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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 2,731 ― 71 ― 36 ― 0 ―

20年3月期第2四半期 2,500 7.6 △107 ― △131 ― △118 ―

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 0.03 ―

20年3月期第2四半期 △6.84 ―

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 9,747 6,179 62.8 353.34
20年3月期 9,142 6,253 67.9 357.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,125百万円 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 4.00
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  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 6,056 13.0 274 166.9 258 ― 122 ― 7.07

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  無  

(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2四半期  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2四半期  20,034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2四半期  17,349,868株 20年3月期第2四半期  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２四半期連結累計期間（６ヶ月）の国内経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融情勢の混乱及びこ

れに関連した原油など資源価格の乱高下といったきわめて難しい情勢下におかれました。

　このような状況の下、当社におきましても納入業者による原材料価格の値上げ要求が出され、仕入れのバルク化な

どの対応によりこれを吸収する努力を行っております。

 

　この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は27億31百万円(前年同期比9.2％増)となりました。利益面において

は、営業利益71百万円(前年同期は１億７百万円の損失)、経常利益36百万円(前年同期は１億31百万円の損失)、四半

期純利益は０百万円(前年同期は１億18百万円の損失)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、主力の自己抗体検査試薬が堅調に推移いたしました。特に、過去１年余りの間に保険収載さ

れたリウマチ検査試薬（抗CCP抗体検査試薬）、自己免疫性皮膚疾患検査試薬（抗BP180抗体検査試薬）の売上が前年

同期比で伸長しております。また、これも前期に保険収載された腫瘍マーカーである抗p53抗体検査試薬も大幅伸長し

ました。

　基礎研究用試薬分野はほぼ計画通りに推移しました。本年は、例年第２四半期に多く見られた科学技術研究費によ

る試薬購入が第１四半期に多く発生するという状況がありましたが、当第２四半期連結累計期間では大きな変動要因

とはなっておりません。

　細胞診関連分野では、わが国で長年使用されてきた婦人科細胞診検査の診断分類が、米国他世界各国で採用されい

るベセスダシステムに切り替えられることとなり、当社が継続的に紹介してきた液状細胞診への関心が高まってきて

います。

 

　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２四半期連結累計期間の売上高は27億５百万円(前年同

期比9.4％増)、営業利益は60百万円(前年同期は１億18百万円の損失)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２四半期連結累計期間の売上高は26百万円(前年同期比

3.4％減)、営業利益は10百万円(前年同期比5.8％減)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24億86百万円、営業利益２百万円と厳しい状況が続いています。

（北米）

  北米におきましては、売上高３億59百万円、営業利益58百万円と堅調に推移しました。

（その他）

  その他地域におきましては、売上高57百万円、営業利益10百万円と売上、利益共に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２四半期連結会計期間末の総資産合計は、97億47百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億５百万円増加い

たしました。流動資産は、57億32百万円となり、３億49百万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、40億15百万円となり、２億55百万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２四半期連結会計期間末の負債合計は、35億67百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億79百万円増加いた

しました。これは主に、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２四半期連結会計期間末の純資産合計は、61億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ73百万円減少いたし

ました。これは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62.8％となりました。



　　（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、21億35百万円となり、

前連結会計年度末と比較し４億21百万円増加いたしました。

　

  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、４億91百万円となりました。

  これは主に、税金等調整前四半期純利益54百万円、減価償却費１億92百万円の計上、売上債権の減少２億61百万円

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、４億62百万円となりました。

　これは主に、定期預金の預入による支出70百万円、関係会社出資金の払込による支出60百万円、貸付けによる支出

92百万円、投資その他の資産の増加１億92百万円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、３億46百万円となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出３億51百万円、配当金の支払68百万円はあったものの、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日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

 

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

　　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、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。　



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、

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います。

   ただし、当第２四半期連結累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。



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 2,182,378 1,692,154

受取手形及び売掛金 1,415,518 1,650,831

有価証券 23,229 21,530

商品及び製品 828,870 866,096

仕掛品 610,425 621,445

原材料及び貯蔵品 349,826 310,040

繰延税金資産 65,595 87,274

その他 266,191 187,155

貸倒引当金 △9,770 △53,665

流動資産合計 5,732,265 5,382,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 605,802 627,600

機械装置及び運搬具（純額） 202,431 228,141

土地 44,537 44,537

建設仮勘定 20,741 －

その他（純額） 87,260 42,866

有形固定資産合計 960,773 943,146

無形固定資産   

のれん 88,882 46,111

その他 121,339 104,379

無形固定資産合計 210,222 150,490

投資その他の資産   

投資有価証券 1,411,270 1,431,601

長期貸付金 102,427 92,567

長期前払費用 629,047 544,400

繰延税金資産 90,835 83,811

その他 665,870 568,480

貸倒引当金 △55,379 △55,279

投資その他の資産合計 2,844,071 2,665,582

固定資産合計 4,015,066 3,759,220

資産合計 9,747,332 9,142,084



（単位：千円）

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 132,407 158,395

短期借入金 1,390,200 1,079,300

未払法人税等 19,271 41,600

その他 391,505 283,177

流動負債合計 1,933,384 1,562,473

固定負債   

長期借入金 1,601,502 1,243,102

その他 32,643 82,910

固定負債合計 1,634,145 1,326,012

負債合計 3,567,529 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 674,844 730,420

自己株式 △6,322 △1,813

株主資本合計 6,269,671 6,329,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △81,298 △70,947

繰延ヘッジ損益 △16,819 △23,739

為替換算調整勘定 △46,372 △30,274

評価・換算差額等合計 △144,490 △124,961

新株予約権 44,848 40,897

少数株主持分 9,773 7,904

純資産合計 6,179,802 6,253,598

負債純資産合計 9,747,332 9,142,084



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 2,731,612

売上原価 1,031,151

売上総利益 1,700,461

販売費及び一般管理費 1,629,366

営業利益 71,095

営業外収益  

受取利息 14,794

その他 2,751

営業外収益合計 17,546

営業外費用  

支払利息 15,072

持分法による投資損失 16,762

為替差損 14,310

その他 6,214

営業外費用合計 52,360

経常利益 36,281

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,163

持分変動利益 16,955

投資有価証券売却益 1,791

特別利益合計 19,910

特別損失  

固定資産除却損 1,818

特別損失合計 1,818

税金等調整前四半期純利益 54,374

法人税、住民税及び事業税 37,562

法人税等調整額 14,282

法人税等合計 51,845

少数株主利益 1,924

四半期純利益 604



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 54,374

減価償却費 192,488

のれん償却額 11,933

固定資産除却損 1,818

投資事業組合運用損益（△は益） 2,586

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,794

受取利息及び受取配当金 △15,331

支払利息 15,072

為替差損益（△は益） 31,512

持分法による投資損益（△は益） 16,762

持分変動損益（△は益） △16,955

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,791

売上債権の増減額（△は増加） 261,640

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,710

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,470

仕入債務の増減額（△は減少） △54,932

未払金の増減額（△は減少） 108,539

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,042

その他 2,823

小計 535,887

利息及び配当金の受取額 14,879

利息の支払額 △18,459

法人税等の支払額 △41,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 491,147

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 △70,000

有形固定資産の取得による支出 △35,479

無形固定資産の取得による支出 △15,760

投資有価証券の取得による支出 △15,000

投資有価証券の売却による収入 7,655

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 △92,197

貸付金の回収による収入 8,139

投資その他の資産の増減額（△は増加） △192,537

その他 2,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △462,680



（単位：千円）

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) 

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） △29,100

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 △351,600

自己株式の取得による支出 △4,508

配当金の支払額 △68,594

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,196

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,083

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 360,580

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 2,135,607



 

　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)

 

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
2,704,844 26,768 2,731,612 － 2,731,612

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
300 － 300 (300) －

計 2,705,144 26,768 2,731,912 (300) 2,731,612

営業利益 60,647 10,447 71,095 － 71,095

　（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

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

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。

〔所在地別セグメント情報〕

 

　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)

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 2,352,570 354,387 24,655 2,731,612 － 2,731,612

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
133,948 5,036 32,670 171,655 (171,655) －

計 2,486,518 359,424 57,325 2,903,267 (171,655) 2,731,612

　　営業利益 2,703 58,325 10,066 71,095 － 71,095

　（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

　(2)その他・・・・中国

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。 



〔海外売上高〕

 

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)

 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 254,371 177,721 432,092

Ⅱ　連結売上高(千円) － － 2,731,612

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合(％)
9.31 6.51 15.82

　（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。



「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  2,500,509 100.0

Ⅱ　売上原価  1,059,054 42.4

売上総利益  1,441,455 57.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,548,911 61.9

営業損失(△)  △107,455 △4.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 24,360   

２．受取地代家賃 4,590   

３．為替差益　 5,385   

４．その他 3,352 37,688 1.5

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 9,265   

２．持分法による投資損失　 44,996   

３．賃貸原価 3,384   

４．その他 3,714 61,360 2.4

経常損失(△)  △131,127 △5.2

Ⅵ　特別利益    

１．投資有価証券売却益 60,225 60,225 2.4

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 203   

２．投資有価証券売却損 33,374 33,578 1.4

税金等調整前中間純損失
(△)

 △104,480  

法人税、住民税及び事業税 31,906   

法人税等調整額 △13,438 18,468 0.7

少数株主損失(△)  △4,288 △0.2

中間純損失(△)  △118,660 △4.7
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