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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 143,299 4.4 14,795 1.9 15,456 2.7 8,297 △1.8

19年３月期 137,208 △0.8 14,523 9.3 15,044 10.0 8,447 4.7

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 137 61 137 42 9.9 12.3 10.3

19年３月期 140 40 140 07 10.7 12.3 10.6

（参考）①持分法投資損益 20年３月期 221百万円 19年３月期 141百万円

 　　   ②売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

(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 128,575 86,027 66.6 1,430 46

19年３月期 122,034 82,762 67.3 1,361 65

（参考）自己資本 20年３月期 85,677百万円 19年３月期 82,108百万円

(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 21,794 △12,014 △7,620 23,501

19年３月期 12,733 △11,281 △5,531 21,286

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 －  16 00 －  16 00 32 00 1,928 22.8 2.4

20年３月期 －  22 00 －  22 00 44 00 2,644 32.0 3.2

21年３月期（予想） －  26 00 －  26 00 52 00 － 33.5 －

 （注）平成20年５月23日開催の取締役会において、普通株式の配当に関する事項について決議を予定しております。

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

72,900 3.7 7,850 0.8 8,050 △1.2 4,350 4.8 72 63

通期 147,000 2.6 16,500 11.5 16,800 8.7 9,300 12.1 155 27
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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）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、16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」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 61,040,066株 19年３月期 60,839,566株

②　期末自己株式数 20年３月期 1,145,117株 19年３月期 539,289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、28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

　　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）

営業収益 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 3,420 13.2 2,538 11.2 2,527 11.5 2,506 12.3

19年３月期 3,022 △60.2 2,281 12.3 2,266 4.1 2,233 22.9

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 41 57 41 52

19年３月期 37 12 37 03

（参考）営業収益、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率を示しております。

(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 78,536 50,617 64.3 843 14

19年３月期 61,046 51,519 84.3 853 72

（参考）自己資本 20年３月期 50,500百万円 19年３月期 51,479百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。業績予測の前提となる仮定及び業績予測のご利用にあたっての注意事項等につきましては、

添付資料の４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

1.当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、いざなぎ景気を超える戦後最長の景気上昇を記録したものの、個人消費の

本格的回復を伴わない、盛り上がりに欠けた状況で終始しました。更に資源価格の高騰、政治の不安定化、サブプラ

イムローン問題の深刻化に起因する米国経済の急減速と円高の進行など、さまざまな要因が重なって、期末にかけて

景気動向は不透明感を増しております。

臨床検査業界におきましては、診療報酬の改定年度に当たらず価格引下げの影響は比較的緩やかに推移いたしました

が、増加する医療費の抑制のための医療制度改革が引き続き進められ、同業他社とのシェア争いも激しさを増し、厳

しい事業環境が継続しております。

このような状況の下、当社グループといたしましては、昨年５月に発表した第二次中期計画における初年度の目標達

成に向け、経営諸施策に積極的に取り組み、業績の向上に努めてまいりました。

  これらの結果といたしまして、当連結会計年度の売上高は 143,299百万円（前期比4.4％増）となりました。

  臨床検査薬事業、受託臨床検査事業およびその他の事業のいずれのセグメントにおきましても業績は堅調に推移し、

対前期比で増収となりました。

  利益面では、臨床検査薬事業におけるプロダクトミックスの影響により売上原価率が上昇いたしましたが、受託臨

床検査事業における事業再編等の施策による業務効率化が進行し、営業利益 14,795百万円（前期比1.9％増）、経常

利益 15,456百万円（前期比2.7％増）、当期純利益 8,297百万円（前期比1.8％減）となりました。

  なお、特別損益項目では、株式会社エスアールエル関西の経営改善に伴う費用として希望退職割増金等 599百万円

およびラボ再編等に係る費用として 276百万円を特別損失に計上しております。

  以下、事業別の概況をご報告申しあげます。

2.事業の種類別セグメントの状況

■臨床検査薬事業

　中核製品であるCL-EIA系製品群のシステムラインに、日本赤十字社の次世代感染症検査システムとして採用いただ

いた「全自動化学発光酵素免疫測定装置CL4800」が加わり、「ルミパルス PrestoⅡ（プレストⅡ）」および「ルミパ

ルスS（エス）」とともに市場への設置が堅調に推移し、専用試薬である感染症、癌およびホルモン関連の検査用試薬

等も販売が堅調に推移いたしました。また、海外におけるフジレビオダイアグノスティックス社（米国）の売上高も

増加いたしましたが、インフルエンザ検査用試薬は、明治製菓株式会社への販売委託を開始したものの、流行が例年

に比べ短期間に収束したことから売上高はほぼ前期実績並みとなりました。これらの結果、売上高は 32,730百万円

（前期比8.7％増）となりましたが、プロダクトミックスの影響による売上原価の増加およびCL4800などのシステム機

器開発費用が増加したことにより、営業利益は 7,174百万円（前期比1.2％減）となりました。

 

■受託臨床検査事業

　営業拡販施策の推進および麻疹、風疹の流行による検査受託増ならびに病院検査室運営受託件数の増加により、売

上高は90,208百万円（前期比2.2％増）、営業利益は5,670百万円（前期比7.5％増）となりました。

  また、昨年６月に実施した株式会社エスアールエルによる株式会社シオノギバイオメディカルラボラトリーズ（社

名変更後：株式会社エスアールエル関西）の完全子会社化により、一般汎用検査を中心とする関西地域の中核ラボと

しての再編を進めて参りましたが、平成20年４月１日をもって同社を吸収合併し、みらかグループの受託臨床検査事

業は株式会社エスアールエルに完全統合されることとなりました。今後は、より迅速かつ高品質な検査サービスが全

国統一基準に基づいて提供できることとなり、更なる業務効率化およびコスト削減を進めてまいります。

 

■その他の事業

　滅菌事業につきましては、継続して受託病院の新規獲得および業務効率の向上に努めた結果、売上高は 9,970百万

円（前期比11.3％増）となりました。

  治験事業につきましては、新規受注案件の獲得が進むとともに、既受注案件の治験も堅調に推移したことから、売

上高は 5,444百万円（前期比19.6％増）となりました。

  これらの結果、その他の事業の売上高は20,359百万円（前期比8.1％増）、営業利益は2,018百万円（前期比8.5％

増）となりました。
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    3.次連結会計年度の見通し

  平成20年度の臨床検査業界におきましては、診療報酬の改定による検査点数の引き下げ幅が比較的緩やかなものと

なりましたが、同業他社との競争は一段と激しさを増し、厳しい市場環境が継続するものと思われます。

  このような事業環境が予測されるなか、当社グループといたしましては、最高品質とお客様優先をキーワードに、

コア事業である臨床検査薬事業と受託臨床検査事業の更なる成長を実現すべく経営諸施策をスピード感をもって推進

し、昨年5月に発表した第二次中期計画の達成に向けて鋭意取り組んでまいる所存であります。

  グループ全体における次連結会計年度の業績につきましては、売上高1,470億円、営業利益165億円、経常利益168億

円、当期純利益93億円を見込んでおります。

  なお、業績の見通しにつきましては、現時点で入手可能な情報に基づいて判断した見通しであるため、実際の業績

はこれと異なることがあります。　

 

(2）財政状態に関する分析 

　当連結会計年度末の現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,215百万円増

加し、23,501百万円となりました。

　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）

　当連結会計年度において営業活動により得られた資金は、21,794百万円（前期比71.2％増）となりました。この

主な要因は、税金等調整前当期純利益が14,183百万円、非資金支出項目である減価償却費が9,222百万円および仕入

債務の増加が2,521百万円あった一方、売上債権の増加が973百万円、たな卸資産の増加が790百万円および法人税等

の支払が3,772百万円あったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において投資活動により使用した資金は、12,014百万円（前期比6.5％増）となりました。この主

な要因は、有形固定資産の取得による支出6,960百万円、無形固定資産の取得による支出4,378百万円および子会社

株式の取得による支出1,369百万円があったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において財務活動により使用した資金は、7,620百万円（前期比37.8％増）となりました。この主

な要因は、株式の発行による収入が232百万円あった一方、短期借入金および長期借入金の返済による支出が4,087

百万円、自己株式の取得による支出1,427百万円および配当金の支払が2,286百万円あったためであります。

キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 （％） 61.4 67.3 66.6

時価ベースの自己資本比率 （％） 117.1 122.0 121.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） 67.7 57.2 14.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 116.6 113.3 295.2

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊　株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後期末発行株式総数により算出しております。

＊　営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。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払っているすべての

負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

を使用しております。
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(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要施策の一つとして位置付けており、連結配当性向を重視しつつ、中長

期的な業績および財務状況の見通しをも総合的に勘案し、安定的かつ継続的な配当を実施することを基本としており

ます。

　当期の期末配当金は１株につき22円とし、中間配当と合わせた年間配当は44円を予定しております。

  内部留保金は、中長期的な成長につながる事業投資として、主に研究開発および事業基盤強化、海外展開基盤整備

などの資金に充当してまいります。

  なお、次期配当金につきましては、１株につき年間52円（中間配当金26円、期末配当金26円）を予定しております。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、純粋持株会社であるみらかホールディングス株式会社（以下、「当社」という）と富士レビオ株式

会社、株式会社エスアールエルおよびそれぞれの関連子会社より構成されており、臨床検査薬の製造・販売、臨床検査

の受託とその他のヘルスケア関連の事業を行っております。

  当社グループの事業内容および各会社の当該事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

（臨床検査薬事業）

　富士レビオ株式会社は、臨床検査薬の製造・販売を行っており、国内および海外の代理店を通じて、医療機関および

受託臨床検査会社等へ販売しております。株式会社テイエフビーは、フジレビオ ダイアグノスティックス社（米国）等

から輸入した商品の他、富士レビオ株式会社で製造した製品および他社商品を国内の代理店を通じて、医療機関等へ販

売しております。レビオ・ジェン株式会社は、主として米国のジェンプローブ社よりライセンス導入した核酸臨床検査

薬を取り扱っており、その輸入および販売業務を富士レビオ株式会社に委託しております。

　海外では、台富製薬股份有限公司（台湾）は、自社で製造した製品ならびに富士レビオ株式会社より輸入した製品を

現地の医療機関等へ販売するとともに、臨床検査薬原料の一部を加工し、富士レビオ株式会社に輸出供給しております。

フジレビオ ダイアグノスティックス社は、一部の臨床検査薬を富士レビオ株式会社から輸入し、また自社で製造した放

射性同位元素を用いた製品および癌関連臨床検査薬の抗原・抗体等を全世界の臨床検査薬会社等に販売しております。

フジレビオ アメリカ社（米国）は、フジレビオ ダイアグノスティックス社の全株式を保有する持株会社であります。

　なお、富士レビオ株式会社は、本年３月31日付で、株式会社先端生命科学研究所の発行済株式総数の75％を取得する

とともに、本年４月１日付をもって、レビオ・ジェン株式会社を吸収合併いたしました。

　また、フジレビオ ダイアグノスティックス社は、本年４月１日付で、アメリカンバイオロジカルテクノロジーズ社

（米国）の全株式を取得いたしました。

（受託臨床検査事業）

　株式会社エスアールエルは、主に大規模病院を中心とした医療機関から特殊検査を受託しており、また、地域の中小

規模の病院および診療所から一般検査と特殊検査を受託しております。

　なお、株式会社エスアールエルは、昨年６月１日付で、株式会社シオノギバイオメディカルラボラトリーズ（名称変

更後：株式会社エスアールエル関西）の残株式全てを取得し、本年４月１日付をもって同社を吸収合併いたしました。

　周辺事業としては、医療機関内の臨床検査室の運営受託、検体輸送業務、検査施設の庶務等の業務、検査システムの

保守・管理および開発業務、検査機器システムの保守・管理および開発業務等のサービスを行っております。

（その他の事業）

　滅菌事業は、主に大規模病院内の医療用具・器材・手術用の器具等を回収し、洗浄・消毒・滅菌を行い各診療部門へ

供給するサービスであり、治験事業は医薬品開発（治験）における治験検査の受託および支援であります。また、健診

機関業務の請負や健康管理の栄養指導等のコンサルティング、診療所の開設・運営の支援、介護用品のレンタル等の事

業も行っております。

　以上のように当社グループは、臨床検査という事業領域を中核としながら、各社がそれぞれ有機的かつ補完的な関係

性にあり、事業系統図によって示すと次のとおりであります。
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事業系統図

 

その他 非連結子会社で持分法非適用会社  １社 

（滅菌事業） 

（治験事業） 

（その他） 

(検査サービス) 

(サービス) 

ケアレックス㈱ 

み 

ら 

か 

ホ 

ー 

ル 

デ 

ィ 

ン 

グ 

ス 
㈱ 

顧                

客 
臨床検査薬事業 

富士レビオ㈱ 

レビオ・ジェン㈱ 

フジレビオ アメリカ社 
フジレビオ ダイアグノスティックス社 

（米国） 

 

台富製薬股份有限公司 
フジレビオ ダイアグノスティックス社 

（スウェーデン） 

 

受託臨床検査事業 

その他の事業 

㈱エスアールエル 

㈱エスアールエル・ラボ・クリエイト ㈱エスアールエル関西  

㈱エスアールエルテクノシステム 

㈱プレアード ㈱エスエスシー 

㈱フォーネット 

日本ステリ㈱ 

㈱ヘルスサービス長野 

㈱エスアールエル・メディサーチ 

ウエルクリニックス㈱ ㈱ヒューマンヘルスプロモーション 

九州ステリ㈱ 

㈱あすも臨床薬理研究所 

㈱テイエフビー 

(商品・製品) 

(商品・製品) 

   連結子会社         持分法適用会社   

    持分法非適用関連会社       １社 

㈱先端生命科学研究所 

（注）１．㈱先端生命科学研究所は、株式の取得により連結子会社となりました。

２．その他持分法非適用関連会社（バイオ・ラッド 富士レビオ㈱）は、全株式を売却したことにより関連会社ではなくなりました。

３．㈱エスアールエル関西（旧社名：㈱シオノギバイオメディカルラボラトリーズ）および㈱あすも臨床薬理研究所（旧社名：㈱日本

臨床薬理研究所）は、それぞれ平成19年８月１日に社名を変更しました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社グループは「製品とサービスにおける新しい価値の創造を通じて、健康で豊かな社会作りと世界の医療に貢献

します。」という経営理念のもと、次のような経営方針をもって事業活動を行っております。

＜経営方針＞

・顧客ニーズに応えることを最優先とし、高品質な商品、情報、サービスを提供します。

・環境保全に万全を尽くし、地域社会と良好な関係維持に努めます。

・社員一人ひとりの個性を伸ばし、公平な機会と公正な評価による働きがいのある明るい職場づくりを目指します。

・誠実で健全な経営を行い、ステークホルダーの信頼に応えます。 

(2）中長期的な経営戦略および対処すべき課題

  当社グループは、富士レビオ株式会社と株式会社エスアールエルの経営統合および平成17年７月のみらかホールディ

ングス株式会社の発足以来、経営統合時に策定した中期事業施策を着実に実行し、「高収益体質企業への変革」を優

先課題として取り組んでまいりました。また、昨年５月には当社グループの中核的事業である臨床検査薬事業、受託

臨床検査事業の更なる拡大・成長を図るべく第二次中期計画を策定し、その実現に向け日々経営諸課題に果敢に取り

組んでおります。臨床検査薬事業におきましては、株式会社先端生命科学研究所およびアメリカンバイオテクノロジー

ズ社の株式取得など、国内外における事業展開を着実に進めるとともに、検査システムおよび製品のパイプライン強

化にも努めてまいりました。今後は、これらの経営資源を有効に活用し、海外展開をより加速するための開発活動を

推進するとともに、欧州、米国、アジアにおける拠点および基盤整備を引き続き進めてまいります。受託臨床検査事

業におきましては、受託臨床検査会社の完全統合を実現し、営業力強化および業務の再編による収益性の向上と効率

的な受託体制の整備を進めてまいります。

　また、その他の事業におきましては、事業の選択と集中による収益力の強化を推進しております。

　当社グループを取り巻く事業環境は想定を上回る厳しさで推移し、今後予想される医療制度改革の影響と企業間競

争の激化を勝ち抜くためには、臨床検査薬事業の海外事業展開、受託臨床検査薬事業の国内シェアアップ、滅菌およ

び治験事業の更なる強化を図ることが極めて重要な課題と認識しております。今後も、第二次中期計画を必達目標と

して、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を実現してまいります。

(3）環境・品質に関する施策

  当社グループは、環境保全・改善に万全をつくし、自然および地域社会との共生に努めるとともに、お客様に選ば

れ愛される企業グループであり続けるために、国際規格ＩＳＯ 14001認証のもと、各種の環境活動に取り組んでおり

ます。

　一方、商品品質では、富士レビオ株式会社において、国際規格ＩＳＯ 9001、ＩＳＯ 13485、ＣＥマーキングの認証

のもと、品質マネジメントシステムの維持向上を目指しております。

　また、株式会社エスアールエルにおいて、米国臨床病理協会（ＣＡＰ）、財団法人日本適合性認定協会（ＪＡＢ）

の臨床検査室認定制度（ＩＳＯ 15189）の認証のもと、お客様にご安心いただけるサービスを提供できるよう、品質

の向上を追求し続けております。
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   21,246   17,401  △3,844

２．受取手形及び売掛金   26,444   27,295  851

３．有価証券   40   6,283  6,243

４．たな卸資産   9,278   9,913  635

５．繰延税金資産   2,409   2,904  495

６．その他   2,405   2,089  △316

　　貸倒引当金   △147   △205  △57

流動資産合計   61,676 50.5  65,682 51.1 4,006

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  38,623   39,752    

減価償却累計額  24,863 13,759  26,105 13,646  △113

(2）機械装置及び運搬具  8,848   9,173    

減価償却累計額  7,228 1,619  7,423 1,750  130

(3）工具器具及び備品  37,039   39,466    

減価償却累計額  28,734 8,305  30,401 9,064  759

(4）土地   7,668   7,623  △44

(5）建設仮勘定   2,347   2,363  16

有形固定資産合計   33,700 27.6  34,449 26.8 748

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   6,665   8,404  1,738

(2）のれん   2,975   3,224  249

(3) その他　   4,385   4,455  69

無形固定資産合計   14,026 11.5  16,083 12.5 2,057

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   5,081   3,687  △1,394

(2）繰延税金資産   3,149   3,877  727

(3）その他   4,566   4,975  408

　　貸倒引当金   △166   △179  △12

投資その他の資産合計   12,630 10.4  12,359 9.6 △271

固定資産合計   60,357 49.5  62,892 48.9 2,534

資産合計   122,034 100.0  128,575 100.0 6,540
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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）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．支払手形及び買掛金   8,139   10,593  2,453

２．短期借入金   3,793   1,356  △2,437

３．未払金   6,005   7,252  1,246

４．未払法人税等   2,068   4,503  2,434

５．賞与引当金   3,221   3,727  505

６．その他   3,569   3,867  297

流動負債合計   26,799 22.0  31,300 24.3 4,500

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   3,447   1,797  △1,650

２．退職給付引当金   7,174   7,388  214

３．役員退職慰労引当金   80   26  △53

４．繰延税金負債   －   457  457

５．その他   1,770   1,577  △193

固定負債合計   12,472 10.2  11,247 8.8 △1,225

負債合計   39,271 32.2  42,547 33.1 3,275

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   7,547 6.2  7,663 5.9 116

２．資本剰余金   23,269 19.1  23,386 18.2 116

３．利益剰余金   51,346 42.1  57,351 44.6 6,004

４．自己株式   △802 △0.7  △2,229 △1.7 △1,426

　　株主資本合計   81,361 66.7  86,171 67.0 4,810

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額
金

  670 0.5  136 0.1 △533

２．為替換算調整勘定   76 0.1  △631 △0.5 △707

　　評価・換算差額等合計   746 0.6  △494 △0.4 △1,241

Ⅲ　新株予約権   39 0.0  117 0.1 77

Ⅳ　少数株主持分   614 0.5  232 0.2 △381

純資産合計   82,762 67.8  86,027 66.9 3,264

負債純資産合計   122,034 100.0  128,575 100.0 6,540
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   137,208 100.0  143,299 100.0 6,090

Ⅱ　売上原価   86,954 63.4  92,055 64.2 5,100

売上総利益   50,253 36.6  51,243 35.8 989

Ⅲ　販売費及び一般管理費   35,729 26.0  36,448 25.5 718

営業利益   14,523 10.6  14,795 10.3 271

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  67   95    

２．受取配当金  99   54    

３．持分法による投資利益  141   221    

４．業務受託収入  113   98    

５．保険配当金収入  90   －    

６．その他  233 745 0.6 361 831 0.6 85

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  109   74    

２．投資事業持分損失  25   －    

３．貸与資産関係諸費用  42   45    

４．コミットメントフィー  23   20    

５．その他  24 224 0.2 30 170 0.1 △54

経常利益   15,044 11.0  15,456 10.8 411

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  35   45    

２．投資有価証券売却益  46   101    

３．貸倒引当金戻入益  43   －    

４．その他  13 139 0.1 14 162 0.1 22

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  258   278    

２．固定資産売却損  1   17    

３．事業構造改善費用  313   276    

４．特別退職金等  －   599    

５．その他  234 807 0.6 263 1,435 1.0 628

税金等調整前当期純利益   14,377 10.5  14,183 9.9 △194

法人税、住民税及び事業税  5,793   6,315    

法人税等調整額  118 5,912 4.3 △454 5,860 4.1 △52

少数株主利益   17 0.0  25 0.0 8

当期純利益   8,447 6.2  8,297 5.8 △150

         

みらかホールディングス㈱（4544）平成 20 年３月期 決算短信

－ 11 －



(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）

7,300 23,022 44,947 △783 74,487

連結会計年度中の変動額

新株の発行 246 246   493

剰余金の配当（注）１   △1,077  △1,077

剰余金の配当   △963  △963

役員賞与（注）２   △8  △8

当期純利益   8,447  8,447

自己株式の取得    △19 △19

自己株式の処分  0  0 1

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）

246 247 6,398 △19 6,873

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,547 23,269 51,346 △802 81,361

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

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

903 37 940 － 607 76,036

連結会計年度中の変動額

新株の発行      493

剰余金の配当（注）１      △1,077

剰余金の配当      △963

役員賞与（注）２      △8

当期純利益      8,447

自己株式の取得      △19

自己株式の処分      1

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△233 39 △194 39 7 △147

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△233 39 △194 39 7 6,726

平成19年３月31日　残高
（百万円）

670 76 746 39 614 82,762

 （注）１．平成18年５月の取締役会決議における利益処分項目であります。

 　　　２．連結子会社における平成18年６月の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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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）

7,547 23,269 51,346 △802 81,361

連結会計年度中の変動額

新株の発行 116 116   232

剰余金の配当   △2,292  △2,292

役員賞与（注）   △0  △0

当期純利益   8,297  8,297

自己株式の取得    △1,427 △1,427

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）

116 116 6,004 △1,426 4,810

平成20年３月31日　残高
（百万円）

7,663 23,386 57,351 △2,229 86,171

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

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）

670 76 746 39 614 82,762

連結会計年度中の変動額

新株の発行      232

剰余金の配当      △2,292

役員賞与（注）      △0

当期純利益      8,297

自己株式の取得      △1,427

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）

△533 △707 △1,241 77 △381 △1,545

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△533 △707 △1,241 77 △381 3,264

平成20年３月31日　残高
（百万円）

136 △631 △494 117 232 86,027

 （注）在外連結子会社における平成19年６月の定時株主総会決議における利益処分項目であります。
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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  14,377 14,183

減価償却費  8,564 9,222

のれん償却額  484 426

賞与引当金の増減額
（△は減少額）

 △108 50

退職給付引当金の増減額
（△は減少額）

 △1,181 122

貸倒引当金の増減額
（△は減少額） 

 △59 77

受取利息及び受取配当金  △166 △149

持分法による投資損益
（△は利益）

 △141 △221

支払利息  109 74

固定資産除却損  258 278

売上債権の増減額
（△は増加額）

 △332 △973

たな卸資産の増減額
（△は増加額）

 △906 △790

その他流動資産の増減額
（△は増加額）

 △301 483

仕入債務の増減額
（△は減少額）

 △622 2,521

未払消費税等の増減額
（△は減少額）

 △490 －

その他流動負債の増減額
（△は減少額）

 － 132

その他  98 32

小計  19,581 25,470

利息及び配当金の受取額  167 170

利息の支払額  △112 △73

法人税等の支払額  △6,902 △3,772

営業活動によるキャッシュ・フロー  12,733 21,794
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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    

有形固定資産の取得による支出  △6,549 △6,960

無形固定資産の取得による支出  △3,637 △4,378

投資有価証券の売却による収入  － 605

子会社株式の取得による支出  － △443

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得による支出

 △1,386 △469

連結の範囲の変更を伴う子会社
株式の取得に対する前期未払い
分の支払いによる支出

 － △457

その他  292 88

投資活動によるキャッシュ・フロー  △11,281 △12,014

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
（△は純減少額）

 △100 △2,330

長期借入金の返済による支出  △3,712 △1,757

配当金の支払額  △2,029 △2,286

株式の発行による収入  91 232

自己株式の取得による支出  － △1,427

その他  218 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー  △5,531 △7,620

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  13 55

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少額）

 △4,065 2,215

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  25,352 21,286

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  21,286 23,501
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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　　１９社

主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、　

㈱シオノギバイオメディカルラボラト

リーズ、日本ステリ㈱、㈱エスアール

エル・メディサーチ、㈱テイエフビ－、

フジレビオ　アメリカ社（米国）、フ

ジレビオ　ダイアグノスティックス社

（米国）

　（新規）　１社

フジレビオ　ダイアグノスティックス

社（スウェーデン）（株式の取得によ

る）

  （除外）　７社

㈱ティーエスエル（合併による）、㈱

エスアールエル北海道（合併による）、

㈱南信臨床検査研究所（合併による）、

㈱エスアールエル静岡（合併による）、

㈱生命情報分析センター（合併による）、

㈱エスアールエル西日本（合併による）、

㈱エスアールエル北陸（合併による）

(1）連結子会社の数　　２０社

主要な連結子会社

富士レビオ㈱、㈱エスアールエル、㈱

エスアールエル関西（旧社名　㈱シオ

ノギバイオメディカルラボラトリーズ）、

日本ステリ㈱、㈱エスアールエル・メ

ディサーチ、㈱テイエフビ－、フジレ

ビオ　アメリカ社（米国）、フジレビ

オ　ダイアグノスティックス社（米国）、

フジレビオ ダイアグノスティックス社

（スウェーデン)

　（新規）　１社

㈱先端生命科学研究所（株式の取得に

よる）

 

(2）非連結子会社の名称等

フジレビオ　ヨーロッパ社（オランダ）

 

(2）非連結子会社の名称等

同左

 

(3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由

　非連結子会社　フジレビオ　ヨー

ロッパ社は、小規模会社であり、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、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

範囲から除外しております。

(3）非連結子会社について、連結の範囲

から除いた理由

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．持分法の適用に関する事項 (1）持分法適用関連会社の数　３社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービス長

野、㈱日本臨床薬理研究所

  （除外）　１社

㈱メディヴァンス（株式の売却によ

る）

(2）持分法を適用していない非連結子会

社（フジレビオ　ヨーロッパ社）及び

関連会社（バイオ・ラッド　富士レビ

オ㈱他１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）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要

性がないため、持分法の適用範囲から

除外しております。

(1）持分法適用関連会社の数　３社

ケアレックス㈱、㈱ヘルスサービス長

野、㈱あすも臨床薬理研究所（旧社名

　㈱日本臨床薬理研究所）

  

(2）持分法を適用していない非連結子会

社（フジレビオ　ヨーロッパ社）及び

関連会社（フジ・エス・シー・バイオ

㈱）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）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外

しております。

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項

　連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。

　連結子会社のうち、㈱先端生命科学研

究所の決算日は12月31日であります。

　連結財務諸表の作成に当たって、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。 

４．会計処理基準に関する事項   

 (1）重要な資産の評価基準

　及び評価方法

（イ）有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）

（イ）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

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

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

　　主として移動平均法による原価法

　　なお、投資事業組合への出資（証

券取引法第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

　主として移動平均法による原価法

　　なお、投資事業組合への出資（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。　

  （ロ）デリバティブ

時価法

 （ロ）デリバティブ

同左

  （ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

主として移動平均法による原価法

 （ハ）たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

同左

製品・仕掛品

主として総平均法による原価法

製品・仕掛品

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）重要な減価償却資産の （イ）有形固定資産 （イ）有形固定資産

　減価償却の方法 　当社及び国内連結子会社は定率法を採

用し、在外連結子会社は定額法によって

おります。

　ただし、当社及び国内連結子会社は平

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

によっております。

　また、連結子会社であります富士レビ

オ㈱の工具器具及び備品のうち、機器シ

ステムリース用検査機器等については、

定額法によっております。

　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　　　　６～50年

機械装置及び運搬具　　４～15年

工具器具及び備品　　　２～20年

（会計方針の変更）

　連結子会社であります富士レビオ㈱

の工具器具及び備品のうち、機器シス

テムリース用検査機器等の減価償却の

方法は、従来、定率法によっておりま

したが、当連結会計年度より定額法に

変更しております。

　これは、定額である機器賃貸収入に

対して、減価償却費を平準的に期間配

分することにより、収益と費用のより

適切な対応を図るため変更したもので

あります。これによる損益に与える影

響は、軽微であります。

　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。

同左　

　

　

 

 

 

 

（会計方針の変更）

　当社及び国内連結子会社は、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

367百万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。

（追加情報） 

　当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。

　これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益は、それぞれ

196百万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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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）

  （ロ）無形固定資産 

　当社及び国内連結子会社は定額法を採

用し、在外連結子会社については、見積

耐用年数に基づく定額法によっておりま

す。 

　また、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

 （ロ）無形固定資産 

同左

　

  （ハ）長期前払費用

　当社及び国内連結子会社は支出の効果

が及ぶ期間で均等償却しており、在外連

結子会社については、定額法によってお

ります。

 （ハ）長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準 （イ）貸倒引当金 （イ）貸倒引当金 

 　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

同左

 （ロ）賞与引当金 

　国内連結子会社は、従業員の賞与支給

に備えるため、支給見込相当額を計上し

ております。

（ロ）賞与引当金 

同左

 （ハ）退職給付引当金 

　主要な国内連結子会社は、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、過去勤務債務（債務の減額）に

ついては、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年又は

10年）による定額法により費用処理して

おります。 

  また、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（５年又は

10年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 

（追加情報）

　一部の連結子会社は、平成19年３月

に適格退職年金制度及び退職一時金制

度の一部について確定拠出年金制度・

退職金前払制度の選択制へ移行し、

「退職給付制度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。本移行に伴

う影響額は、特別損失として75百万円

計上しております。

（ハ）退職給付引当金 

　主要な国内連結子会社は、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、過去勤務債務（債務の減額）に

ついては、その発生時の従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（５年又は

10年）による定額法により費用処理して

おります。 

  また、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（５年又は

10年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。 
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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）

 （ニ）役員退職慰労引当金

　主要な国内連結子会社は、役員の退職

慰労金支給に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。

（ニ）役員退職慰労引当金

　国内連結子会社の一部は、役員の退職

慰労金支給に備えるため、内規に基づく

当連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、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、在外連結子会社等の資産・負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益・費用は、期中平均相

場により円貨に換算し、為替差額は純資

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計上しております。

同左

 

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 （イ）ヘッジ会計の方法 

 　主として繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。

　なお、為替予約及び通貨スワップにつ

いては、振当処理の要件を満たしている

場合は振当処理を採用しております。

　また、特例処理の要件を満たしている

金利スワップについては、特例処理を採

用しております。

同左

 （ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段   ヘッジ対象 

 為替予約  外貨建輸出入取引

 通貨スワップ 外貨建輸出入取引

 金利スワップ 借入金

（ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左

 （ハ）ヘッジ方針 

　内規に基づき、為替相場変動リスク及

び金利変動リスクをヘッジしておりま

す。

　原則として、実需に基づくものを対象

としてデリバティブ取引を行っており、

投機目的のデリバティブ取引は行ってお

りません。 

（ハ）ヘッジ方針 

同左

 （ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象について、

個別取引毎のヘッジ効果を検証しており

ます。ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象

に関する元本・利率・期間等の重要な条

件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて

高いことから、ヘッジの有効性の判断は

省略しております。

（ニ）ヘッジ有効性評価の方法

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）

(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

　消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式によっております。

　消費税及び地方消費税の会計処理

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、全面時価評価法を採用しており

ます。

同左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれんの償却については、その個別案

件毎に判断し、20年以内の合理的な年数

で定額法により償却を行っております。

同左

７．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、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

連結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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は82,108百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。

（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」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

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」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５月31日）

を適用しております。

　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　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）

（連結貸借対照表）

　　「営業権」は、前連結会計年度まで、無形固定資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度から「のれん」と表示しております。

　なお、前連結会計年度末の「営業権」の金額は25百万

円であります。

　また、前連結会計年度において「連結調整勘定」とし

て区分掲記されていたものは、当連結会計年度から「の

れん」と表示しております。

　

（連結貸借対照表）

　　従来、「現金及び預金」に含めて表示しておりました

譲渡性預金は、「金融商品会計に関する実務指針」（日

本公認会計士協会　平成19年７月４日　会計制度委員会

報告第14号）及び「金融商品会計に関するQ＆A」（日本

公認会計士協会　平成19年11月６日　会計制度委員会）

が改正されたことに伴い、当連結会計年度より「有価証

券」として表示しております。

　なお、前連結会計年度末の「現金及び預金」に含まれ

ている譲渡性預金は、6,000百万円であります。

（連結損益計算書）　

１．「受取利息」及び「受取配当金」は、前連結会計年度

まで「受取利息及び受取配当金」として表示しておりま

したが、「受取配当金」が営業外収益の総額の100分の

10を超えたため、それぞれ区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「受取利息」及び「受

取配当金」の金額はそれぞれ52百万円、36百万円であり

ます。

２．「事業構造改善費用」は、前連結会計年度まで特別損

失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損

失の総額の100分の10を超えたため、区分掲記しまし

た。

　なお、前連結会計年度における「事業構造改善費用」

の金額は49百万円であります。

（連結損益計算書）　

　　前連結会計年度まで区分掲記しておりました「保険配

当金収入」（当連結会計年度78百万円）は、営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「そ

の他」に含めて表示することにしました。
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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）

（連結キャッシュ・フロー計算書）　

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「営業権償却

費」は、前連結会計年度において、「減価償却費」に含

めておりましたが、当連結会計年度から「のれん償却

額」と表示しております。

　なお、前連結会計年度の「営業権償却費」の金額は10

百万円であります。

　また、営業活動によるキャッシュ・フローの「連結調

整勘定償却額」と掲記されていたものは、当連結会計年

度から「のれん償却額」と表示しております。

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

売却益」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏

しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券売却益」は46百万円であります。

３．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等

の増減額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表

示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲

記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払消費税等の増加額」は158百万円であります。

４．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動負

債の増減額」は、当連結会計年度において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「その他流動負債の増加額」は138百万円であります。

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）　

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等

の増減額」は、当連結会計年度において金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めております。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払消費税等の増加額」は279百万円であります。

２．投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の売却による収入」は、前連結会計年度は「その他」に

含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「投資有価証券の売却による収入」は258百万円であり

ます。

３．投資活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「自己株式の取得による支出」は19百万円であります。
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（セグメント情報）

　前連結会計年度及び当連結会計年度のセグメント情報は、次のとおりであります。

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

 
臨床検査薬

事業
（百万円）

受託臨床
検査事業
（百万円）

その他
の事業

（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 30,103 88,266 18,838 137,208 － 137,208

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,050 1,848 109 5,008 (5,008) －

計 33,154 90,114 18,948 142,217 (5,008) 137,208

営業費用 25,893 84,841 17,087 127,822 (5,138) 122,684

営業利益 7,260 5,273 1,860 14,394 129 14,523

Ⅱ．資産、減価償却費及び

　　資本的支出
      

資産 39,034 78,662 6,785 124,483 (2,448) 122,034

減価償却費 2,391 5,867 293 8,553 11 8,564

資本的支出 2,234 5,872 106 8,212 1,059 9,272

　（注）１．事業区分の方法

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売

受託臨床検査事業 特殊臨床検査、一般臨床検査、医科学分析、病院検査室の運営

その他の事業
食品衛生検査、環境検査、健康商品・感染防止商品の販売、医療器具等の滅菌

サービス、治験支援、診療所開設・運営支援

２．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740百万円であり、これは持株会

社である当社で発生した費用であります。

３．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11,663百万円であり、これは持株会社である当

社での余資運用資金等であります。

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

５．会計方針の変更

（１）〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕４．（２）（イ）に記載のとおり、当連結会計年

度より、連結子会社であります富士レビオ㈱の工具器具及び備品のうち、機器システムリース用検査

機器等の減価償却の方法を、定率法から定額法に変更しております。これによるセグメント情報に与

える影響は、軽微であります。

なお、「臨床検査薬事業」以外の事業については、セグメント情報に与える影響はありません。

（２）〔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の適用指針」（企業会計基準第８号　平成17年12月27日）

を適用しております。

この変更に伴う「消去又は全社」の営業費用及び営業利益に与える影響は、軽微であります。
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６．事業区分の変更

事業区分については、従来、「臨床検査薬事業」、「受託臨床検査事業及び周辺事業」、「その他の事業」

の３事業に区分しておりましたが、セグメント情報を中心となる事業をより明瞭な区分となるよう、当連

結会計年度よりグループ内の管理区分を変更したため「受託臨床検査事業及び周辺事業」のうち、食品衛

生検査、環境検査、健康商品、感染防止商品については「その他の事業」に区分することとし、「臨床検

査薬事業」、「受託臨床検査事業」、「その他の事業」の３事業に区分することといたしました。

なお、当連結会計年度において、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメントは、以下のとお

りです。

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）

 
臨床検査薬

事業
（百万円）

受託臨床検
査事業及び
周辺事業
（百万円）

その他
の事業

（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 30,103 92,458 14,646 137,208 － 137,208

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,050 1,853 99 5,003 (5,003) －

計 33,154 94,311 14,746 142,212 (5,003) 137,208

営業費用 25,893 88,161 13,762 127,817 (5,133) 122,684

営業利益 7,260 6,149 983 14,394 129 14,523

Ⅱ．資産、減価償却費及び

　　資本的支出
      

資産 39,034 79,569 5,880 124,483 (2,449) 122,034

減価償却費 2,391 5,913 247 8,553 11 8,564

資本的支出 2,234 5,889 88 8,212 1,059 9,272

みらかホールディングス㈱（4544）平成 20 年３月期 決算短信

－ 25 －



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）

 
臨床検査薬

事業
（百万円）

受託臨床
検査事業
（百万円）

その他
の事業

（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 32,730 90,208 20,359 143,299 － 143,299

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
3,171 2,032 104 5,309 (5,309) －

計 35,902 92,241 20,464 148,608 (5,309) 143,299

営業費用 28,728 86,570 18,445 133,745 (5,241) 128,503

営業利益 7,174 5,670 2,018 14,863 (67) 14,795

Ⅱ．資産、減価償却費及び

　　資本的支出
      

資産 44,319 85,702 7,827 137,849 (9,274) 128,575

減価償却費 2,468 6,272 300 9,041 180 9,222

資本的支出 2,112 7,589 198 9,900 2,451 12,351

　（注）１．事業区分の方法

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売

受託臨床検査事業 特殊臨床検査、一般臨床検査、医科学分析、病院検査室の運営

その他の事業
食品衛生検査、環境検査、健康商品・感染防止商品の販売、医療器具等の滅菌

サービス、治験支援、診療所開設・運営支援

２．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1,113百万円であり、これは持株

会社である当社で発生した費用であります。

３．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29,154百万円であり、これは持株会社である当

社での余資運用資金等であります。

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

５．会計方針の変更（当連結会計年度）

〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕４．（２）（イ）に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、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。これにより各セグメントの営業利

益は、臨床検査薬事業において64百万円、受託臨床検査事業において287百万円、その他の事業において5百

万円、消去又は全社において9百万円減少しております。

６．追加情報（当連結会計年度）

〔連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項〕４．（２）（イ）に記載のとおり、当社及び国内連結

子会社は、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。

これにより各セグメントの営業利益は、臨床検査薬事業において82百万円、受託臨床検査事業において112

百万円、その他の事業において1百万円減少しております。
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ｂ．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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

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）

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

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）

　海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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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 1,361円65銭

１株当たり当期純利益金額 140円40銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
140円07銭

１株当たり純資産額 1,430円46銭

１株当たり当期純利益金額 137円61銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額
137円42銭

　（注）１．１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） 8,447 8,297

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） 8,447 8,297

期中平均株式数　　　　　　　　（株） 60,170,685 60,297,051

   

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　　　　　　　　（株） 140,627 83,330

（うち転換社債） (－) (－)

（うち新株予約権） (140,627) (83,330)

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

新株予約権

平成18年６月27日株主総会決議

① 株式の種類

普通株式

② 株式の数

159,000株

③ 行使時の払込金額

2,995円

④ 行使期間

平成20年７月１日から

平成24年６月30日まで

新株予約権

平成18年６月27日株主総会決議

① 株式の種類

普通株式

② 株式の数

159,000株

③ 行使時の払込金額

2,995円

④ 行使期間

平成20年７月１日から

平成24年６月30日まで

平成19年６月26日株主総会決議

① 株式の種類

普通株式

② 株式の数

176,100株

③ 行使時の払込金額

2,571円

④ 行使期間

平成21年７月１日から

平成25年６月30日まで

みらかホールディングス㈱（4544）平成 20 年３月期 決算短信

－ 28 －



　（注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度末

（平成19年３月31日)
当連結会計年度末

（平成20年３月31日)

純資産の部の合計額　　　　　（百万円） 82,762 86,027

純資産の部の合計額から控除する金額

　　　　　　　　　　　　　　（百万円）
654 350

（うち新株予約権） 39 117

　（うち少数株主持分） 614 232

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 82,108 85,677

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数　　　　　　　　（株）
60,300,277 59,894,949
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（重要な後発事象）

１．自己株式の取得

（１）自己株式の取得について

　当社は、平成20年３月６日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規程による定款の定め

に基づき、自己株式を取得することを決議し、自己株式の取得を実施いたしました。

①取得理由

 

資本効率の向上を図るとともに、経営環境に応じた機動的な資本政策

を可能とするため

②取得期間 平成20年３月11日から平成20年５月30日まで

③取得の方法 信託方式による市場取引

④取得する株式の種類 普通株式

⑤取得する株式の総数 1,800,000株（上限）

⑥株式の取得価額の総額 4,500百万円（上限）

（２）当連結会計年度における自己株式の取得の実施内容

①取得期間 平成20年３月18日から平成20年３月24日（約定ベース）

②取得する株式の総数 601,600株

③株式の取得価額の総額 1,416百万円

（３）翌連結会計年度における自己株式の取得の実施内容

①取得期間 平成20年４月１日から平成20年５月15日（約定ベース）

②取得する株式の総数 931,000株

③株式の取得価額の総額 2,302百万円

２．株式の取得

（１）株式取得について

　当グループ会社において、臨床検査薬事業を行っている富士レビオ株式会社の米国子会社であるフジレ

ビオ　ダイアグノスティックス社（Fujirebio Diagnostics,Inc.、本社：米国ペンシルバニア州、以下

「FDI」）が、American Biological Technologies,Inc.（本社：テキサス州、以下「AbT」）の全株式を取

得いたしました。

（２）株式取得の目的

　AbTは、臨床検査の精度管理に使用するコントロール製品および血清製品類等を米国で製造し、大手検査

薬企業などに提供しております。

　この度の株式取得により、AbTの製品群と生産ノウハウを富士レビオグループに取り込むことができ、

FDIが得意とする腫瘍マーカーの免疫学的検査に留まらず、より広い検査領域でのビジネス展開ができるも

のと考えております。

（３）株式取得日

　平成20年４月１日

（４）対象会社の概要

①設立 1988年

②本社所在地 940 Crossroads Blvd.Seguin,TX 78155,U.S.A.

③従業員数 28名

④事業規模（2007年12月期）

 金　額

 売上高 5,454千US＄ 

 営業利益 1,455千US＄ 

 資本金 100US＄ 

 総資産 2,711千US＄ 

（５）取得する株式の数および取得後の持分比率

取得する株式の数 100株

取得後の持分比率 100％
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（開示の省略について）

下記に掲げる注記事項については、重要性が大きくないため記載を省略しております。

・連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書に関する

注記事項等

・リース取引

・有価証券

・デリバティブ取引

・退職給付

・ストック・オプション等

・税効果会計

・関連当事者との取引

・企業結合等

みらかホールディングス㈱（4544）平成 20 年３月期 決算短信

－ 31 －



５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   7,233   10,142  2,909

２．売掛金   65   70  5

３．有価証券   －   6,100  6,100

４．貯蔵品   0   0  －

５．前払費用   12   68  55

６．未収収益   1   8  6

７．関係会社短期貸付金   2,485   3,660  1,174

８．未収入金   570   4,335  3,764

９．繰延税金資産   －   5  5

流動資産合計   10,369 17.0  24,391 31.1 14,022

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  31   31    

減価償却累計額  8 22  12 19  △3

(2）工具器具及び備品  26   318    

減価償却累計額  13 13  57 260  247

(3）建設仮勘定   58   －  △58

有形固定資産合計   94 0.1  279 0.3 185

２．無形固定資産         

(1）ソフトウェア   10   3,044  3,033

(2）ソフトウェア仮勘定   1,023   67  △955

無形固定資産合計   1,033 1.7  3,111 4.0 2,077

３．投資その他の資産         

(1）関係会社株式   49,382   49,382  －

(2）関係会社長期貸付金   －   901  901

(3）長期前払費用   －   0  0

(4）その他   166   468  302

投資その他の資産合計   49,549 81.2  50,753 64.6 1,204

固定資産合計   50,676 83.0  54,145 68.9 3,468

資産合計   61,046 100.0  78,536 100.0 17,490
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．未払金   37   265  228

２．未払費用   70   70  0

３．預り金   9,145   23,811  14,665

４．前受収益   －   722  722

５．繰延税金負債   4   －  △4

６．その他   18   42  23

流動負債合計   9,276 15.2  24,912 31.7 15,635

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   250   250  －

２．長期前受収益   －   2,756  2,756

固定負債合計   250 0.4  3,006 3.8 2,756

負債合計   9,526 15.6  27,919 35.5 18,392

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   7,547 12.4  7,663 9.7 116

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  23,269   23,385    

(2）その他資本剰余金  0   0    

資本剰余金合計   23,269 38.1  23,386 29.8 116

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  928   928    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  18,750   18,750    

繰越利益剰余金  1,786   2,001    

利益剰余金合計   21,464 35.1  21,679 27.6 214

４．自己株式   △802 △1.3  △2,229 △2.8 △1,426

株主資本合計   51,479 84.3  50,500 64.3 △979

Ⅱ　新株予約権   39 0.1  117 0.2 77

純資産合計   51,519 84.4  50,617 64.5 △901

負債純資産合計   61,046 100.0  78,536 100.0 17,490
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　営業収益         

  １．受取配当金  2,278   2,616    

  ２．経営指導料  744 3,022 100.0 804 3,420 100.0 398

Ⅱ　営業費用   740 24.5  882 25.8 142

営業利益   2,281 75.5  2,538 74.2 256

Ⅲ　営業外収益         

１．受取利息  13   90    

２．還付加算金  5   －    

３．その他  0 19 0.6 9 99 2.9 80

Ⅳ　営業外費用         

１．支払利息  11   87    

２．コミットメント
フィー 

 23   20    

３．その他  0 34 1.1 2 110 3.2 75

経常利益   2,266 75.0  2,527 73.9 260

税引前当期純利益   2,266 75.0  2,527 73.9 260

法人税、住民税及び事
業税

 26   30    

法人税等調整額  6 33 1.1 △9 20 0.6 △12

当期純利益   2,233 73.9  2,506 73.3 273
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計

特別償却
準備金

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）

7,300 23,022 － 23,022 928 0 18,750 1,593 21,272 △783 50,812

事業年度中の変動額

新株の発行 246 246  246       493

特別償却準備金の取崩し
（注）

     △0  0 －  －

剰余金の配当（注）        △1,077 △1,077  △1,077

剰余金の配当        △963 △963  △963

当期純利益        2,233 2,233  2,233

自己株式の取得          △19 △19

自己株式の処分   0 0      0 1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

           

事業年度中の変動額合計
（百万円）

246 246 0 247 － △0 － 193 192 △19 667

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,547 23,269 0 23,269 928 － 18,750 1,786 21,464 △802 51,479

新株
予約権

純資産
合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

－ 50,812

事業年度中の変動額

新株の発行  493

特別償却準備金の取崩し
（注）

 －

剰余金の配当（注）  △1,077

剰余金の配当  △963

当期純利益  2,233

自己株式の取得  △19

自己株式の処分  1

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

39 39

事業年度中の変動額合計
（百万円）

39 707

平成19年３月31日　残高
（百万円）

39 51,519

 （注）平成18年５月の取締役会決議における利益処分項目であります。
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当事業年度（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
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計別途

積立金
繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

7,547 23,269 0 23,269 928 18,750 1,786 21,464 △802 51,479

事業年度中の変動額

新株の発行 116 116  116      232

剰余金の配当       △2,292 △2,292  △2,292

当期純利益       2,506 2,506  2,506

自己株式の取得         △1,427 △1,427

自己株式の処分   0 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）

116 116 0 116 － － 214 214 △1,426 △979

平成20年３月31日　残高
（百万円）

7,663 23,385 0 23,386 928 18,750 2,001 21,679 △2,229 50,500

新株
予約権

純資産
合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

39 51,519

事業年度中の変動額

新株の発行  232

剰余金の配当  △2,292

当期純利益  2,506

自己株式の取得  △1,427

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）

77 77

事業年度中の変動額合計
（百万円）

77 △901

平成20年３月31日　残高
（百万円）

117 50,617
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