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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 13,462 ― 1,165 ― 1,345 ― 730 ―

20年3月期第2四半期 13,079 2.9 1,421 △0.1 1,462 △2.1 598 △32.2

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 36.42 36.34
20年3月期第2四半期 30.47 30.44

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 30,093 19,810 65.7 980.98
20年3月期 28,234 19,367 68.5 959.78

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  19,769百万円 20年3月期  19,340百万円

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  

   21年3月期 第2四半期末配当金の内訳 記念配当5円00銭  

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 10.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 26,163 3.7 1,810 △11.7 2,050 9.2 1,130 △32.3 56.07

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、５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、５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．平成20年4月25日に発表いたしました連結業績予想のうち、通期について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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予想の 
  具体的修正内容は、４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下さい。 
３．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。  

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 有

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  21,770,719株 20年3月期  23,770,719株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,617,675株 20年3月期  3,619,647株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  20,065,292株 20年3月期第2四半期  19,651,267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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融・株式市場

の混乱、欧米経済の減速、原油価格や原材料価格の高騰による諸物価の上昇が続いたことから企業収益の悪化や設備

投資の減少が見られ、景気の減速感が強まる状況となりました。

　臨床検査薬業界におきましては、医療費抑制策の継続基調は変わらず、また、原材料価格高騰等の影響を受け、一

段と経営の効率化と合理化が求められる状況となっております。

　このような情勢下にあって、当第２四半期連結累計期間における売上高は134億62百万円（前年同期比2.9％増）と

なりました。

　製品の種類別区分ごとの売上高は、細菌学的検査用試薬は、薬剤感受性検査用培地や迅速検査試薬が売上を伸ばし

22億87百万円（同3.4％増）、一般検査用試薬は尿試験紙「ウロペーパー」の売上が伸び悩み９億23百万円（同

18.3％減）、免疫血清学的検査用試薬は主力製品の便潜血検査用試薬及び東ソー株式会社から導入・販売している医

療機器の専用試薬が堅調に推移し73億88百万円（同6.1％増）、生化学的検査用試薬は価格競争激化、使用量の低下

の影響により減少し４億96百万円（同2.8％減）、器具・食品環境関連培地は器具が価格競争激化の影響により苦戦

し13億52百万円（同4.7％減）、その他（医療機器・遺伝子関連等）は医療機器及び遺伝子関連等の販売が伸び10億

14百万円（同20.3％増）となりました。

　なお、海外向け売上高は便潜血検査用装置・試薬及び尿試験紙が売上を伸ばし、６億30百万円（同40.3％増）とな

りました。

　費用面では、製造原価低減、コスト削減の努力をいたしましたが、仕入商品や機器など原価率の比較的高い製品の

販売が増加する傾向が続いており、売上原価率が前年同期比1.4ポイント上昇いたしました。

　この結果、営業利益は11億65百万円（同18.0％減）となりました。経常利益は営業外収益にFINDからの研究開発補

助金を計上したことにより13億45百万円（同8.0％減）、四半期純利益は７億30百万円（同22.0％増）となりました。

　なお、前年同期比は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期末の財政状態は以下のとおりであります。

前連結会計年度末に比べ総資産は18億58百万円の増加、純資産は４億42百万円増加しております。自己資本比率は

前連結会計年度末の68.5％から65.7％となっております。

増減の主なものとして、資産の部では現金及び預金が６億24百万円減少、受取手形及び売掛金が11億46百万円増加、

その他流動資産に含まれる仮払消費税が４億67百万円増加、余剰資金の運用により投資有価証券が１億75百万円増加

しております。 負債の部では、支払手形及び買掛金が６億３百万円増加、その他流動負債に含まれる仮受消費税が

６億55百万円増加しております。純資産の部では、自己株式の消却を実施したことを要因として資本剰余金が５億39

百万円減少、利益剰余金が16億18百万円減少、自己株式による控除額が25億88百万円減少しております。

（キャッシュ・フロー計算書）

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益が12億49百

万円となりましたが、主に売上債権の増加により、前連結会計年度末に比べ７億24百万円減少し59億50百万円となり

ました。

当第２四半期連結累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次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、２億26百万円となりました。これは主に、売上債権の増加により11億46百万円の

減少があったものの、税金等調整前四半期純利益が12億49百万円となったことと、仕入債務の増加により６億３百万

円の増加があったことによります。

なお、減価償却費は４億12百万円発生しております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果減少した資金は、６億55百万円となりました。これは主に、生産設備等の設備投資による支出が３

億82百万円あったことと、投資有価証券の取得による支出が１億99百万円あったことによります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果減少した資金は、３億３百万円となりました。これは、配当金の支払が３億２百万円あったことに

よります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の連結業績予想につきましては、上半期の業績を踏まえ、売上高については前回発表どおりといたしますが、

売上原価率の上昇と、下半期以降予定しておりました連結子会社（栄研生物科技（上海）有限公司）のウロペーパー

の生産開始遅延等を勘案し、利益面で下方修正をいたします。

通期の個別業績予想につきましては、上半期の業績を踏まえ、売上原価率の上昇を勘案し、営業利益のみ下方修正

をいたします。

なお、平成20年４月25日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下のとおりであります。

　連結業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 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　

前回発表予想（Ａ）

（平成20年４月25日） 
26,163 2,051 2,089 1,168 57 96

今回修正予想（Ｂ） 26,163 1,810 2,050 1,130 56 07

増減額（Ｂ－Ａ） － △241 △39 △38 －

増減率（％） － △11.8 △1.9 △3.3 －

（参考）

前期実績（平成20年３月期）
25,223 2,050 1,877 1,670 84 30

　個別業績予想数値の修正（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

 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　

前回発表予想（Ａ）

（平成20年４月25日） 
26,163 2,100 2,138 1,217 60 39

今回修正予想（Ｂ） 26,163 1,900 2,140 1,217 60 39

増減額（Ｂ－Ａ） － △200 2 － －

増減率（％） － △9.5 0.1 － －

（参考）

前期実績（平成20年３月期）
25,223 2,057 2,099 1,946 98 25
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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棚卸資産の評価方法

当第２四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。

②税金費用の計算

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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棚卸資産の評価基準及び評価方法

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

たが、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

29百万円減少しております。

③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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。ただし、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。

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。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

④「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

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

務対応報告書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。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。

（４）追加情報

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置の耐用年数については、第１四半期連結会計期間より、法人税法の改正を契機として見直し

を行い、耐用年数の延長を行っております。これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ５百万円、四半期純利益は２百万円増加しております。
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,950 6,574

受取手形及び売掛金 8,621 7,474

有価証券 － 100

商品及び製品 2,743 2,595

仕掛品 1,205 1,244

原材料及び貯蔵品 871 903

その他 1,430 510

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 20,807 19,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,401 12,218

減価償却累計額 △8,644 △8,490

建物及び構築物（純額） 3,757 3,727

機械装置及び運搬具 4,830 4,892

減価償却累計額 △4,189 △4,204

機械装置及び運搬具（純額） 640 688

工具、器具及び備品 2,929 2,873

減価償却累計額 △2,493 △2,422

工具、器具及び備品（純額） 435 451

その他 1,340 1,190

有形固定資産合計 6,174 6,058

無形固定資産 522 547

投資その他の資産   

その他 2,596 2,248

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 2,589 2,241

固定資産合計 9,285 8,846

資産合計 30,093 28,234



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 5,416 4,813

未払法人税等 667 578

賞与引当金 663 648

返品調整引当金 6 5

その他 2,148 1,495

流動負債合計 8,902 7,539

固定負債 1,380 1,326

負債合計 10,282 8,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,897 6,897

資本剰余金 7,892 8,432

利益剰余金 6,931 8,549

自己株式 △2,093 △4,681

株主資本合計 19,627 19,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 50 55

為替換算調整勘定 91 87

評価・換算差額等合計 141 142

新株予約権 41 27

純資産合計 19,810 19,367

負債純資産合計 30,093 28,234



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,462

売上原価 7,632

売上総利益 5,829

販売費及び一般管理費 4,664

営業利益 1,165

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 3

補助金収入 173

その他 22

営業外収益合計 201

営業外費用  

支払利息 1

デリバティブ評価損 10

為替変動調整支払 7

その他 2

営業外費用合計 21

経常利益 1,345

特別利益  

償却債権取立益 9

その他 0

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産除売却損 6

本社移転費用 89

その他 10

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 1,249

法人税等 519

四半期純利益 730



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 1,249

減価償却費 412

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1

賞与引当金の増減額（△は減少） 15

受取利息及び受取配当金 △5

支払利息 1

デリバティブ評価損益（△は益） 10

固定資産除却損 6

売上債権の増減額（△は増加） △1,146

たな卸資産の増減額（△は増加） △76

仕入債務の増減額（△は減少） 603

その他 △357

小計 712

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △492

営業活動によるキャッシュ・フロー 226

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 △382

無形固定資産の取得による支出 △33

投資有価証券の取得による支出 △199

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △655

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △302

その他 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △303

現金及び現金同等物に係る換算差額 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △724

現金及び現金同等物の期首残高 6,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,950



　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 

①事業の種類別セグメント情報

当連結グループは、検査薬事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

②所在地別セグメント情報

　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

③海外売上高

　海外売上高は、連結売上高の10％未満のため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５月９日付で自己株式の消却を実施いたしました。これを要因として、当第２四半期連結累

計期間において資本剰余金が５億39百万円減少、利益剰余金が16億18百万円減少、自己株式による控除額が25億

88百万円減少しております。この結果、当第２四半期連結会計期間末における資本剰余金が78億92百万円、利益

剰余金が69億31百万円、自己株式が△20億93百万円となっております。

－ 1 －



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 13,079 100.0

Ⅱ　売上原価 7,237 55.3

売上総利益 5,841 44.7

返品調整引当金戻入額 10

同上繰入額 7

差引売上総利益 5,845 44.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,423 33.8

営業利益 1,421 10.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1

２．受取配当金 33

３．受取保険等配当金 5

４．その他 18 59 0.5

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0

２．コミットメントフィー 1

３．債権売却損 6

４．役員生命保険解約損 7

５．その他 0 18 0.2

経常利益 1,462 11.2

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除売却損 18

２．役員退職慰労金打切支給 408

３．投資有価証券評価損 21

４．貸倒引当金繰入額 38 486 3.7

税金等調整前中間純利益 976 7.5

法人税、住民税及び事業税 481

法人税等調整額 △103 377 2.9

中間純利益 598 4.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 976

減価償却費 377

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

44

返品調整引当金の増減額
（減少：△）

△3

賞与引当金の増減額
（減少：△）

40

退職給付引当金の増減額
（減少：△）

△23

株式報酬費用 8

受取利息及び受取配当金 △35

支払利息 0

受取保険等配当金 △5

為替差損益 6

有形固定資産除却損 18

投資有価証券評価損 21

売上債権の増減額
(増加：△）

△2,096

たな卸資産の増減額
（増加：△）

182

その他流動資産の増減額
（増加：△）

△649

投資その他の資産の増減額
（増加：△）

△119

仕入債務の増減額
（減少：△）

194

その他流動負債の増減額
（減少：△）

611

その他固定負債の増減額
（減少：△）

448

小計 △2
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

利息及び配当金の受取額 35

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △237

法人税等の還付額 4

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△202

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

有価証券の売却及び償還に
よる収入

2

有形固定資産の取得による
支出

△272

無形固定資産の取得による
支出

△2

貸付けによる支出 △4

貸付金の回収による収入 4

開業費の支払による支出 △56

その他投資に係る支出 △19

その他投資に係る収入 55

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△294

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

自己株式の買取・処分によ
る収入及び支出

△0

親会社による配当金の支払
額

△196

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△196

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（減少：△）

△684

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

4,952

Ⅶ　新規連結子会社の現金及び現
金同等物の期首残高

177

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

4,444
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６．その他の情報

（生産、受注及び販売の状況）

当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントとなるため、生産、受注及び販売の状況については製品の種類

別区分ごとに記載しております。

なお、前連結会計年度まで製品の種類別区分の名称として表示しておりました「細菌学的検査用製剤」、「一般検

査用製剤」、「免疫血清学的検査用製剤」、「生化学的検査用製剤」は、第１四半期連結会計期間より「細菌学的検

査用試薬」、「一般検査用試薬」、「免疫血清学的検査用試薬」、「生化学的検査用試薬」に表示を変更しておりま

す。これは、表示のみの変更であり、製品の種類別区分の内容に変更はありません。

(1）生産実績

　当第２四半期連結累計期間における生産実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

細菌学的検査用試薬(百万円) 1,965

一般検査用試薬(百万円) 905

免疫血清学的検査用試薬(百万円) 3,385

生化学的検査用試薬(百万円) 55

器具・食品環境関連培地(百万円) 718

その他(百万円) 96

合計（百万円） 7,126

　（注）１．金額は、売価換算値で表示しております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当第２四半期連結累計期間における商品仕入実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

細菌学的検査用試薬(百万円) 305

一般検査用試薬(百万円) 0

免疫血清学的検査用試薬(百万円) 2,671

生化学的検査用試薬(百万円) 185

器具・食品環境関連培地(百万円) 539

その他(百万円) 951

 合計（百万円） 4,654

　（注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

（3）受注状況

生産計画による見込生産を行っているため、受注生産は行っておりません。
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（4）販売実績

当第２四半期連結累計期間における販売実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

製品の種類別区分の名称
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

細菌学的検査用試薬(百万円) 2,287

一般検査用試薬(百万円) 923

免疫血清学的検査用試薬(百万円) 7,388

生化学的検査用試薬(百万円) 496

器具・食品環境関連培地(百万円) 1,352

その他(百万円) 1,014

合計 (百万円) 13,462

（注）１．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割

合は次のとおりであります。

相手先

当第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日）

金額（百万円） 割合（％）

㈱スズケン 1,956 14.5

東邦薬品㈱ 1,637 12.2

アルフレッサ㈱ 1,592 11.8

－ 6 －


	栄研化学㈱（4549）平成21年３月期　第２四半期決算短信: 栄研化学㈱（4549）平成21年３月期　第２四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -


