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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 59,067 ― 4,750 ― 4,938 ― 2,593 ―

20年3月期第3四半期 55,197 0.5 4,325 34.3 4,460 34.3 2,209 37.3

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3四半期 122.20 122.00
20年3月期第3四半期 103.26 103.13

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3四半期 62,176 40,976 64.9 1,901.40
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3四半期  40,355百万円 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  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 ― 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  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 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、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 
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3四半期  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3四半期  783,464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3四半期  21,223,979株 20年3月期第3四半期  21,394,111株
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医療業界は、少子高齢化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。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３四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6.7％増加しました。利益面においては、減価償却費の

増加や前年度のM&Aやアライアンスに伴う業務統合などの費用が増加しましたが、数量効果や治験部門で

も利益率が向上し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コア部分が完成し、検査受託体制の強化と更なる効率化

が図られました。今後は、その機能発揮によりノンリア項目の翌日報告の拡充やWeb照会システムの構築

などユーザーサービスの向上に取り組みます。  

 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、引き続き食品衛生コン

サルティングや食品検査の受注が堅調に推移した上、コスト管理の強化により費用を抑制し大幅増益とな

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、当第３四半期のMSの販売数は、新規開業を中心に202施設（前年同期比46施設減）となり前年

同期を下回りました。また、ハードの保守期限を迎えた既存ユーザー411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、同事業の損益については、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、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、当期は受託案件が減少した上、人件

費の増加もあり大幅な減益となりました。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高59,067百万円（前年同期比7.0％増）、営

業利益4,750百万円（前年同期比9.8％増）、経常利益4,938百万円（前年同期比10.7％増）、四半期純利

益2,593百万円（前年同期比17.4％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３四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産62,176百万円（前期末比2,214百万円増）、純資産

40,976百万円（前期末比2,134百万円増）、自己資本比率64.9％（前期末比0.9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1,075百万円の増加、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1,257百万円増加しています。純資産の部では、利益剰余金が2,010百万

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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通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月13日の公表数値を修正しておりません。 

  
  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,816,487 12,638,977

受取手形及び売掛金 14,945,817 13,870,533

商品及び製品 111,347 158,427

仕掛品 183,468 281,580

原材料及び貯蔵品 1,162,519 1,060,541

その他 1,382,872 1,367,618

貸倒引当金 △74,712 △72,038

流動資産合計 29,527,799 29,305,640

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,483,015 9,699,019

土地 10,727,950 10,490,104

その他（純額） 5,183,738 3,638,173

有形固定資産合計 25,394,704 23,827,297

無形固定資産   

その他 3,506,822 3,717,942

無形固定資産合計 3,506,822 3,717,942

投資その他の資産   

その他 3,969,397 3,390,491

貸倒引当金 △222,193 △279,507

投資その他の資産合計 3,747,204 3,110,983

固定資産合計 32,648,731 30,656,224

資産合計 62,176,530 59,961,864
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 8,875,550 8,140,925

短期借入金 1,248,200 1,622,805

未払法人税等 839,125 1,335,654

その他 6,355,648 6,269,821

流動負債合計 17,318,524 17,369,206

固定負債   

退職給付引当金 2,994,747 2,870,430

役員退職慰労引当金 127,241 120,749

その他 759,811 759,467

固定負債合計 3,881,800 3,750,647

負債合計 21,200,325 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 6,647,010 6,646,998

利益剰余金 28,871,970 26,861,961

自己株式 △1,268,830 △1,268,543

株主資本合計 40,295,735 38,286,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 59,470 58,433

評価・換算差額等合計 59,470 58,433

新株予約権 39,963 25,704

少数株主持分 581,035 471,870

純資産合計 40,976,205 38,842,011

負債純資産合計 62,176,530 59,961,864
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 59,067,183

売上原価 36,961,351

売上総利益 22,105,832

販売費及び一般管理費 17,355,136

営業利益 4,750,695

営業外収益  

不動産賃貸料 38,711

その他 194,250

営業外収益合計 232,961

営業外費用  

支払利息 15,527

不動産賃貸原価 19,086

その他 10,214

営業外費用合計 44,828

経常利益 4,938,828

特別利益  

固定資産売却益 3,653

貸倒引当金戻入額 8,900

その他 4,673

特別利益合計 17,227

特別損失  

固定資産除却損 73,008

減損損失 58,728

その他 30,254

特別損失合計 161,991

税金等調整前四半期純利益 4,794,064

法人税、住民税及び事業税 1,783,555

法人税等調整額 301,447

法人税等合計 2,085,003

少数株主利益 115,393

四半期純利益 2,593,667

－6－

（株）ビー・エム・エル（4694）　平成21年3月期　第3四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 4,794,064

減価償却費 2,586,071

減損損失 58,728

のれん償却額 216,307

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124,317

支払利息 15,527

固定資産除却損 73,008

売上債権の増減額（△は増加） △1,046,259

たな卸資産の増減額（△は増加） 208,675

仕入債務の増減額（△は減少） 714,401

未払消費税等の増減額（△は減少） 111,885

その他 △795,878

小計 7,060,851

利息の支払額 △15,153

法人税等の支払額 △2,270,522

その他の収入 210,416

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,985,592

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 △3,139,969

無形固定資産の取得による支出 △922,821

投資有価証券の取得による支出 △407,862

関係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 24,748

その他 △4,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,688,678

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 55,000

短期借入金の返済による支出 △101,205

長期借入金の返済による支出 △328,400

配当金の支払額 △583,658

その他 △6,546

財務活動によるキャッシュ・フロー △964,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △667,896

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 11,118,009
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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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（要約）前第３四半期連結損益計算書 

 
  

（要約）前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【参考】

科  目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 55,197

Ⅱ 売上原価 34,772

   売上総利益 20,424

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,099

   営業利益 4,325

Ⅳ 営業外収益 205

Ⅴ 営業外費用 70

   経常利益 4,460

Ⅵ 特別利益 6

Ⅶ 特別損失 232

   税金等調整前四半期純利益 4,233

   法人税・住民税及び事業税等 1,950

   少数株主利益 73

   四半期純利益 2,209

区  分

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,027

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,297

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,823

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 906

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,495

Ⅵ 連結子会社増加に伴う現金増加額 79

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 10,480
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31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 24,225,813 41.0 23,020,408 41.7 5.2

 血液学的検査 4,894,999 8.3 4,408,208 8.0 11.0

 免疫学的検査 11,910,979 20.2 11,058,486 20.0 7.7

 微生物学的検査 3,237,007 5.5 2,969,041 5.4 9.0

 病理学的検査 3,965,933 6.7 3,740,607 6.8 6.0

 その他検査 5,270,935 8.9 4,926,799 8.9 7.0

その他検査事業 2,508,446 4.2 2,196,381 4.0 14.2

検査事業小計 56,014,116 94.8 52,319,933 94.8 7.1

医療情報システム事業 2,699,970 4.6 2,463,883 4.5 9.6

その他事業 353,096 0.6 413,201 0.7 -14.6

合計 59,067,183 100.0 55,197,017 100.0 7.0
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