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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,771 ― △25 ― △33 ― 211 ―

20年3月期第2四半期 2,056 △0.8 60 △1.9 46 △22.1 18 42.8

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2四半期 47.52 ―

20年3月期第2四半期 4.10 ―

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2四半期 5,790 2,617 45.2 587.44
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2四半期  2,617百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ― 4.00 4.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

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2四半期 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2四半期 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2四半期 4,455,830株 20年3月期第2四半期 4,458,333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８月８日発表の通期業績予想を修正しておりません。上記の予想は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ページをご参照ください。 
２．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。 
３．平成２０年１０月２４日付け「平成２１年３月期期末配当予想の修正（復配）に関するお知らせ」でお伝えいたしましたとおり、平成２１年３月期の一株当たり期末配当予
想額を変更いたしております。  
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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２四半期における国内景気は、サブプライムローン問題による米国大手証券会社の経営破綻に端を発した

世界的な金融不安の影響を受け、国内企業の業績不安及び金融機関の損失拡大懸念などから、株式相場は大きく

下落する動きを見せており、我が国を含めた各国の金融対策による効果も予断を許さない不透明な状況となって

おります。 

このような状況のもと、当社におきましては第２四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。 

当第２四半期における業績につきましては、売上高では１７億７千１百万円（対前年同期比１３．９％減）と

いう結果となりました。生化学分野におきましては、６億８百万円（対前年同期比２.８％減）となり、免疫分野

におきましては、輸血分野における共同事業解消の影響により１０億８千７百万円（対前年同期比１０.７％減）

となりました。また、遺伝子分野では７千４百万円（対前年同期比６４．３％減）となりました。  

損益面におきましては、営業損失で当初予想△３千万円に対して△２千５百万円となり、経常損失では当初予

想△３千８百万円に対して△３千３百万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、平成２０年８月８日付「第 1四半期決算短信」で既にお知らせいたしま

したとおり、当社が保有していたイムコア社の株式譲渡益の影響などにより２億１千１百万円となりました。 

輸血の共同事業化を解消した第２四半期以降における当社とイムコア社の取引形態につきましては、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」の提供を行い協力関係を継続しております。 

この取引形態の変更は、当期の業績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２四半期末における総資産の額は、前事業年度末と比べ４億１千８百万円増加し、５７億９千万円となり

ました。流動資産は、前事業年度末と比べ４億９千８百万円増加し２４億３千２百万円となりました。その主な

要因は、受取手形及び売掛金は１億３千７百万円減少したものの、一方では、現金及び預金が、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などにより増加したものです。固定資産は、前事業年度

末と比べ７千９百万円減少し、３３億５千７百万円となり、有形固定資産では減価償却の進捗により３千４百万

円の減少、無形固定資産ではソフトウエアの償却により 1 千８百万円、投資その他の資産におきましては、流動

資産の増加要因にもなった関係会社株式の売却等により２千５百万円の減少となりました。 

当第２四半期末における負債の額は、前事業年度末と比べ２億７百万円増加し３１億７千３百万円となりまし

た。流動負債は４百万円増加し２０億２千８百万円となりました。その主な要因は、未払法人税等が１億４千７百

万円増加したものの、一方では、支払手形及び買掛金が６千８百万円の減少及び短期借入金につきましても８千４

百万円減少したことによるものです。固定負債は、前事業年度末と比べ２億２百万円増加し、１１億４千５百万円

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２億７百万円によるものです。 

当第２四半期における純資産の額は、前事業年度末と比べ２億 1千１百万円増加し、２６億 1千７百万円となり

ました。その主な要因は、当四半期純利益２億１千１百万円によるものです。 

 

 
 (キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、以下に記載したキャッシュ・

フローの状況及びとそれらの要因により、８億９千４百万円となり、前事業年度末に比べ４億５千２百万円増加い

たしました。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
   営業活動により得られた資金は９千万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益３億５千８百万円

及び減価償却費６千４百万円、また、売上債権１億３千７百万円の減少及びたな卸資産２千４百万円の減少が増加

要因となりましたが、一方で仕入債務６千８百万円の減少が要因となりました。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
   投資活動により得られた資金は２億３千 9百万円となりました。その主な要因は、定期預金の預入により２億円

を支出したものの、一方では関係会社株式売却収入が４億４千１百万円あり、前年同期に比べ３億１千２百万円増

加いたしました。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
   財務活動により得られた資金は１億２千２百万円となりました。その主な要因は、金融機関からの借入金の純増

１億２千２百万円であり、前年同期と比べ７百万円の減少となりました。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

第３四半期以降における国内経済の見込みは、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安による影

響が継続することが予想され、株式相場や為替相場も不安定な状況で推移するものと思われます。 

当社の通期業績につきましては、第３四半期以降における生化学及び免疫分野での新製品による業績への貢献及

びＰＯＣＴ分野における積極的な営業活動展開により以下のとおりに予想しております。 

今後も新製品開発のための積極的な投資活動を推進するとともに、生化学分野と免疫分野及びＰＯＣＴ分野での

売上拡大に注力してまいります。 

また、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。 

 

平成 21 年 3月期（平成 20 年 4 月 1日～平成 21年 3 月 31 日）       （％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 

通   期 
百万円 

3,671 

  ％

△7.3 

百万円

32 

 ％

△39.6

百万円

5 

 ％ 

△84.8 

百万円

205 

 ％

― 

 

 

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．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。 

２．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．会計処理基準に関する事項の変更 

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。 

２．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たな卸資産については、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３３２千円減少しており、税引前四半期純利益は

２,４３４千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２四半期会計期間末
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 
 

資産の部    

 流動資産    

現金及び預金  1,224,424 571,530  

受取手形及び売掛金  
  
 

695,123 833,086  

商品  131,002 129,298  

製品  122,748 150,118  

原材料  113,898 127,159  

仕掛品  53,790 35,073  

貯蔵品  14,376 26,752  

その他  80,501 64,719  

貸倒引当金   △2,900 △2,900  

 流動資産合計  2,432,966 1,934,839  

 固定資産    

 有形固定資産    

建物（純額）  898,639 924,833  

土地  1,851,453 1,851,453  

 その他（純額）  113,038 121,576  

 有形固定資産合計  2,863,131 2,897,863  

無形固定資産  121,053 139,888  

投資その他の資産  373,788 399,356  

 固定資産合計  3,357,973 3,437,108  

 資産合計  5,790,939 5,371,947  

負債の部    

 流動負債    

支払手形及び買掛金  564,478 633,470  

短期借入金  1,124,540 1,209,025  

未払法人税等  155,693 8,132  

賞与引当金  35,700 15,280  

その他   147,761 157,393  

 流動負債合計  2,028,173 2,023,301  

 固定負債    

長期借入金  1,067,150 859,870  

その他  78,096 82,893  

固定負債合計  1,145,246 942,763  

 負債合計  3,173,420 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  939,880 728,124  

 自己株式  △88,816 △88,816  

 株主資本合計  2,611,210 2,399,454  

 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  6,308 6,428  

 評価・換算差額等合計  6,308 6,428  

 純資産合計  2,617,518 2,405,882  

負債純資産合計  5,790,939 5,371,947  
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(２)四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間）           （単位：千円） 

 
 
 

当第２四半期累計期間 
 (自 平成20年４月１日 

    至 平成20年９月30日）
  

 売上高  1,771,395   

 売上原価  1,143,948   

 売上総利益  627,447   

 販売費及び一般管理費  653,005   

営業損失（△）  △25,558   

 営業外収益    

受取利息及び配当金  6,171   

為替差益  3,377   

受取賃貸料  4,496   

その他  2,913   

 営業外収益合計  16,959   

 営業外費用    

支払利息  18,746   

手形売却損  299   

賃貸費用  4,242   

その他  1,687   

営業外費用合計  24,975   

経常損失（△）  △33,574   

 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  358,836   

 法人税、住民税及び事業税  152,980   

法人税等調整額  △5,900   

法人税等合計  147,080   

四半期純利益  211,756   
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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２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９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 358,836  

 減価償却費 64,755  

 売上債権の増減額（△は増加） 137,963  

 たな卸資産の増減額（△は増加） 24,955  

 仕入債務の増減額（△は減少） △68,991  

 関係会社株式売却損益（△は益） △418,203  

 その他 11,308  

 小計 110,624  

 利息の支払額 △19,320  

 法人税等の支払額 △6,561  

 その他の収入 5,698  

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,441

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 △1,304  

 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 264  

 投資活動によるキャッシュ・フロー 239,959  

 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） 100,000  

 長期借入れによる収入 400,000  

 長期借入金の返済による支出 △377,205  

 その他 △304  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 122,490  

  現金及び現金同等物に係る換算差額  3  

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  452,894  

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  894,424  
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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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

 

 

 

(１)中間損益計算書 

前中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日）

 
科目 

金額（千円） 

Ⅰ. 売上高  2,056,485

Ⅱ. 売上原価  1,314,275

 売上総利益  742,209

Ⅲ. 販売費及び一般管理費  681,682

営業利益  60,526

Ⅳ. 営業外収益  

 受取利息及び配当金  5,346

その他  4,490

 営業外収益合計  9,837

Ⅴ 営業外費用  

支払利息  16,876

手形売却損  56

社債利息  680

その他  6,519

営業外費用合計  24,132

経常利益  46,231

Ⅵ 特別損失  

 その他  118

 特別損失合計  118

 税引前中間純利益  46,112

 法人税・住民税及び事業税  15,630

法人税等調整額  12,195

中間純利益      18,286
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(２)中間キャッシュ・フロー計算書 
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日）

  
区分 

金額（千円）   

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前中間純利益 46,112  

 減価償却費 53,320  

 売上債権の増減額（△は増加） 46,521  

 たな卸資産の増減額（△は増加） 68,401  

 仕入債務の増減額（△は減少） △83,405  

 その他 60,406  

 小計 191,357  

 利息の支払額 △20,161  

 法人税等の支払額 △21,385  

 その他の収入 5,346  

 営業活動によるキャッシュ・フロー 155,155  

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 △5,839  

 無形固定資産の取得による支出 △70,162  

 その他 3,332  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △72,669  

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（△は減少） 294,000  

 長期借入れによる収入 500,000  

 長期借入金の返済による支出 △415,360  

 社債の償還による支出 △230,000  

 その他 △33,569  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 115,070  

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △3  

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額（△は増加） 197,553  

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 453,642  

Ⅶ  現金及び現金同等物の中間期末残高 651,196  

 




