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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 37,487 ― 3,163 ― 3,426 ― 1,662 ―

20年3月期第1四半期 35,618 2.7 4,337 19.8 4,464 18.4 2,032 △5.0

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 28.22 ―

20年3月期第1四半期 33.71 33.65

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 120,982 83,826 69.0 1,419.21
20年3月期 128,575 86,027 66.6 1,430.46

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  83,471百万円 20年3月期  85,677百万円

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 ― 22.00 ― 22.00 44.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 26.00 ― 26.00 52.00

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）

（注）連結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2四半期連結累計期間 72,900 3.7 7,300 △6.3 7,500 △7.9 4,100 △1.2 69.65
通期 147,000 2.6 16,500 11.5 16,800 8.7 9,300 12.1 158.05

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   １．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。実際の業績等は、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。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情 
     報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。また、１株当たり当期純利益（通期）は、自己株式数の変動に伴い変更しております。 
   ２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  61,040,066株 20年3月期  61,040,066株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,224,932株 20年3月期  1,145,117株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  58,918,172株 20年3月期第1四半期  60,299,886株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題を発端とする世界的な金融不安が続く中、資

源価格の高騰が経済活動に悪影響を与える展開となりました。原油と食料品価格の高騰が個人消費の低迷をもたら

し、企業収益の悪化により設備投資が抑制されるなど、景気は一層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、診療報酬改訂の影響は例年に比べ緩やかであったものの、シェアの拡大における同

業他社との競争は激しさを増しており、引き続き厳しい事業環境にあります。 

 このような環境のなか、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経営計画の達成に向け、経

営諸施策に積極的に取り組んでまいりました。 

 これらの結果といたしまして、当第１四半期連結会計期間の売上高は37,487百万円（前年同期比5.2%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、対前年同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る売上原価率の上昇が見られたほか、受託臨

床検査事業における利益改善施策遂行のための費用が増加したことから、営業利益は3,163百万円（前年同期比

27.1％減）、経常利益3,426百万円（前年同期比23.3%減）、四半期純利益1,662百万円（前年同期比18.2%減）となり

ました。 
  
（事業の種類別セグメントの状況） 

 ■臨床検査薬事業 

   日本赤十字社の次世代感染症検査システムとして採用された血液スクリーニング用のハイスループットシステム 

 である「全自動化学発光酵素免疫測定装置CL4800」の設置が進んだことから、本製品に関連する売上高は大幅増収 

 となった一方、その他のCL-EIA系製品群の検査用試薬は市場流通在庫が短期的な調整局面となったために減収とな 

 りました。これらの結果、売上高は8,537百万円（前年同期比16.9％増）、営業利益は929百万円（前年同期比 

 30.5％減）となりました。 
  

■受託臨床検査事業 

 前年同期に流行が見られた麻疹、風疹にかかる検査受託件数が減少した一方、検査受託価格の低下が限定的な範

囲に留まったこと、また営業拡販施策が進捗したことから売上高は増収となりました。利益面では、利益改善施策

遂行のための費用が増加した一方、当該施策の効果実現レベルが緩やかなものであったことから減益となりまし

た。これらの結果、売上高は23,269百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益は1,472百万円（前年同期比37.3％

減）となりました。 
  

■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2,903百

万円（前年同期比12.5％増）となりました。治験事業につきましては、堅調に業績を伸ばし、売上高は1,496百万

円（前年同期比18.5％増）となりました。これらの結果、その他の事業での売上高は5,680百万円（前年同期

比 9.8％増）、営業利益は719百万円（前年同期比4.6％増）となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

   (1) 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ7,592百万円減少し、120,982百万円となりました。その主

な要因は、法人税等の支払、自己株式の取得等に伴う現金及び預金、有価証券の減少7,368百万円によるものであ

ります。 

 当第１四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ5,391百万円減少し、37,156百万円となりました。その主な

要因は、法人税等の支払に伴う未払法人税等の減少3,749百万円、賞与引当金の減少1,660百万円によるものであり

ます。 

 当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末比2,201百万円減少し、83,826百万円となりました。主な増加

は、当第１四半期純利益1,662百万円であり、主な減少は、自己株式の取得2,661百万円、配当金の支払1,317百万

円であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.4ポイント改善し、69.0％となりまし

た。 
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  (2) 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は、前連結会計年度末に比べ7,368百万円減少し、16,132百万円となりま 

   した。 
     

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は160百万円の収入となりました。その主な要因は、税金等調整前四半

期純利益3,213百万円、非資金支出項目である減価償却費2,601百万円、仕入債務の増加826百万円があった一方、

法人税等の支払4,706百万円、賞与引当金の減少1,666百万円が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」は3,328百万円の支出となりました。その主な要因は、投資有価証券の

売却による収入642百万円があった一方、有形固定資産の取得による支出1,486百万円、無形固定資産の取得による

支出1,055百万円、子会社株式の取得による支出1,449百万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」は4,284百万円の支出となりました。その主な要因は、自己株式の取得

による支出2,661百万円、配当金の支払1,290百万円、長期借入金の返済による支出321百万円があったためであり

ます。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

      平成20年５月19日に公表いたしました平成21年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきまして、 

       以下の通り修正いたします。 

  

    平成21年３月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成20年９月30日） 

  

   ＜修正の理由＞ 

    第２四半期連結累計期間の連結業績予想につきましては、当第１四半期より見込んでおりました利益改善施策の

   効果実現レベルが緩やかなものとなり、第２四半期においては計画に沿った利益改善が進むものの、第１四半期の

   営業利益の未達成を補うには至らない見通しとなりましたので、上記のとおり予想を修正いたします。なお、第３

   四半期以降も、第２四半期に引き続き、業務効率化による収益性の向上が見込まれることから、通期予想につきま

   しては、１株当たり当期純利益を除き、平成20年５月19日に公表いたしました業績予想と変更はありません。 

  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 

   百万円  百万円  百万円   百万円  円 銭 

 前回発表予想（Ａ） 72,900 7,850 8,050 4,350 72.63 

 今回発表予想（Ｂ） 72,900 7,300 7,500 4,100 69.65 

 増減額（Ｂ－Ａ） － △550 △550 △250 － 

 増減率（％） － △7.0 △6.8 △5.7 － 

（参考）前期第２四半期実績 70,323 7,788 8,143 4,149 68.81 
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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） 

 該当事項はありません。 

  

  (2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

    ① 簡便な会計処理 

     １）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

       当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと 

      認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  
     ２）棚卸資産の評価方法 

       当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地 

      棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

       また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見 

      積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
     ３）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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方 

      法によっております。 
  
     ４）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

       法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっており 

      ます。 

       繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

      おらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められる場合に、前連結会計年度において使

      用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  
     ５）連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

       当該債権債務の額及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、当該差異の調 

      整を行わないで相殺消去しております。 
  
    ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

      該当事項はありません。 

  

(3) 四半期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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

   当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第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、「四半期連結 

   財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

    ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

       通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法および総平均法による原価 

      法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「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、主として移動平均法および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

      る損益に与える影響は軽微であります。 

        

    ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

       当第1四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取 

      扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

      これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ38百万円減少しております。
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    ④ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

     （借主側） 

       所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に 

      よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

      計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

      計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

      正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる

      ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に

      係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償

      却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、

            リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き

            続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる損益に与える影響はあ

            りません。 
  
        （貸主側） 

       所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に 

      よっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会 

           計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会 

           計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改 

           正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができる 

           ことになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に 

           係る会計処理によっております。なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファ 

           イナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており 

           ます。これにより、売上総利益、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益が65百万円それぞれ減少 

           しております。 

  

- 5 -

みらかホールディングス㈱ （4544）　平成21年３月期　第１四半期決算短信



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,132 17,401

受取手形及び売掛金 28,166 27,295

有価証券 184 6,283

商品及び製品 3,116 2,641

仕掛品 3,928 3,655

原材料及び貯蔵品 3,566 3,616

その他 4,647 4,993

貸倒引当金 △207 △205

流動資産合計 59,535 65,682

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,591 13,646

工具、器具及び備品（純額） 9,962 9,064

土地 7,662 7,623

その他（純額） 2,372 4,114

有形固定資産合計 33,588 34,449

無形固定資産   

ソフトウエア 9,423 8,404

のれん 3,984 3,224

その他 2,767 4,455

無形固定資産合計 16,176 16,083

投資その他の資産   

投資有価証券 3,206 3,687

その他 8,647 8,852

貸倒引当金 △172 △179

投資その他の資産合計 11,681 12,359

固定資産合計 61,446 62,892

資産合計 120,982 128,575
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,463 10,593

短期借入金 1,356 1,356

未払金 5,135 7,252

未払法人税等 754 4,503

賞与引当金 2,066 3,727

その他 5,645 3,867

流動負債合計 26,421 31,300

固定負債   

長期借入金 1,475 1,797

退職給付引当金 6,882 7,388

役員退職慰労引当金 1 26

その他 2,374 2,034

固定負債合計 10,734 11,247

負債合計 37,156 42,547

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,663 7,663

資本剰余金 23,386 23,386

利益剰余金 57,353 57,351

自己株式 △4,890 △2,229

株主資本合計 83,513 86,171

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 270 136

為替換算調整勘定 △312 △631

評価・換算差額等合計 △41 △494

新株予約権 138 117

少数株主持分 215 232

純資産合計 83,826 86,027

負債純資産合計 120,982 128,575
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

売上高 37,487

売上原価 25,041

売上総利益 12,445

販売費及び一般管理費 9,281

営業利益 3,163

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 73

持分法による投資利益 85

その他 132

営業外収益合計 301

営業外費用  

支払利息 11

賃貸費用 10

その他 16

営業外費用合計 38

経常利益 3,426

特別利益  

固定資産売却益 0

投資有価証券売却益 108

その他 17

特別利益合計 125

特別損失  

固定資産除却損 68

投資有価証券評価損 256

その他 12

特別損失合計 338

税金等調整前四半期純利益 3,213

法人税、住民税及び事業税 575

法人税等調整額 973

法人税等合計 1,549

少数株主利益 1

四半期純利益 1,662
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 3,213

減価償却費 2,601

のれん償却額 115

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,666

退職給付引当金の増減額（△は減少） △502

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9

受取利息及び受取配当金 △82

持分法による投資損益（△は益） △85

支払利息 11

固定資産除却損 68

売上債権の増減額（△は増加） △859

たな卸資産の増減額（△は増加） 23

仕入債務の増減額（△は減少） 826

その他の流動負債の増減額（△は減少） 931

その他 211

小計 4,798

利息及び配当金の受取額 71

利息の支払額 △3

法人税等の支払額 △4,706

営業活動によるキャッシュ・フロー 160

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 △1,486

無形固定資産の取得による支出 △1,055

投資有価証券の売却による収入 642

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

△127

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,322

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,328

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △321

自己株式の取得による支出 △2,661

配当金の支払額 △1,290

その他 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,284

現金及び現金同等物に係る換算差額 83

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,368

現金及び現金同等物の期首残高 23,501

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,132
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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） セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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

 （注）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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

【海外売上高】 

 当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年６月30日） 

 海外売上高は、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。 

  

  

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成20年３月６日開催の取締役会決議により、会社法第459条第１項の規定による定款の定めに基づ

く自己株式の取得を実施いたしました。この結果、当第１四半期会計期間においては、自己株式が2,660百万円

（単元未満株式の買取りによる増加2百万円を含む。）増加し、当第１四半期連結会計期間末における自己株式

は4,890百万円となっております。 

  
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） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高 8,537 23,269 5,680 37,487 － 37,487 

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
810 593 26 1,431 (1,431) － 

計 9,348 23,863 5,706 38,918 (1,431) 37,487 

営業利益 929 1,472 719 3,121 41 3,163 

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－ビス、治験支援、診療所開設・運営支援 
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「参考資料」 

前四半期にかかる財務諸表等 

（１） （要約）四半期連結損益計算書 

     前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                       （単位：百万円） 

科 目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金 額 

Ⅰ 売上高 35,618 

Ⅱ 売上原価 22,429 

売上総利益 13,188 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,851 

営業利益 4,337 

Ⅳ 営業外収益 168 

Ⅴ 営業外費用 41 

経常利益 4,464 

Ⅵ 特別利益  11 

Ⅶ 特別損失  666 

税金等調整前四半期純利益 3,809 

法人税等 1,766 

少数株主利益 10 

四半期純利益  2,032 
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（２） （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

     前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日） 

                            （単位：百万円） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
  第１四半期） 

区  分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 3,809 

減価償却費             2,058 

のれん償却額  121 

賞与引当金の増減額 △1,640 

売上債権の増減額  △2,599 

たな卸資産の増減額 △223 

仕入債務の増減額 466 

法人税等の支払額  △1,882 

その他 2,422 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,531 

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 △1,253 

無形固定資産の取得による支出 △879 

連結子会社株式取得による支出  △926 

その他 86 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,972 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の純増減額 △642 

配当金の支払額 △964 

その他  △13 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,620 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 49 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △2,012 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 21,286 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 19,274 
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（３） セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）              

                                            （単位：百万円）

  

 
臨床検査薬 

事業 
受託臨床 
検査事業 

その他 
の事業 

計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高             

 外部顧客に対する売上高 7,302 23,144 5,171 35,618 － 35,618 

 セグメント間の内部売上高 

 又は振替高 
770 445 25 1,241 △1,241 － 

    計 8,073 23,589 5,196 36,859 △1,241 35,618 

 営業費用 6,734 21,240 4,508 32,483 △1,202 31,281 

 営業利益 1,338 2,349 688 4,376 △39 4,337 
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