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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 926 △11.0 △25 △247.2 △26 △316.2 216 ―

20年3月期第1四半期 1,041 0.4 17 △37.7 12 △53.7 6 △77.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 48.62 ―

20年3月期第1四半期 1.41 ―

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

21年3月期第1四半期 6,016 2,625 43.6 589.33
20年3月期 5,371 2,405 44.8 539.94

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,625百万円 20年3月期  2,405百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 1,771 △13.9 △30 △150.0 △38 △182.6 182 911.1 40.85
通期 3,671 △7.3 32 △39.6 5 △84.8 205 ― 46.01

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

注.）詳細は、３ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他 をご覧下さい。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

注.）詳細は、３ページ[定性的情報・財務諸表等]４．その他 をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  4,558,860株 20年3月期  4,558,860株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  103,030株 20年3月期  103,030株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  4,455,830株 20年3月期第1四半期  4,458,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月22日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１． 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期における国内景気は、前年から続くサブプライムローン問題及び原油高の影響から企業業績も下落

の傾向を示しはじめており、今後における欧米の経済情勢などの影響による先行き不安などから株式相場は低迷し

ており、為替相場についても一定の水準にとどまってはいるものの国外企業の業績状況如何によっては大きく変動

する事が予想されており、依然不透明な状況が続いております。 

このような状況のもと、当社におきましては第 1四半期の業績確保のために積極的な営業活動を展開してまいり

ました。５月には、当社が保有するイムコア・カイノス社（現、株式会社イムコア、以降「イムコア社」という）

の全株式を Immucor,Inc.（本社：米国ジョージア州）へ譲渡し、懸案となっておりました輸血分野における共同事

業を解消いたしました。 

当第 1四半期における業績につきましては、売上高では９億２千６百万円（対前年同期比１１.０％減）という

結果となりました。生化学分野などにおきましては、８億１千９百万円（対前年同期比４.９％増）と増加いたし

ましたが、輸血分野及び遺伝子分野で前年を大きく下回る１億８百万円（対前年同期比５８．８％減）となり、損

益面につきましては、営業損失として２千５百万円及び経常損失として２千６百万円という結果に終わりました。 

一方、四半期純利益につきましては、上記のイムコア社の株式譲渡益により２億１千６百万円となりました。当

第１四半期以降における当社とイムコア社の輸血事業活動につきましては、引き続き当社が「営業支援サービス」、

「受託製造サービス」、「配送サービス」の提供を通じて協力関係を継続してまいります。 

この取引形態の変更は当期の業績見込に大きな影響を及ぼすものではありません。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産の額は、６０億１千６百万円なり、前事業年度末と比べ６億４千５百万円の増加

となりました。流動資産は２６億３千８百万円となり７億３百万円の増加となりました。その主な要因は、関係会

社株式の売却代金４億４千１百万円及び金融機関からの資金調達３億９千万円により現金及び預金が増加したもの

です。固定資産は３３億７千８百万円となり、５千８百万円の減少となりました。有形固定資産は減価償却による

減少２千３百万円、無形固定資産はソフトウエアの償却費及び除却による減少１千１百万円、投資等は関係会社株

式の売却による減少２千２百万円によるものです。 

当第１四半期末における負債の額は、３３億９千１百万円となり、前事業年度末と比べ４億２千４百万円の増加

となりました。流動負債は２３億７千２百万円となり、３億４千８百万円の増加となりました。その主な要因は、

金融機関からの借入金の調達による有利子負債の増加２億１千９百万円及び未払法人税・住民税の増加１億４千２

百万円等によるものです。固定負債は、１０億１千９百万円となり、７千６百万円の増加となりました。その主な

要因は、金融機関からの調達による長期借入金の増加及び短期借入金への振替による差引８千１百万円の増加及び

長期未払金の減少４百万円によるものです。 

当第 1四半期における純資産の額は、２６億２千５百万円となり、前事業年度末と比べ２億２千万円の増加となり

ました。その主な要因は、関係会社株式の譲渡益によるものです。 

 
 (キャッシュ・フローの状況) 

当第 1四半期末の現金及び現金同等物の残高は１０億２千７百万円となり、前事業年度末と比べ５億８千６百万円

の増加となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は４千４百万円の収入となりました。主な要因は、関係会社株式売却益４

億１千８百万円及び仕入債務の減少１千４百万円等があるものの、一方では税引前四半期純利益３億６千５百万円、

減価償却費の計上３千１百万円及び売上債権の減少８千９百万円等があります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億４千１百万円の収入となりました。主な要因は、定期預金の預入

による支出２億円等があるものの、一方では関係会社株式売却収入４億４千１百万円があります。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億円となりました。主な要因は金融機関からの借入金の増減３億９

千万円等によるものです。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期以降におきましても、市場における価格競争は更に激しさを増すことが予想されます。 

当社の第２四半期における業績見込みにつきましては、生化学及び免疫分野の新製品の発売時期が第４四半期に

ずれ込んだ影響により、平成２１年３月期の第２四半期累計期間及び通期予想を修正しております。 

当初の業績確保に向けて経費節減を図るとともに、生化学分野をはじめ免疫分野及びＰＯＣＴ分野における売上

拡大に注力し、今期の重点課題としております共同開発による事業展開を積極的に推し進め業績の回復に努めてま

いる所存であります。 

 

  （第２四半期累計期間） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 

      百万円 

1,840 

      百万円

13

      百万円

           2

      百万円 

178 

円 銭

39.95

今回修正予想（Ｂ） 1,771 △30 △38 182 40.85

増減額（Ｂ－Ａ） △69 △43 △40           4           －

増減率（％） △3.8 △330.8           － 2.2           －

前中間期実績 2,056 60 46 18           －

 （通期） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 

       百万円 

3,752 

百万円

45

百万円

15

百万円 

184 

円 銭

41.29

今回修正予想（Ｂ） 3,671 32            5 205        46.01

増減額（Ｂ－Ａ） △81 △13 △10 21           －

増減率（％） △2.2 △28.9 △66.7 11.4           －

前期実績 3,959 53 33           4           －

 

４．その他 

（1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算出しております。 

２．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により

算定しております。 

３．繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じ

ておらず、また、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められるため、前事業年度末

の検討において使用した将来の業績予測等を利用する方法によっております。 

 

（2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成１８年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ１０９千円減少しており、税引前四半期純利益は２,

６５７千円減少しております。 
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 ５．四半期財務諸表 

 (1) 四半期貸借対照表                      （単位：千円）  
 

 
 

当第1四半期 
(平成21年3月期第1四半期末)

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年3月期) 

 

資産の部    

 流動資産    

現金及び預金  1,357,696 571,530  

受取手形及び売掛金  
  
 

744,008 833,086  

商品  133,279 129,298  

製品  145,724 150,118  

原材料  115,503 127,159  

仕掛品  46,126 35,073  

貯蔵品  26,752 26,752  

その他  72,139 64,719  

貸倒引当金   △2,900 △2,900  

 流動資産合計  2,638,331 1,934,839  

 固定資産    

 有形固定資産    

建物（純額）  909,913 924,833  

土地  1,851,453 1,851,453  

 その他（純額）  110,664 121,576  

 有形固定資産合計  2,872,031 2,897,863  

無形固定資産  128,647 139,888  

投資その他の資産  377,966 399,356  

 固定資産合計  3,378,645 3,437,108  

 資産合計  6,016,977 5,371,947  

負債の部    

 流動負債    

支払手形及び買掛金  618,940 633,470  

短期借入金  1,428,540 1,209,025  

未払法人税等  150,340 8,132  

賞与引当金  18,500 15,280  

その他   155,695 157,393  

 流動負債合計  2,372,016 2,023,301  

 固定負債    

長期借入金  940,910 859,870  

その他  78,093 82,893  

固定負債合計  1,019,003 942,763  

 負債合計  3,391,019 2,966,064  

純資産の部    

 株主資本    

 資本金  831,413 831,413  

 資本剰余金  928,733 928,733  

 利益剰余金  944,756 728,124  

 自己株式  △88,816 △88,816  

 株主資本合計  2,616,086 2,399,454  

 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  9,870 6,428  

 評価・換算差額等合計  9,870 6,428  

 純資産合計  2,625,957 2,405,882  

負債純資産合計  6,016,977 5,371,947  
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(２)四半期損益計算書 

（第1四半期累計期間）           （単位：千円） 

 
 
 

当第1四半期累計期間 
(自 平成20年4月１日 
  至 平成20年6月30日） 

  

 売上高  926,399   

 売上原価  617,641   

 売上総利益  308,758   

 販売費及び一般管理費  333,783   

営業損失（△）  △25,025   

 営業外収益    

受取利息及び配当金  4,193   

為替差益  3,416   

受取賃貸料  2,248   

その他  1,043   

 営業外収益合計  10,901   

 営業外費用    

支払利息  9,184   

手形売却損  93   

賃貸費用  2,121   

その他  1,055   

営業外費用合計  12,454   

経常損失（△）  △26,578   

 特別利益    

 関係会社株式売却益  418,203   

 特別利益合計  418,203   

 特別損失    

 固定資産除却損  6,210   

 事業整理損  16,816   

 たな卸資産評価損  2,766   

 特別損失合計  25,792   

 税引前四半期純利益  365,832   

 法人税、住民税及び事業税  149,100   

法人税等調整額  100   

法人税等合計  149,200   

四半期純利益      216,632   
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書              （単位：千円） 

              

  

当第1四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 
  

  営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前四半期純利益 365,832  

 減価償却費 31,341  

 売上債権の増減額（△は増加） 89,078  

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,015  

 仕入債務の増減額（△は減少） △14,529  

 関係会社株式売却損益（△は益） △418,203  

 その他 1,911  

 小計 56,445  

 利息の支払額 △9,331  

 法人税等の支払額 △6,561  

 その他 3,908  

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,461

投資活動によるキャッシュ・フロー  
 

 定期預金の預入による支出 △200,000  

 関係会社株式の売却による収入 441,000  

 その他 127  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 241,127  

 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（△は減少） 190,000  

 長期借入による収入 200,000  

 長期借入金の返済による支出 △89,445  

 その他 △13  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 300,541  

  現金及び現金同等物に係る換算差額  36  

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  586,166  

現金及び現金同等物の期首残高  441,530  

  現金及び現金同等物の四半期末残高  1,027,696  
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準１２号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第１４号）を適用しております。また、「四半期財務諸

表規則に」従い四半期財務諸表を作成しております。 

 

(4)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

  該当事項はありません。 




