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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 39,108 ― 3,235 ― 3,384 ― 1,695 ―

20年3月期第2四半期 36,540 △0.3 2,708 9.2 2,815 11.0 1,418 11.3

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 79.90 79.77
20年3月期第2四半期 66.08 66.00

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 61,788 40,275 64.3 1,871.79
20年3月期 59,961 38,842 64.0 1,806.65

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,726百万円 20年3月期  38,344百万円

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 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年3月期 ― 12.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 17.50 30.00

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 77,000 5.7 5,000 3.3 5,180 3.5 2,580 8.7 121.56

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、４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．本資料に記載されている業績予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれていま
す。そのため実際の業績は、様々な要因の変化によって予想数値とは異なる場合がありうることをご承知おき下さい。 
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。 

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2四半期  22,007,363株 20年3月期  22,007,363株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  783,411株 20年3月期  783,322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  21,223,999株 20年3月期第2四半期  21,466,999株
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(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 

  

（参考）平成21年３月期の個別業績予想（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

通期 64,500 5.8 3,000 30.5 3,600 26.1 2,000 42.4 94 23
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医療業界は、高齢化の進行や老人医療費の増加を背景とした大規模な医療制度改革が進められており、

後期高齢者医療制度の創設や療養病床の再編など各種の制度変更が実施されています。また、その一環と

して、平成20年４月から、生活習慣病予防としての特定健康診査・特定保険指導が開始されました。ま

た、当期の受託臨床検査業界は、２年毎に実施されている診療報酬改定の年度に当たり、検体検査に係る

保険点数（公定価格）は、平均約１％引き下げられましたが、その下げ率は例年に比較して大幅に縮小し

ました。前回の改定で厳格化された院内検査に係る検体管理加算については、再度見直しがあり一部緩和

されています。  

 こうした環境の下、当社グループは、臨床検査事業については、診療報酬改定に伴う契約更改において

受託価格の維持・適正化に努めるとともに、採算を重視した大型施設へのFMS／ブランチラボ方式（検査

機器・システムなどの賃貸と運営支援／院内検査室の運営受託）による提案営業に加え、拡大するクリニ

ック市場に重点を置いた営業活動を展開しました。また、前期に行なった地域検査センターのM&A及びア

ライアンスの効果もあり、当第２四半期の検査数量は順調に増加し、受託価格についても比較的安定して

推移したことから、同事業の売上高は前年同期比6.8％増加しました。利益面においては、M&A及びアライ

アンスに伴う業務統合などの費用が嵩みましたが、増収及び数量効果により増益を確保しました。BML総

合研究所（埼玉県川越市）にて構築中の次世代ラボシステムについては、検査前処理工程である自動分注

の新システム（新フロンティア）が８月に完成し、本格稼働を始めました。これにより、検体受付から検

査前処理工程さらに生化学的検査及び血液学的検査の自動化ラインである新シンフォニーケミストリー

（平成18年10月稼働）及び新シンフォニーヘマトロジー（平成19年３月稼働）へ繋がる次世代ラボシステ

ムの中核部分が完成し、検査受託体制の強化と更なる効率化が図られました。  

 その他検査事業については、食品衛生事業を営む㈱BMLフード・サイエンスが、食品安全性に対する社

会的関心の高まりから受注が堅調に推移し、一方経費削減を進めたことで大幅増益となりました。  

 医療情報システム事業については、診療所版電子カルテ「メディカルステーション」（以下「MS」とい

う。）の販促活動に関して、継続した医療IT化セミナーの開催やTV・専門誌等を用いた広告活動を展開し

ましたが、当上期のMSの販売数は、新規開業を中心に140施設（前年同期比34施設減）となり前年同期を

下回りました。また、既存ユーザー310施設に対し、サーバーを中心としたリプレースを行いました。一

方、前期において事業運営体制の再構築を進めたことで事業採算が改善しており、同事業の損益について

は、前年同期の赤字から黒字転換しています。  

 その他事業については、SMO※/CRO※ 事業を営む㈱アレグロが、売上高は前年並みで推移しました

が、業務拡大による人件費の増加などにより小幅な減益となりました。  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高39,108百万円（前年同期比7.0％増）、営

業利益3,235百万円（前年同期比19.5％増）、経常利益3,384百万円（前年同期比20.2％増）、当期純利益

1,695百万円（前年同期比19.5％増）となりました。  

 なお、前年同期比は参考として記載しています。 

  
※SMO：特定の医療機関（治験実施施設）と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関をいう。 

※CRO：医薬品の開発において、製薬メーカーが行なう治験に関わる様々な業務の全て又は一部を代行・支援する機関

をいう。 

  

  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産61,788百万円（前期末比1,826百万円増）、純資産

40,275百万円（前期末比1,433百万円増）、自己資本比率64.3％（前期末比0.3ポイント増）となっていま

す。主な増減項目は、資産の部では、流動資産で売上債権が758百万円の増加、固定資産で検査機器等の

設備投資により工具器具備品が546百万円増加しています。負債の部では、流動負債で仕入債務が540百万

円増加しています。純資産の部では、利益剰余金が1,377百万円増加しています。 

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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臨床検査事業については、検査数量が引き続き堅調に推移すると見込まれますが、損益面では、減価償

却費及び人件費の増加や子会社の一部が業務統合過程にあり赤字が残るものと見込まれます。  

 その他検査事業については、㈱BMLフード・サイエンスが好調に推移し、上期業績を押し上げました

が、下期においては、期初予想通りの推移を見込んでいます。  

 医療情報システム事業については、MS販売に関して、リプレースについては順調な進捗が見込まれる一

方、新規導入については、期初の販売目標を下方修正します。  

 このような状況の下、通期の連結業績については、売上高については、期初予想を増額修正し、売上高

77,000百万円、一方利益については、上記の理由により期初予想を据え置き、営業利益5,000百万円、経

常利益5,180百万円、当期純利益2,580百万円を見込んでおります。また、通期の個別業績については、上

期の実績を踏まえ、売上高及び利益を共に増額修正し、売上高64,500百万円、営業利益3,000百万円、経

常利益3,600百万円、当期純利益2,000百万円を見込んでおります。 

  
  

  

該当事項はありません。 
  

 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。 
  

①「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)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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」(企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、

評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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）

(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

(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
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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 12,215,615 12,638,977 

受取手形及び売掛金 14,628,575 13,870,533 

商品及び製品 150,679 158,427 

仕掛品 311,790 281,580 

原材料及び貯蔵品 981,136 1,060,541 

その他 1,655,846 1,367,618 

貸倒引当金 △69,196 △72,038 

流動資産合計 29,874,447 29,305,640 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 9,662,881 9,699,019 

土地 10,500,626 10,490,104 

その他（純額） 4,430,918 3,638,173 

有形固定資産合計 24,594,427 23,827,297 

無形固定資産 

のれん 643,200 835,692 

その他 3,046,810 2,882,250 

無形固定資産合計 3,690,010 3,717,942 

投資その他の資産 

その他 3,835,149 3,390,491 

貸倒引当金 △205,408 △279,507 

投資その他の資産合計 3,629,741 3,110,983 

固定資産合計 31,914,179 30,656,224 

資産合計 61,788,626 59,961,864 
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（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 8,681,639 8,140,925 

短期借入金 1,356,173 1,622,805 

未払法人税等 1,536,153 1,335,654 

その他 6,108,901 6,269,821 

流動負債合計 17,682,868 17,369,206 

固定負債 

退職給付引当金 2,949,043 2,870,430 

役員退職慰労引当金 121,352 120,749 

その他 759,570 759,467 

固定負債合計 3,829,966 3,750,647 

負債合計 21,512,834 21,119,853 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,045,586 6,045,586 

資本剰余金 6,646,998 6,646,998 

利益剰余金 28,239,347 26,861,961 

自己株式 △1,268,728 △1,268,543 

株主資本合計 39,663,204 38,286,003 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 63,623 58,433 

評価・換算差額等合計 63,623 58,433 

新株予約権 25,704 25,704 

少数株主持分 523,260 471,870 

純資産合計 40,275,792 38,842,011 

負債純資産合計 61,788,626 59,961,864 
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(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 39,108,869 

売上原価 24,301,475 

売上総利益 14,807,394 

販売費及び一般管理費 11,571,608 

営業利益 3,235,785 

営業外収益 

不動産賃貸料 26,613 

その他 150,971 

営業外収益合計 177,585 

営業外費用 

支払利息 10,828 

不動産賃貸原価 11,304 

その他 6,887 

営業外費用合計 29,020 

経常利益 3,384,350 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 11,199 

その他 8,247 

特別利益合計 19,446 

特別損失 

固定資産除却損 44,485 

減損損失 58,728 

その他 8,546 

特別損失合計 111,760 

税金等調整前四半期純利益 3,292,037 

法人税、住民税及び事業税 1,574,504 

法人税等調整額 △35,901 

法人税等合計 1,538,603 

少数株主利益 57,686 

四半期純利益 1,695,747 
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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 3,292,037 

減価償却費 1,588,947 

減損損失 58,728 

のれん償却額 143,041 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78,613 

支払利息 10,828 

固定資産除却損 44,485 

売上債権の増減額（△は増加） △721,481 

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,970 

仕入債務の増減額（△は減少） 521,372 

未払消費税等の増減額（△は減少） 33,950 

その他 △339,861 

小計 4,723,632 

利息の支払額 △11,025 

法人税等の支払額 △1,378,876 

その他の収入 160,880 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,494,610 

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 △1,941,650 

無形固定資産の取得による支出 △654,208 

投資有価証券の取得による支出 △299,719 

子会社株式の取得による支出 △191,667 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

△47,097 

貸付金の回収による収入 8,460 

その他 △6,599 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,132,481 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 35,000 

短期借入金の返済による支出 △81,032 

長期借入金の返済による支出 △220,600 

配当金の支払額 △318,360 

その他 △6,444 

財務活動によるキャッシュ・フロー △591,436 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △229,308 

現金及び現金同等物の期首残高 11,785,906 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,556,597 
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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。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前中間連結損益計算書 

 

  

【参考】

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(千円) 百分比
(％)

Ⅰ 売上高 36,540,600 100.0

Ⅱ 売上原価 22,988,001 62.9

   売上総利益 13,552,599 37.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,844,240 29.7

   営業利益 2,708,359 7.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 不動産賃貸収入 26,387

 ２ 貸倒引当金戻入額 19,490

 ３ その他 112,629 158,507 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 不動産賃貸原価 10,677

 ２ 支払利息 16,396

 ３ たな卸資産処分損 11,336

 ４ 損害賠償金 7,405

 ５ その他 5,901 51,717 0.1

   経常利益 2,815,149 7.7

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 6,165 6,165 0.0

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 69,241

 ２ その他 14,603 83,844 0.2

   税金等調整前中間純利益 2,737,470 7.5

   法人税、住民税及び事業税 1,247,717

   法人税等調整額 26,961 1,274,678 3.5

   少数株主利益 44,316 0.1

   中間純利益 1,418,475 3.9
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前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(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間（当期）純利益 2,737,470

減価償却費 1,316,697

退職給付引当金の増減額（△は減） △19,819

支払利息 16,396

固定資産除却損 69,241

売上債権の増減額(△は増) △236,243

たな卸資産の増加額 △265,487

仕入債務の増加額 158,724

未払消費税等の増減額(△は減) 67,846

その他 △30,089

小計 3,814,735

利息の支払額 △14,468

法人税等の支払額 △824,526

その他 113,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,089,497

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 △955,081

無形固定資産の取得による支出 △385,433

貸付金の回収による収入 43,762

その他 79,688

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,217,063

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出 △530,072

長期借入金の返済による支出 △225,600

配当金の支払額 △215,241

自己株式の取得による支出 △343,493

その他 △766

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,315,173

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減） 557,260

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,495,739

Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金増加額 79,112

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 10,132,112
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 販売の状況 

 
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。 

6. その他の情報

検査区分

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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日) 増減率(％)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

検査事業 臨床検査事業

 生化学的検査 16,004,824 40.9 15,241,788 41.7 5.0

 血液学的検査 3,273,778 8.4 2,937,681 8.0 11.4

 免疫学的検査 8,006,661 20.5 7,366,737 20.2 8.7

 微生物学的検査 2,155,042 5.5 2,000,173 5.5 7.7

 病理学的検査 2,522,683 6.5 2,421,520 6.6 4.2

 その他検査 3,461,425 8.8 3,213,876 8.8 7.7

その他検査事業 1,577,201 4.0 1,407,239 3.9 12.1

検査事業小計 37,001,617 94.6 34,589,016 94.7 7.0

医療情報システム事業 1,860,646 4.8 1,706,751 4.7 9.0

その他事業 246,604 0.6 244,832 0.6 0.7

合計 39,108,869 100.0 36,540,600 100.0 7.0
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