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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 4,181 ― 138 ― 58 ― 6 ―

20年3月期第3四半期 3,850 3.8 △30 ― △118 ― △128 ―

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 0.37 ―

20年3月期第3四半期 △7.39 ―

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 9,744 6,091 62.0 351.93
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3四半期  6,036百万円 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 ― 0.00 ― 4.00 4.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 ― 7.08

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 
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3四半期  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3四半期  201,034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3四半期  17,317,271株 20年3月期第3四半期  17,352,740株



 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の拡大により急速に悪化いたしました。医療

業界におきましては一部耐久消費財に見られるほどの急激な需要の落ち込みはまだ観測されていませんが、今後は厳

しさを増してくるものと思われます。 

 このような情勢の下、当第３四半期連結会計期間の売上高は14億49百万円となりました。損益面においては、営業

利益66百万円、経常利益20百万円、四半期純利益は５百万円となりました。   

  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は41億81百万円（前年同期比8.6％増）となりました。利益面にお

いては、営業利益１億38百万円（前年同期は30百万円の損失）、経常利益58百万円（前年同期は１億18百万円の損

失）、四半期純利益は６百万円（前年同期は１億28百万円の損失）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、主力の自己免疫疾患検査試薬の販売が当四半期も堅調に推移し、計画をやや上回る売上実績

となりました。 

 基礎研究用試薬分野は、売上に占める構成比の高い抗体受託事業の実績が当初の見通しを下回ったことが影響して

計画未達となりました。 

 細胞診関連分野では、平成20年12月で試薬の販売代理店契約を終了しました。12月までの実績は、計画を大幅に上

回る売上となりました。 

  

 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３四半期連結累計期間の売上高は41億41百万円、営業

利益は１億23百万円となりました。 

  

 （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３四半期連結累計期間の売上高は39百万円、営業利益は

15百万円となりました。  

  

 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36億44百万円、営業利益47百万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５億11百万円、営業利益76百万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25百万円、営業利益14百万円と売上、利益共に徐々にではありますが、貢献し

てきております。 

  

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

  当第３四半期連結会計期間末の総資産合計は、97億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億２百万円増加い

たしました。流動資産は、50億57百万円となり、３億25百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金が減少

したためであります。固定資産は、46億87百万円となり、９億27百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証

券の増加によるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、36億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億64百万円増加いた

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３四半期連結会計期間末の純資産合計は、60億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億62百万円減少い

たしました。これは配当金の支払、自己株式の取得等によるものであります。この結果、自己資本比率は62.0％とな

りました。 

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 



（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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、12億91百万円とな

り、前連結会計年度末と比較し４億22百万円減少いたしました。 

  

  当第３四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、４億64百万円となりました。 

  これは主に、税金等調整前四半期純利益50百万円、減価償却費２億88百万円の計上、売上債権の減少額１億39百万

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、12億62百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の預入による支出70百万円、投資有価証券の取得による支出７億60百万円、貸付による支出

１億８百万円、投資その他の資産の増加額１億98百万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５億33百万円、配当金の支払68百万円はあったものの、長期借入による

収入９億円があったためであります。 

  

  

  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変更はなく、1ページに記載のとおりであります。  

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

 たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

  

  

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 

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おります。 

   ただし、当第３四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 1,340,262 1,692,154

受取手形及び売掛金 1,538,599 1,650,831

有価証券 20,899 21,530

商品及び製品 870,550 866,096

仕掛品 606,503 621,445

原材料及び貯蔵品 345,066 310,040

繰延税金資産 64,644 87,274

その他 281,306 187,155

貸倒引当金 △10,246 △53,665

流動資産合計 5,057,587 5,382,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 621,413 627,600

機械装置及び運搬具（純額） 171,931 228,141

土地 44,537 44,537

建設仮勘定 20,741 －

その他（純額） 90,959 42,866

有形固定資産合計 949,584 943,146

無形固定資産   

のれん 82,916 46,111

その他 131,123 104,379

無形固定資産合計 214,039 150,490

投資その他の資産   

投資有価証券 2,050,583 1,431,601

長期貸付金 90,420 92,567

長期前払費用 582,161 544,400

繰延税金資産 126,603 83,811

その他 729,393 568,480

貸倒引当金 △55,670 △55,279

投資その他の資産合計 3,523,491 2,665,582

固定資産合計 4,687,115 3,759,220

資産合計 9,744,702 9,142,084



（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 168,775 158,395

短期借入金 1,510,000 1,079,300

未払法人税等 16,332 41,600

その他 372,214 283,177

流動負債合計 2,067,323 1,562,473

固定負債   

長期借入金 1,517,502 1,243,102

その他 68,483 82,910

固定負債合計 1,585,985 1,326,012

負債合計 3,653,309 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 680,638 730,420

自己株式 △42,005 △1,813

株主資本合計 6,239,783 6,329,757

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △117,307 △70,947

繰延ヘッジ損益 △36,955 △23,739

為替換算調整勘定 △48,524 △30,274

評価・換算差額等合計 △202,787 △124,961

新株予約権 44,657 40,897

少数株主持分 9,740 7,904

純資産合計 6,091,392 6,253,598

負債純資産合計 9,744,702 9,142,084



（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 4,181,289

売上原価 1,561,036

売上総利益 2,620,253

販売費及び一般管理費 2,481,911

営業利益 138,342

営業外収益  

受取利息 20,213

その他 7,566

営業外収益合計 27,780

営業外費用  

支払利息 24,331

持分法による投資損失 21,423

為替差損 57,175

その他 4,994

営業外費用合計 107,924

経常利益 58,198

特別利益  

貸倒引当金戻入額 135

持分変動利益 16,955

投資有価証券売却益 2,595

新株予約権戻入益 191

特別利益合計 19,876

特別損失  

固定資産除却損 4,721

投資有価証券評価損 22,995

特別損失合計 27,717

税金等調整前四半期純利益 50,358

法人税、住民税及び事業税 26,028

法人税等調整額 15,878

法人税等合計 41,906

少数株主利益 2,052

四半期純利益 6,398



（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 50,358

減価償却費 288,925

のれん償却額 17,900

固定資産除却損 4,721

投資事業組合運用損益（△は益） 4,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,026

受取利息及び受取配当金 △20,819

支払利息 24,331

為替差損益（△は益） 56,635

持分法による投資損益（△は益） 21,423

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） 20,399

売上債権の増減額（△は増加） 139,925

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,684

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,525

仕入債務の増減額（△は減少） △25,423

未払金の増減額（△は減少） 58,419

その他の流動負債の増減額（△は減少） △28,236

その他 4,048

小計 536,879

利息及び配当金の受取額 12,184

利息の支払額 △20,923

法人税等の支払額 △63,814

営業活動によるキャッシュ・フロー 464,326

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 △72,653

無形固定資産の取得による支出 △31,089

投資有価証券の取得による支出 △760,030

投資有価証券の売却による収入 13,480

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 △108,233

貸付金の回収による収入 21,888

投資その他の資産の増減額（△は増加） △198,192

その他 2,220

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,262,609



（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) 

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） 88,900

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △533,800

自己株式の取得による支出 △40,191

配当金の支払額 △68,850

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,057

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △483,865

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 1,291,161



 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。 

  

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) 

 （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 

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。 

  

  

 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) 

 （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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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  4,141,389  39,900  4,181,289  －  4,181,289

(2)セグメント間の内部 

   売上高又は振替高 
 450  －  450 (450)  －

計  4,141,839  39,900  4,181,739 (450)  4,181,289

 営業利益  123,235  15,106  138,342  －  138,342

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
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  3,644,140  511,403  25,745  4,181,289  －  4,181,289

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 196,987  7,906  57,876  262,770  (262,770)  －

計  3,841,128  519,310  83,621  4,444,059  (262,770)  4,181,289

 営業利益  47,598  76,699  14,043  138,342  －  138,342



  

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) 

 （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。 

  

  

〔海外売上高〕 

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  360,545  247,827  608,372

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  4,181,289

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 8.62  5.93  14.55

（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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

   

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,850,929

Ⅱ 売上原価  1,635,292

売上総利益  2,215,636

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,245,666

営業損失(△) △30,029

Ⅳ 営業外収益  45,997

Ⅴ 営業外費用  134,585

経常損失(△) △118,617

Ⅵ 特別利益  84,549

Ⅶ 特別損失  87,578

税金等調整前四半期純損失(△) △121,646

税金費用  10,436

少数株主損失(△)  △3,767

四半期純損失(△) △128,314
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