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平成 20 年８月４日 

各 位 

会 社 名 コ ス モ ･ バ イ オ 株 式 会 社
代 表 者 名 代表取締役社長 原 田 正 憲

（ＪＱ・コード番号：３３８６）
問 合 せ 先 取締役総務部長 田 中  知

（ TEL. 03-5632-9600）

 

特別損失の発生および平成 20 年 12 月中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ 
 
平成 20 年 12 月期の業績予想について、下記のとおり特別損失を計上するとともに、平成 20 年２月

14 日付「平成 19 年 12 月期 決算短信」にて発表いたしました業績予想を下記の通り修正いたします。 
 

記 
 
１．特別損失の計上について 

当社では、定期的に保有資産につき減損損失の可能性を確認いたしており、平成 20 年 12 月中間期
末時点で当社連結子会社である株式会社プライマリーセルの資産性を再評価いたしましたところ、株
式取得時の事業計画で想定していた収益に対し、進捗に遅れが見られること、計画との差異が大きい
こと等から、次のように特別損失を計上することといたしました。 
連結 のれんの減損損失   281 百万円 
個別 関係会社株式評価損 328 百万円 

 
２．平成 20 年 12 月期 連結業績予想の修正等 
（１）中間期（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日）            （百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 中間純損益 
前回予想（A） 3,020 206 191 89
今回修正（B） 2,970 298 306 △118
増減額（B－A） △50 92 115 △207
増減率 △1.7% 44.7% 60.3% －

前期実績（平成 19 年 12 月中間期） 3,107 429 376 202
 
（２）通期（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 年 12 月 31 日）            （百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純損益 
前回予想（A） 5,786 300 277 154
今回修正（B） 5,743 431 430 △39
増減額（B－A） △43 131 152 △193
増減率 △0.8% 43.7% 55.2% －

前期実績（平成 19 年 12 月期） 5,906 583 475 243
 
（３）修正の理由（連結） 

中間期における修正の理由は次のとおりです。 
売上高は計画を若干下回る 2,970 百万円となる見込みであります。 
当社は、為替レートを年間平均 113 円/ドルと見込んでおりましたが、期初の 114 円／ドルから

その後は円高傾向で推移し、当連結中間会計期間平均は 106 円/ドルとなりました。その結果、輸
入の多い当社では仕入原価が低下し、売上総利益は計画を上回る結果となる見込みです。 
販売費および一般管理費については経費節減に努めほぼ計画どおりとしたことから、営業利益

は、計画を 92 百万円（計画比 44.9％増）上回る 298 百万円を見込み、経常利益は計画を 115 百
万円（計画比 60.3％増）上回る 306 百万円を見込んでおります。 
上記１．特別損失の発生のとおり、連結子会社である株式会社プライマリーセルに係るのれん

の減損損失を計上するため、中間純損益は、計画を 207 百万円下回る 118 百万円の中間純損失と
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なる見込みであります。 
 

通期における修正の理由は次のとおりです。 
当社売上高の予想値については当初計画どおりとし、連結子会社である株式会社プライマリー

セルの下期計画値を若干下方修正したため、売上高は 5,743 百万円を見込んでおります。 
為替レートについては、当初想定していた通期平均 113 円／ドルから、実勢を踏まえ当下期（平

成 20 年 7 月１日～平成 20 年 12 月 31 日）平均 110 円／ドルに修正したため、売上総利益は当初
計画に比べ増加すると見込んでおります。 
販売費および一般管理費は更なる圧縮を盛り込み、営業利益は 431 百万円、経常利益は 430 百

万円を見込んでおります。 
特別損益は、中間期で計上するのれんの減損損失のとおりであり、以上の結果、当期純損益は、

39 百万円の損失となる見込みであります。 
なお、これらによる資産の健全性への影響は軽微であります。 

 
３．平成 20 年 12 月期 個別業績予想の修正等 
（１）中間期（平成 20 年１月１日～平成 20 年６月 30 日）            （百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期（中間）

純損益 
前回予想（A） 2,984 237 229 127
今回修正（B） 2,944 339 346 △124
増減額（B－A） △40 102 116 △252
増減率 △1.3% 43.2% 50.7% －

前期実績（平成 19 年 12 月中間期） 3,071 467 414 240
 
 
（２）通期（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日）            （百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純損益 
前回予想（A） 5,680 334 307 184
今回修正（B） 5,680 479 466 △49
増減額（B－A） 0 145 158 △233
増減率 0.0% 43.5% 51.7% －

前期実績（平成 19 年 12 月期） 5,847 669 563 331
 
（３）修正の理由（個別） 

個別決算につきましても、連結決算の修正理由と同様であります。 
中間期の業績見込みに基づき、想定為替レートの変更、販売費および一般管理費の圧縮を盛り

込み、関係会社株式評価損による特別損失は、中間期で計上したとおりであります。 
以上の結果、個別における中間期、通期の業績予想を修正いたしました。 

 
４．配当予想について 

平成20年2月14日に公表しましたとおり予想１株当たり期末配当金1,100円を予定しており、
配当予想の変更はありません。 
当期につきましては、前述のとおり、まことに恐縮ではありますが当期純損失を見込まざるを

得ない状況でありますが、今般の減損損失の発生は、当社の中長期的な収益構造に影響するもの
ではないと考えており、当期の通期配当（期末配当）は修正いたしません。 
 
 
 
 

 
以上 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述につきましては、当社が本資料の発表日時点

において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際
の業績等は今後様々な変動等により、記載の予想とは異なる場合があります。 


