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 (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 1,280 ― △36 ― △78 ― △57 ―20年3月期第1四半期 1,170 9.9 △97 ― △106 ― △110 ―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 △3.32 ―20年3月期第1四半期 △6.37 ―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 9,899 6,098 61.1 348.3820年3月期 9,142 6,253 67.9 357.57（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  6,045百万円 20年3月期  6,204百万円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 ― ― ― 4.00 4.0021年3月期 ― ――― ――― ――― ―――21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 4.00 4.003.  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  無   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 2,793 ― 24 ― 9 ― △14 ― △0.86通期 6,056 13.0 274 166.9 258 ― 122 ― 7.064.  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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  (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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  (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．平成20年5月15日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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【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参照ください。 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）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有② ①以外の変更 有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  17,355,000株 20年3月期  17,355,000株② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,034株 20年3月期  2,260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  17,352,493株 20年3月期第1四半期  17,352,740株



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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や穀物など資源価格の高騰、米国発の金融不安の再燃

などにより厳しさを増してまいりました。 

 医療業界におきましては、本年四月から施行となった改訂診療報酬の臨床検査分野への影響が、10％強の引き下

げとなった前回（2006年）に比較して軽微でありましたが、病院など医療機関の経営環境は依然厳しく、検査薬等

に対する値下げ要求はさらに強まってきております。 

 このような状況下、当社グループでは将来に向けた研究開発において一定水準を維持しつつ、予断を許さない市

場環境下でも利益を出せる体制を作り上げるべく投資の選別と経費の削減を行ってまいりました。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は12億80百万円となりました。損益面においては、営業損失36

百万円、経常損失78百万円、四半期純損失は57百万円となりました。  

 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。   

（臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業）  

 臨床検査薬分野では、2007年11月に診療報酬算定方法に伴う留意事項が改正され、検査適用範囲の拡大したリウ

マチ診断薬「MESACUP CCPテスト」の需要増、前期に発売した新しい腫瘍マーカー「MESACUP anti-p53テスト」に

対する臨床医の認知度向上に伴う検査件数の増加などが見られました。 

 基礎研究用試薬分野では、再生医療や免疫療法への期待が高まるにつれて、その研究に必要な免疫関連試薬の需

要が増大してきております。また、これまでは第２四半期（７－９月）に多く見られた科学技術研究費による試薬

購入が本年度は第１四半期に前倒しされる傾向がありました。  

 細胞診関連分野では、長年にわたって使用されてきた婦人科細胞診検査の診断分類が、米国ほか世界各国で採用

されているベセスダシステムに切り替えられることになり、当社の液状細胞診に対する継続した啓蒙活動が認めら

れてきたことにより、当社取扱製品への関心が高まってきております。 

 

 以上の結果、臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は12億66百万円、営

業損失は41百万円となりました。 

（投資関連事業） 

 投資関連事業においては、手数料収入の減少により、当第１四半期連結会計期間の売上高は13百万円、営業利益

は5百万円となりました。  

 

 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（日本） 

 国内におきましては、売上高11億67百万円、営業損失70百万円と厳しい状況となりました。 

（北米） 

 米国及びカナダにおきましては、売上高１億68百万円、営業利益31百万円と堅調に推移しました。 

（その他） 

 アジアにおきましては、売上高26百万円、営業利益2百万円と徐々にではありますが、貢献してきております。 

    

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１四半期連結会計期間末の総資産合計は、98億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億57百万円増加

いたしました。流動資産は58億67百万円となり、４億84百万円増加いたしました。これは主に現金及び預金が増加

したためであります。 

 固定資産は、40億32百万円となり、２億73百万円増加いたしました。これは主に長期前払費用及びのれんの増加

によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、38億１百万円となり、前連結会計年度末に比べ、９億13百万円増加

いたしました。これは、短期借入金、長期借入金の増加によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、60億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１億55百万円減

少いたしました。これは四半期純損失の計上、配当金の支払等によるものであります。この結果、自己資本比率は

61.1％となりました。 
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（2）キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間末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)の残高は、22億91

百万円となり、前連結会計年度末と比較し５億77百万円増加いたしました。 

   

  当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。 

① 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、２億40百万円となりました。 

  これは主に、税金等調整前四半期純損失60百万円はあったものの、減価償却費94百万円の計上、売上債権の減少

２億13百万円等があったためであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  投資活動の結果使用した資金は、２億51百万円となりました。 

  これは主に、関係会社出資金の払込による支出60百万円、投資その他の資産の増加による支出１億74百万円等に

よるものであります。 

③ 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、５億43百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出１億75百万円はあったものの、長期借入れによる収入８億円があった

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15日付で公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

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 

 たな卸資産の評価方法 

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

な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。 

 (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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更    

 たな卸資産 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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、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。 

 これによる損益への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 

 「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」（企業会計基準委員会 平成18年

５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。 

 これによる損益への影響はありません。  
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④リース取引に関する会計基準の適用 

 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。 

   ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生しなかっ

たため、損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース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。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,267,769 1,692,154

受取手形及び売掛金 1,465,979 1,650,831

有価証券 23,349 21,530

商品及び製品 856,280 866,096

仕掛品 603,344 621,445

原材料及び貯蔵品 343,262 310,040

繰延税金資産 63,861 87,274

その他 253,430 187,155

貸倒引当金 △10,001 △53,665

流動資産合計 5,867,276 5,382,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 617,995 627,600

機械装置及び運搬具（純額） 217,633 228,141

土地 44,537 44,537

その他（純額） 73,333 42,866

有形固定資産合計 953,500 943,146

無形固定資産   

のれん 94,849 46,111

その他 118,157 104,379

無形固定資産合計 213,007 150,490

投資その他の資産   

投資有価証券 1,455,414 1,431,601

長期貸付金 97,352 92,567

長期前払費用 646,791 544,400

繰延税金資産 97,080 83,811

その他 624,892 568,480

貸倒引当金 △55,327 △55,279

投資その他の資産合計 2,866,204 2,665,582

固定資産合計 4,032,712 3,759,220

資産合計 9,899,988 9,142,084

（株）医学生物学研究所（4557）平成21年３月期 第１四半期決算短信



（単位：千円）

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 186,680 158,395

短期借入金 1,423,200 1,079,300

未払法人税等 11,664 41,600

その他 356,544 283,177

流動負債合計 1,978,089 1,562,473

固定負債   

長期借入金 1,801,008 1,243,102

その他 22,622 82,910

固定負債合計 1,823,631 1,326,012

負債合計 3,801,720 2,888,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,228,600 2,228,600

資本剰余金 3,372,550 3,372,550

利益剰余金 616,632 730,420

自己株式 △2,043 △1,813

株主資本合計 6,215,738 6,329,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △56,839 △70,947

繰延ヘッジ損益 △10,141 △23,739

為替換算調整勘定 △103,650 △30,274

評価・換算差額等合計 △170,631 △124,961

新株予約権 44,848 40,897

少数株主持分 8,312 7,904

純資産合計 6,098,267 6,253,598

負債純資産合計 9,899,988 9,142,084
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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：千円）

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 1,280,176

売上原価 530,812

売上総利益 749,363

販売費及び一般管理費 785,791

営業損失（△） △36,428

営業外収益  

受取利息 4,712

その他 699

営業外収益合計 5,411

営業外費用  

支払利息 7,933

持分法による投資損失 8,849

為替差損 28,932

その他 1,672

営業外費用合計 47,387

経常損失（△） △78,404

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,027

持分変動利益 16,041

投資有価証券売却益 1,055

特別利益合計 18,125

税金等調整前四半期純損失（△） △60,278

法人税、住民税及び事業税 5,483

法人税等調整額 △9,239

法人税等合計 △3,755

少数株主利益 1,084

四半期純損失（△） △57,607
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △60,278

減価償却費 94,596

のれん償却額 5,966

投資事業組合運用損益（△は益） 1,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,615

受取利息及び受取配当金 △4,814

支払利息 7,933

為替差損益（△は益） 43,316

持分法による投資損益（△は益） 8,849

持分変動損益（△は益） △16,041

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,055

売上債権の増減額（△は増加） 213,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,417

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26,426

仕入債務の増減額（△は減少） 24,977

未払金の増減額（△は減少） 71,142

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,287

その他 2,883

小計 272,127

利息及び配当金の受取額 2,947

利息の支払額 △6,968

法人税等の支払額 △27,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,337

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 △4,164

有形固定資産の売却による収入 2,500

無形固定資産の取得による支出 △6,910

投資有価証券の売却による収入 4,891

関係会社出資金の払込による支出 △60,000

貸付けによる支出 △14,329

貸付金の回収による収入 1,214

投資その他の資産の増減額（△は増加） △174,697

その他 △85

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,580
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（単位：千円）

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) 

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） △11,100

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △175,800

自己株式の取得による支出 △229

配当金の支払額 △69,778

財務活動によるキャッシュ・フロー 543,091

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,756

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,091

現金及び現金同等物の期首残高 1,713,684

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 61,342

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,291,118
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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 

ａ．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）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

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はありません。 

  

ｂ．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) 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する主な国又は地域 

 (1)北米・・・・・アメリカ、カナダ 

 (2)その他・・・・アジア  

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費用はありません。 

  

  

臨床検査薬及び
基礎研究用試薬

周辺事業 
(千円) 

投資関連事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高           

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
1,266,792 13,384 1,280,176 － 1,280,176 

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
150 － 150 (150) － 

計 1,266,942 13,384 1,280,326 (150) 1,280,176 

営業利益又は営業損失(△) △41,919 5,491 △36,428 － △36,428 

事業区分 主要役務又は製品 

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺

事業 

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試薬

及び機器・器具、細胞診解析関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業 

 
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
その他 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 1,106,342 165,456 8,377 1,280,176 － 1,280,176 

(2）セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
61,054 2,619 17,761 81,434 (81,434) － 

計 1,167,396 168,075 26,138 1,361,611 (81,434) 1,280,176 

  営業利益又は営業損失(△) △70,047 31,307 2,311 △36,428 － △36,428 
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ｃ．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) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米…………アメリカ、カナダ 

(2) その他………ヨーロッパ、アジア他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 114,546 85,987 200,534 

Ⅱ 連結売上高(千円) － － 1,280,176 

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
8.94 6.72 15.66 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,170,484 

Ⅱ 売上原価 510,780 

売上総利益 659,704 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 757,645 

営業損失(△) △97,940 

Ⅳ 営業外収益 14,365 

Ⅴ 営業外費用 23,231 

経常損失(△) △106,805 

Ⅵ 特別利益 2,199 

Ⅶ 特別損失 － 

税金等調整前四半期純損失(△) △104,606 

税金費用 9,051 

少数株主損失(△) △3,061 

四半期純損失(△) △110,596 
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