連結会計年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金 18

本社

・

東京事業所

本社資産等

建物 1

機械装置 0

工具器具及び

備品
2

当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可

能価額は使用価値であります。使用価値については、

将来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて算定し

ております。

特許関連については、当初想定していた収益の見込

みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

また、本社資産等については、本社・東京事業所の

移転予定に伴い、今後の使用の見通しが立たなくなっ

た建物、機械装置並びに工具器具及び備品の帳簿価

額の全額を減損損失として特別損失に計上しており

ます。
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６．　　　　　  ────────  ※６．役員退職慰労金打切支給

平成19年６月12日開催の報酬委員会及び取締役会に

おいて、平成19年６月21日開催の定時株主総会終結

時をもって、取締役及び執行役に対する役員退職慰

労金制度を廃止し、それに代わる報酬の一部として、

株式報酬型ストックオプションを導入することを決

議いたしました。併せて廃止時点まで在任する取締

役及び執行役に対しては、その廃止時点までの期間

にあたる役員退職慰労金を退任時に支給する旨を決

議いたしました。それに伴い、当該打切支給額を計

上したものであります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 23,770,719 － － 23,770,719

合計 23,770,719 － － 23,770,719

自己株式

普通株式（注） 67,996 4,051,322 68 4,119,250

合計 67,996 4,051,322 68 4,119,250

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

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

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1)配当金支払額

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年４月27日

取締役会
  普通株式 189 8 平成18年３月31日 平成18年６月８日

平成18年10月26日

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

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 （決議） 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月19日

取締役会
  普通株式 196 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月６日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 23,770,719 － － 23,770,719

合計 23,770,719 － － 23,770,719

自己株式

普通株式（注） 4,119,250 413 500,016 3,619,647

合計 4,119,250 413 500,016 3,619,647

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加413株は、単元未満株式の買取りによる増加413株であり、減少500,016株は、

取締役会決議による自己株式の処分による減少500,000株、単元未満株式の買増請求による減少16株であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結
会計年度末

残高

（百万円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとし

ての新株予約権
－ － － － － 27

合計 － － － － － 27

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年４月19日

取締役会
普通株式 196 10 平成19年３月31日 平成19年６月６日

平成19年10月25日

取締役会
普通株式 196 10 平成19年９月30日 平成19年12月４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20年４月25日

取締役会
普通株式 302 利益剰余金 15 平成20年３月31日 平成20年６月６日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表　

に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 4,952百万円

有価証券勘定 －百万円

現金及び現金同等物 4,952百万円

現金及び預金勘定 6,574百万円

有価証券勘定 100百万円

現金及び現金同等物 6,674百万円
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（リース取引関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1)借主側 (1)借主側

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具及び
備品

3,684 2,099 1,585

無形固定資産 1,405 723 681

合計 5,090 2,823 2,267

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械装置及び
運搬具

116 33 83

工具器具及び
備品

2,807 1,493 1,313

無形固定資産 1,299 806 492

合計 4,223 2,333 1,889

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 907百万円

１年超 1,407百万円

合計 2,314百万円

１年内 750百万円

１年超 1,173百万円

合計 1,924百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 1,160百万円

減価償却費相当額 1,110百万円

支払利息相当額 47百万円

支払リース料 993百万円

減価償却費相当額 949百万円

支払利息相当額 39百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2)貸主側 (2)貸主側

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 261百万円

１年超 639百万円

合計 901百万円

 

１年内 336百万円

１年超 736百万円

合計 1,072百万円

 

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額であります。

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記の

借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。

同左

 

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円
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（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 99 352 253

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 99 352 253

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 14 10 △4

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 2 2 △0

(3）その他 － － －

小計 17 13 △4

合計 116 366 249

２．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月1日　至　平成19年３月31日）

売 却 額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

127 110 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券  

非上場株式  31

合計  31
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４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額

１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

(1）債券

①　国債・地方債等 － － － －

②　社債 － － － －

③　その他 2 － － －

(2）その他 － － － －

合計 2 － － －

当連結会計年度（平成20年３月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 79 176 97

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 79 176 97

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 34 22 △12

(2）債券

①　国債・地方債等 － － －

②　社債 － － －

③　その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 34 22 △12

合計 114 198 84

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券

フリー・ファイナンシャル・ファンド 100

非上場株式 10

合計 110
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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(1）取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連の

みで為替予約取引があります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動による

リスク回避を目的として利用しており、投機的な取引は

行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で利用しております。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

①　ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を採用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

当社の内規に基づき、為替変動リスクをヘッジして

おります。当連結会計年度にヘッジ会計を適用した

ヘッジ対象とヘッジ手段は以下のとおりであります。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

③　ヘッジ有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約の締結時にリスク管理

方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の為

替予約を各々の買入債務に振当てております。

そのため、その後の為替相場の変動による相関関係は

完全に確保されており、決算日における有効性の評価

を省略しております。

③　ヘッジ有効性評価の方法

 同左

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。なお、これらの取引の契約先は信用度の高

い金融機関に限っているため、相手先の契約不履行によ

るリスクはほとんどないと認識しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

および取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担

当部門が決裁権限者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左
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２．取引の時価等に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、

開示対象から除いており、当連結会計年度は開示対象

はありません。

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

通貨関連

同左

（退職給付関係）

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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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位　百万円）

繰延税金資産

未払事業税 35

賞与引当金 250

退職給付引当金限度超過額 4

貸倒引当金限度超過額 0

研究開発費 110

会員権評価損 3

賞与引当金に係る社会保険料 33

たな卸資産評価損 43

その他 17

繰延税金資産　　合計 498

繰延税金負債

前払年金費用 △369

その他有価証券評価差額金 △101

繰延税金負債　　合計 △471

繰延税金資産の純額 27

（単位　百万円）

繰延税金資産

未払事業税 59

賞与引当金 263

貸倒損失 31

研究開発費 100

会員権評価損 3

賞与引当金に係る社会保険料 34

貸倒引当金 0

役員退職慰労金打切支給 166

その他 44

繰延税金資産　　合計 704

繰延税金負債

前払年金費用 △436

圧縮記帳特別勘定積立金の積立 △518

その他有価証券評価差額金 △38

繰延税金負債　　合計 △993

繰延税金負債の純額 △288

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

（注）当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連

結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

流動資産－繰延税金資産 370

固定資産－繰延税金資産 4

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 347

流動資産－繰延税金資産 361

固定資産－繰延税金資産 －

流動負債－繰延税金負債 －

固定負債－繰延税金負債 650

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との

差異

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との

差異

（単位　％）

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 3.48

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △0.04

住民税等均等割額 1.69

試験研究費等の法人税額特別控
除　 △5.19

その他 △0.12

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 40.51

（単位　％）

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 1.83

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △0.44

住民税等均等割額 1.09

試験研究費等の法人税額特別控
除　 △4.46

その他 3.61

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 42.32
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（セグメント情報）

①　事業の種類別セグメント情報

最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

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）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 56 56 (56) －

計 22,849 1,857 24,706 (56) 24,650

営業費用 20,933 1,755 22,689 142 22,832

営業利益 1,915 101 2,016 (199) 1,817

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出

資産 24,050 832 24,883 553 25,436

減価償却費 689 30 719 1 721

資本的支出 505 15 520 0 521

（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

検査薬
細菌学的検査用製剤、免疫血清学的検査用製剤、生化学的検査用製剤、

一般検査用製剤、造影剤

器具その他 医療用器具

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

は、連結子会社の一般管理費であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、553百万円であり、その主なものは、連結子会

社の現金預金、有価証券、投資有価証券ならびに一般管理部門が保有する有形固定資産であります。

５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。
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（事業区分の方法の変更）

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

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

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

の通りであります。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

検査薬
（百万円）

器具その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ 55 55 (55) －

計 21,629 1,976 23,606 (55) 23,551

営業費用 19,645 1,752 21,397 154 21,552

営業利益 1,984 224 2,209 (210) 1,998

資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出

資産 28,068 910 28,978 617 29,595

減価償却費 726 33 760 2 762

減損損失 － － 64 － 64

資本的支出 499 2 502 － 502

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

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

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

くことになりましたので、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報の記載は省略いたしました。

 

 

②　所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

を省略しております。

 

③　海外売上高

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しており

ます。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有(被
所有)割合

(%)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員の

近親者
入澤武久 － －  弁護士

 

－

 

－ －

法律顧問料

損害賠償交渉

の報酬

1

1

手数料

手数料

－

－

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

一般取引と同様に決定しております。

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

 

（ストック・オプション等関係）

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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（企業結合等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

 

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

材株式会社を吸収合併することを決議し、実施いたしました。

①結合当事企業の内容及び企業結合の目的

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

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

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

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

速な反映が図れると判断いたしました。

②企業結合日

平成19年４月１日

③企業結合の法定形式

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

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

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳

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

区　分 金　額 区　分 金　額

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735 負債純資産合計 2,735

⑥被結合企業の直近期の業績

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

区　分 金　額

 売上高 3,991

 営業利益 23

 経常利益 35

 当期純利益 0

⑦実施した会計処理の概要

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

づいております。
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（１株当たり情報）

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 連 結 会 計 年 度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 894.43円

１株当たり当期純利益 46.57円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 959.78円

１株当たり当期純利益 84.30円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益

84.18

 

円

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,080 1,670

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,080 1,670

期中平均株式数（千株） 23,204 19,810

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 29

（うち新株予約権） （－） （29）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（企業結合等関係）

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、

平成19年４月１日を期して、当社の連結子会社である栄

研器材株式会社を吸収合併することを決議し、実施いた

しました。

①結合当事企業の内容及び企業結合の目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会社であり、イン

ダストリー分野（食品・環境分野）向けの培地の製造

販売及びシャーレ等の器具類の販売を主な事業とし、

当社グループの重要な位置付けにあります。今後、当

社グループとして細菌検査用試薬（培地）事業のさら

なる拡大を図るため、国内における一貫生産体制を構

築するとともに、子会社の開発・生産・営業の人材・

ノウハウ・情報等を当社に一体化することにより経営

資源の効率的な活用、顧客情報の迅速な反映が図れる

と判断いたしました。 

②企業結合日

平成19年４月１日

③企業結合の法定形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、栄研器材株

式会社を解散いたしました。なお、当社は栄研器材株

式会社の全株式を所有しているので、合併による新株

の発行及び資本金の増加は行っておりません。

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳

　　 (平成19年３月31日現在)　 　　　(単位：百万円)

（自己株式の消却）

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、

会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議い

たしました。

①消却の理由

機動的な資本政策遂行の一環として、資本効率の向

上と株主への利益還元を図るため。

②消却する株式の種類

普通株式

③消却する株式の数

2,000,000株

④消却予定日

平成20年５月９日

⑤消却後の発行済株式総数

21,770,719株

区　　分 金　額 区　　分 金　額 

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735 負債純資産

合計 

2,735

⑥被結合企業の直近期の業績

　　 (平成19年３月期)　 　　　　　　(単位：百万円)

区　　分 金　　額

売上高 3,991

営業利益 23

経常利益 35

当期純利益 0

⑦実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準（企業会計審議会　平成15

年10月31日）三、４．共通支配下の取引等の会計処理」

に基づいております。
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５．個別財務諸表
 ① 貸借対照表

第69期
（平成19年３月31日）

第70期
（平成20年３月31日）

増減金額
（百万円）

区分
注記
番号

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 4,543 6,461

２．受取手形 ※１ 154 148

３．売掛金  5,170 7,326

４．有価証券 2 100

５．商品 1,626 1,606

６．製品 805 988

７．原材料 795 827

８．仕掛品 1,252 1,244

９．貯蔵品 53 75

10．前払費用 83 61

11．繰延税金資産 337 361

12．関係会社短期貸付金 1,289 －

13．その他 188 83

14．貸倒引当金 △10 △16

流動資産合計 16,292 66.5 19,270 68.0 2,978

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 10,296 11,048

減価償却累計額 7,407 2,889 7,905 3,143

２．構築物 602 644

減価償却累計額 511 91 558 86

３．機械及び装置 3,992 4,713

減価償却累計額 3,566 426 4,145 567

４．車両及び運搬具 49 50

減価償却累計額 41 7 44 6

５．工具器具及び備品 2,861 2,864

減価償却累計額 2,410 451 2,420 443

６．土地 1,106 1,140

７．建設仮勘定 10 50

有形固定資産合計 4,982 20.3 5,437 19.1 455
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第69期
（平成19年３月31日）

第70期
（平成20年３月31日）

増減金額
（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(2）無形固定資産

  １. 特許権 15 87

２．借地権 43 43

３．ソフトウェア 215 198

４．その他 7 10

無形固定資産合計 281 1.1 339 1.2 57

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 395 209

２．関係会社株式 443 30

３．出資金 0 0

４．関係会社出資金 798 798

５．関係会社長期貸付
金

10 160

６．長期前払費用 32 37

７．長期預金 － 600

８．保険払込金 133 102

９．前払年金費用 909 1,073

10．その他 238 306

11．貸倒引当金 △9 △7

投資その他の資産合
計

2,953 12.1 3,311 11.7 357

固定資産合計 8,218 33.5 9,088 32.0 870

資産合計 24,510 100.0 28,359 100.0 3,848

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 758 1,168

２．買掛金 3,383 3,644

３．未払金 907 963

４．未払費用 230 271

５．未払法人税等 284 578

６．前受金 0 63

７．預り金 293 39

８．賞与引当金 556 648

９．返品調整引当金 10 5

10．設備関係支払手形 58 141

流動負債合計 6,483 26.5 7,523 26.5 1,039
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第69期
（平成19年３月31日）

第70期
（平成20年３月31日）

増減金額
（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

Ⅱ　固定負債

１．長期未払金 － 408

２．繰延税金負債 347 650

３．その他 150 268

固定負債合計 497 2.0 1,326 4.7 829

負債合計 6,981 28.5 8,850 31.2 1,868

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   6,897 28.1  6,897 24.3 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  7,892   7,892    

(2）その他資本剰余金  694   539    

資本剰余金合計   8,586 35.0  8,432 29.7 △154

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  338   338    

(2）その他利益剰余金         

圧縮記帳特別勘定
積立金

 －   755    

別途積立金  4,330   4,330    

繰越利益剰余金  2,557   3,355    

利益剰余金合計   7,225 29.5  8,778 31.0 1,553

４．自己株式   △5,328 △21.7  △4,681 △16.5 646

株主資本合計   17,381 70.9  19,426 68.5 2,045

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  148 0.6  55 0.2 △92

評価・換算差額等合
計 

  148 0.6  55 0.2 △92

Ⅲ　新株予約権   － －  27 0.1 27

純資産合計   17,529 71.5  19,509 68.8 1,979

負債純資産合計   24,510 100.0  28,359 100.0 3,848
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 ② 損益計算書

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減金額

（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  

１．製品売上高 11,307 13,109 1,801

２．商品売上高 10,187 12,114 1,926

売上高合計 21,494 100.0 25,223 100.0 3,728

Ⅱ　売上原価  

１．製品商品期首たな卸高 2,113 2,431  

２．合併に伴う増加高 － 256  

３．当期製品製造原価 4,736 6,326  

４．当期商品仕入高 6,847 7,899  

５．製品商品期末たな卸高 2,431 2,595  

売上原価合計 11,267 52.4 14,318 56.8 3,051

売上総利益 10,227 47.6 10,904 43.2 677

６．返品調整引当金戻入額 8 10 2

７．同上繰入額 10 5 △5

差引売上総利益 10,225 47.6 10,909 43.3 684

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1※2 8,439 39.3 8,852 35.1 412

営業利益 1,785 8.3 2,057 8.2 271

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 8 3  

２．受取配当金 4 34  

３．研究補助金 93 －  

４．その他 34 141 0.6 41 79 0.3 △61

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 1 1  

２．コミットメントフィー 3 4  

３．債権売却損 8 7  

４．役員生命保険解約損 － 7  

５．為替変動調整支払 － 14  

６．単元株式変更費用 4 －  

７．自己株式取得手数料 4 －  

８．その他 3 27 0.1 1 37 0.2 9

経常利益 1,899 8.8 2,099 8.3 200
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日） 増減金額

（百万円）

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅵ　特別利益  

１．固定資産売却益 ※３ 5 1,591  

２．投資有価証券売却益  110 －  

３．受取保険等配当金  33 －  

４．その他 ※４ 1 151 0.7 52 1,644 6.5 1,493

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※５ 22 29  

２．減損損失 ※６ － 22  

３．役員退職慰労金打切支
給　　　　　　　　　

※７ － 408  

４．役員退職慰労金  20 －  

５．たな卸資産廃棄損  12 －  

６．たな卸資産評価損  107 －  

７．貸倒損失 － 77  

８．投資有価証券評価損 － 29  

９．過年度仕入価格精算金  40 －  

10．その他 31 235 1.1 9 577 2.2 342

税引前当期純利益 1,815 8.4 3,166 12.6 1,350

法人税、住民税及び事
業税

615 845  

法人税等調整額 120 735 3.4 375 1,220 4.9 484

当期純利益 1,080 5.0 1,946 7.7 865
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 ③ 株主資本等変動計算書

第69期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

6,897 7,892 694 338 4,330 1,855 △78 21,930

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △379  △379

当期純利益      1,080  1,080

自己株式の取得       △5,250 △5,250

自己株式の処分   0    0 0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

        

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － 0 － － 701 △5,250 △4,548

平成19年３月31日　残高
（百万円）

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

 

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

133 22,063

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △379

当期純利益  1,080

自己株式の取得  △5,250

自己株式の処分  0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

14 14

事業年度中の変動額合計
（百万円）

14 △4,534

平成19年３月31日　残高
（百万円）

148 17,529
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第70期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金
その他資本
剰余金

利益準備金
圧縮記帳
特別勘定
積立金

別途積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

6,897 7,892 694 338 － 4,330 2,557 △5,328 17,381

事業年度中の変動額

圧縮記帳特別勘定積立金
の積立

    755  △755  －

剰余金の配当       △393  △393

当期純利益       1,946  1,946

自己株式の取得        △0 △0

自己株式の処分   △154     647 492

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）

－ － △154 － 755 － 797 646 2,045

平成20年３月31日　残高
（百万円）

6,897 7,892 539 338 755 4,330 3,355 △4,681 19,426

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評

価差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

148 － 17,529

事業年度中の変動額

圧縮記帳特別勘定積立金
の積立

  －

剰余金の配当   △393

当期純利益   1,946

自己株式の取得   △0

自己株式の処分   492

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額
（純額）

△92 27 △65

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△92 27 1,979

平成20年３月31日　残高
（百万円）

55 27 19,509
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重要な会計方針

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

売買目的有価証券

時価法（売却原価は移動平均法により算定）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

────────

 

子会社株式

移動平均法による原価法

子会社株式

同左

その他有価証券

(時価のあるもの)

決算日の市場価格等（株式については、決算日前

１ヶ月の市場価格の平均）に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）

その他有価証券

(時価のあるもの)

同左

(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

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２．デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料及び仕掛品

移動平均法による原価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料及び仕掛品

同左

貯蔵品

最終仕入原価法

貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）については、定額法を採用して

おります。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

同左

建物 15年～50年

構築物 10年～30年

機械及び装置 ７年

車両及び運搬具 ４年～６年

工具器具及び備品 ５年～８年
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

────────

────────

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19

年４月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更し

ております。

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ18百万円減少しております。

また、当期純利益は11百万円減少しております。

 　　（追加情報）

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達

した事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計上しております。　

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益がそれぞれ71百万円減少しております。

また、当期純利益は42百万円減少しております。

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

無形固定資産

同左

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上

しております。

(2）賞与引当金

同左

(3）返品調整引当金

当事業年度の売上高に対して予想される返品損失に

備えるため、将来の返品見込損失額のうち当事業年

度の負担額を計上しております。

(3）返品調整引当金

同左
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

なお、会計基準変更時差異（2,003百万円）につい

ては、７年による按分額を費用処理しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計

上しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（３年）による定額法によ

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（12

年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌事業年度から費用処理することとしております。

６．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。

６．リース取引の処理方法

同左

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を採用しております。

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

当社の内規に基づき、為替変動リスクをヘッジして

おります。

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

同左

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建買入債務

(3）ヘッジ有効性評価の方法

外貨建買入債務は、為替予約の締結時にリスク管理

方針に従って、外貨建による同一金額で同一期日の

為替予約を各々の買入債務に振当てております。そ

のため、その後の為替相場の変動による相関関係は

完全に確保されており、決算日における有効性の評

価を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

８．消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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） ────────

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は17,529百万円で

あります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等） ────────

当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計

審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委

員会　最終改正平成18年12月22日　企業会計基準適用指

針第10号）を適用しております。
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表示方法の変更

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当期末残高175百万円）は、資産の総額の100分の１以

下となったため、流動資産の「その他」に含めて表示す

ることにいたしました。

 

（貸借対照表）

「長期預金」は、前事業年度まで投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲

記いたしました。

なお、前事業年度における「長期預金」は、100百万円

であります。

（損益計算書）

「販売費及び一般管理費」は、前事業年度まで主要な費

目を表示しておりましたが、当事業年度より「販売費及

び一般管理費」として一括掲記し、主要な費目及び金額

を注記する方法に変更しております。

 

────────

 

 

 

 

 

注記事項

（貸借対照表関係）

第69期
（平成19年３月31日）

第70期
（平成20年３月31日）

※１．期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当期の末日

は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。

期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 10百万円

※１．　　　　　　────────

 

 

 

 

 

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約及

び貸出コミットメント契約を締結しております。こ

れら契約に基づく当期末の借入未実行残高は次のと

おりであります。

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円
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（損益計算書関係）

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は62％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は38％であり

ます。

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

　給料 1,572百万円

　賞与引当金繰入額 296百万円

　退職給付費用 163百万円

　旅費交通費 452百万円

　研究開発費 1,967百万円

　リース料 1,151百万円

　償却費 126百万円

　貸倒引当金繰入額 9百万円

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は64％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は36％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　給料 1,784百万円

　賞与引当金繰入額 349百万円

　退職給付費用 110百万円

　旅費交通費 512百万円

　研究開発費 1,754百万円

　リース料 875百万円

　償却費 168百万円

　貸倒引当金繰入額 5百万円

※２．研究開発費の総額

一般管理費 1,967百万円

※２．研究開発費の総額

一般管理費 1,754百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械及び装置 5百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

土地、建物及び構築物 1,591百万円

※４．　　　　　　────────  ※４．特別利益その他の内容は次のとおりであります。　

抱き合わせ株式消却益 52百万円

※５．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損

建物 0百万円

機械及び装置 1百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 3百万円

固定資産売却損

機械及び装置 17百万円

無形固定資産 0百万円

※５．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損

建物 1百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 7百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 19百万円

その他 0百万円

固定資産売却損 －百万円
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※６．　　　　　　────────  ※６．減損損失

 　　　当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。

場所 用途 種類
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金 18

本社

・

東京事業所

本社資産等

建物 1

機械及び装置 0

工具器具及び

備品
2

当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能価

額は使用価値であります。使用価値については、将

来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて算定し

ております。

特許関連については、当初想定していた収益の見込

みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。

また、本社資産等については、本社・東京事業所の

移転予定に伴い、今後の使用の見通しが立たなく

なった建物、機械及び装置並びに工具器具及び備品

の帳簿価額の全額を減損損失として特別損失に計上

しております。

※７．　　　　　　──────── ※７．役員退職慰労金打切支給

平成19年６月12日開催の報酬委員会及び取締役会に

おいて、平成19年６月21日開催の定時株主総会終結

時をもって、取締役及び執行役に対する役員退職慰

労金制度を廃止し、それに代わる報酬の一部として、

株式報酬型ストックオプションを導入することを決

議いたしました。併せて廃止時点まで在任する取締

役及び執行役に対しては、その廃止時点までの期間

にあたる役員退職慰労金を退任時に支給する旨を決

議いたしました。それに伴い、当該打切支給額を計

上したものであります。
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（株主資本等変動計算書関係）

第69期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 67,996 4,051,322 68 4,119,250

合計 67,996 4,051,322 68 4,119,250

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

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

第70期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式（注） 4,119,250 413 500,016 3,619,647

合計 4,119,250 413 500,016 3,619,647

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加413株は、単元未満株式の買取りによる増加413株であり、減少500,016株は、

取締役会決議による自己株式の処分による減少500,000株、単元未満株式の買増請求による減少16株であります。
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（リース取引関係）

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 (1)借主側

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

 (1)借主側

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

工具器具及び
備品

3,581 2,065 1,515

ソフトウェア 1,405 723 681

合計 4,986 2,789 2,197

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却
累計額相
当額
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

機械及び装置 116 33 83

工具器具及び
備品

2,807 1,493 1,313

ソフトウェア 1,299 806 492

合計 4,223 2,333 1,889

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額

１年内 877百万円

１年超 1,372百万円

合計 2,250百万円

１年内 750百万円

１年超 1,173百万円

合計 1,924百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

 支払リース料 1,134百万円

 減価償却費相当額 1,083百万円

 支払利息相当額 45百万円

 支払リース料 993百万円

 減価償却費相当額 949百万円

 支払利息相当額 39百万円

④減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

④減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

⑤利息相当額の算定方法

同左
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2)貸主側 (2)貸主側

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 261百万円

１年超 639百万円

合計 901百万円

 

１年内 336百万円

１年超 736百万円

合計 1,072百万円

 

 (注)　上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。

　なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。

 

同左

 

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 　　未経過リース料

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 

 　　未経過リース料

１年内 0百万円

１年超 0百万円

合計 0百万円

１年内 －百万円

１年超 －百万円

合計 －百万円

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）及び当事業年度（平成20年３月31日）における子会社株式で時価のあるものは

ありません。

栄研化学㈱（4549）　平成 20 年３月期決算短信

－ 58 －



（税効果会計関係）

第69期
（平成19年３月31日）

第70期
（平成20年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（単位　百万円）

繰延税金資産

未払事業税 34

賞与引当金 226

研究開発費 110

会員権評価損 3

賞与引当金に係る社会保険料 29

たな卸資産評価損 43

その他 12

繰延税金資産　　合計 461

繰延税金負債  

前払年金費用 △369

その他有価証券評価差額金 △101

繰延税金負債　　合計 △471

繰延税金負債の純額 △9

（単位　百万円）

繰延税金資産

未払事業税 59

賞与引当金 263

貸倒損失 31

研究開発費 100

会員権評価損 3

賞与引当金に係る社会保険料 34

貸倒引当金 0

役員退職慰労金打切支給 166

その他 44

繰延税金資産　　合計 704

繰延税金負債  

前払年金費用 △436

圧縮記帳特別勘定積立金の積立 △518

その他有価証券評価差額金 △38

繰延税金負債　　合計 △993

繰延税金負債の純額 △288

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との

差異

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との

差異

（単位　％)

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 3.36

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △0.04

住民税等均等割額 1.59

試験研究費等の法人税額特別控
除 △5.19

その他 0.07

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 40.48

（単位　％)

法定実効税率 40.69

（調整）

交際費等永久に損金に算入され
ない項目 1.67

受取配当金等永久に益金に算入
されない項目 △0.40

住民税等均等割額 1.00

抱き合わせ株式消却益 △0.68

試験研究費等の法人税額特別控
除 △4.07

その他 0.32

税効果会計適用後の法人税等の
負担率 38.53
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（企業結合等関係）

    第69期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 　 　該当事項はありません。

 

 　 第70期（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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

　　　す。

 

（１株当たり情報）

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 892.03円

１株当たり当期純利益 46.58円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 966.82円

１株当たり当期純利益 98.25円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益

98.10

 

円

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。

 

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 1,080 1,946

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,080 1,946

期中平均株式数（千株） 23,204 19,810

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） － 29

（うち新株予約権） （－） （29）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要

－ －
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（重要な後発事象）

第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（企業結合等関係）

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、

平成19年４月１日を期して、当社の連結子会社である栄

研器材株式会社を吸収合併することを決議し、実施いた

しました。

①結合当事企業の内容及び企業結合の目的

栄研器材株式会社は当社の連結子会社であり、イン

ダストリー分野（食品・環境分野）向けの培地の製造

販売及びシャーレ等の器具類の販売を主な事業とし、

当社グループの重要な位置付けにあります。今後、当

社グループとして細菌検査用試薬（培地）事業のさら

なる拡大を図るため、国内における一貫生産体制を構

築するとともに、子会社の開発・生産・営業の人材・

ノウハウ・情報等を当社に一体化することにより経営

資源の効率的な活用、顧客情報の迅速な反映が図れる

と判断いたしました。 

②企業結合日

平成19年４月１日

③企業結合の法定形式

当社を存続会社とする吸収合併方式で、栄研器材株

式会社を解散いたしました。なお、当社は栄研器材株

式会社の全株式を所有しているので、合併による新株

の発行及び資本金の増加は行っておりません。

④結合後企業の名称

栄研化学株式会社

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳

　　 (平成19年３月31日現在)　 　　　(単位：百万円)

（自己株式の消却）

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会において、

会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決議い

たしました。

①消却の理由

機動的な資本政策遂行の一環として、資本効率の向

上と株主への利益還元を図るため。

②消却する株式の種類

普通株式

③消却する株式の数

2,000,000株

④消却予定日

平成20年５月９日

⑤消却後の発行済株式総数

21,770,719株

区　　分 金　額 区　　分 金　額 

流動資産 1,853 流動負債 2,167

固定資産 882 固定負債 102

  負債合計 2,269

  純資産合計 466

資産合計 2,735 負債純資産

合計 

2,735

⑥被結合企業の直近期の業績

　　 (平成19年３月期)　 　　　　　　(単位：百万円)

区　　分 金　　額

売上高 3,991

営業利益 23

経常利益 35

当期純利益 0
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第69期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第70期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

⑦実施した会計処理の概要

「企業結合に係る会計基準（企業会計審議会　平成15

年10月31日）三、４．共通支配下の取引等の会計処理」

に基づいております。なお、受け入れた純資産と同社

株式（抱き合わせ株式）の帳簿価額との差額を特別利

益として52百万円計上する予定であります。
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６．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

該当事項はありません。

②その他の役員の異動

・新任取締役候補

取締役　　　髙坂勇造（現　常務執行役社長付）

社外取締役　入澤武久（現　弁護士）

・退任予定取締役

取締役　　　石橋嘉一郎

　　社外取締役　入澤洋一　

 ③就任予定日

 平成20年６月20日

 

(2）生産、受注及び販売の状況

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

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

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

これにより、当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントとなるため、当連結会計年度より生産、受注及び販

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

いては、前連結会計年度の製品の種類別区分の集計が困難なため合計のみを記載しております。

 

①生産実績

 　当連結会計年度における生産実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤（百万円） 4,055 －

一般検査用製剤（百万円） 2,216 －

免疫血清学的検査用製剤（百万円） 6,125 －

生化学的検査用製剤（百万円） 187 －

器具・食品環境関連培地（百万円） 1,483 －

その他（百万円） 215 －

合計（百万円） 14,284 79.8

 （注）１．金額は、売価換算値で表示しております。

　　   ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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②商品仕入実績

 　当連結会計年度における商品仕入実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤（百万円） 349 －

一般検査用製剤（百万円） 2 －

免疫血清学的検査用製剤（百万円） 4,645 －

生化学的検査用製剤（百万円） 294 －

器具・食品環境関連培地（百万円） 1,072 －

その他（百万円） 1,534 －

合計（百万円） 7,899 103.2

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

③受注状況

 　生産計画による見込生産を行っているため、受注生産は行っておりません。

 

④販売実績

 　当連結会計年度における販売実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当連結会計年度

（自　平成19年４月１日
　　至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

細菌学的検査用製剤（百万円） 4,421 98.9

一般検査用製剤（百万円） 1,990 107.3

免疫血清学的検査用製剤（百万円） 12,958 105.8

生化学的検査用製剤（百万円） 972 90.7

器具・食品環境関連培地（百万円） 2,765 99.3

その他（百万円） 2,114 95.2

合計（百万円） 25,223 102.3

 （注）本表の金額には、消費税は含まれておりません。
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