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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,113 3.5 1,828 △10.8 2,030 8.2 1,137 △31.9

20年3月期 25,223 2.3 2,050 12.8 1,877 △3.0 1,670 54.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 57.44 57.24 6.0 7.2 7.0
20年3月期 84.30 84.18 9.0 7.0 8.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 27,895 18,407 65.8 1,010.84
20年3月期 28,234 19,367 68.5 959.78

（参考） 自己資本   21年3月期  18,349百万円 20年3月期  19,340百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,887 △1,176 △1,959 5,418
20年3月期 1,007 446 99 6,674

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00 498 29.7 2.7
21年3月期 ― 15.00 ― 10.00 25.00 483 43.5 2.5

22年3月期 
（予想）

― 12.00 ― 13.00 25.00 39.8

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

13,930 3.5 1,293 11.0 1,347 0.1 777 6.3 42.80

通期 26,780 2.6 1,940 6.1 2,000 △1.5 1,140 0.3 62.80



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に
記載されるもの） 

（注）詳細は、２２ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、３５ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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  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  3,617,656株 20年3月期  3,619,647株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 26,113 3.5 1,917 △6.8 2,111 0.6 1,217 △37.4

20年3月期 25,223 17.3 2,057 15.2 2,099 10.5 1,946 80.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期 61.52 61.31
20年3月期 98.25 98.10

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 28,236 18,765 66.3 1,030.59
20年3月期 28,359 19,509 68.7 966.82

（参考） 自己資本 21年3月期  18,708百万円 20年3月期  19,482百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照下さい。 

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

第2四半期 
累計期間

13,930 3.5 1,340 11.6 1,390 0.5 820 6.7 45.17

通期 26,770 2.5 2,010 4.8 2,060 △2.5 1,200 △1.5 66.10



(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、年度の前半は原油価格や原材料価格の高騰によるコスト高が続いたことか

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。また、年度の後半は世界的

な金融危機の影響による海外経済の悪化を背景とした輸出の大幅減少を主因として、企業収益の急速な落ち込み、生

産活動の減少、雇用環境の悪化など景気は急激に悪化いたしました。 

臨床検査薬業界におきましては、平成20年４月の診療報酬改定で検査実施料の引き下げが小幅であり、また、平成

20年４月から始まった特定健診・特定保健指導制度により受診者が増加したことなど好材料もありましたが、価格低

下と業界内の競争が一段と厳しくなり、また、原材料価格高騰等の影響を受け、より一層の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、当社グループは、国内外市場での主力製品の販売拡大、新製品販売に努め、売上の拡

大を図ってまいりました。 

これらの結果といたしまして、当連結会計年度における売上高は261億13百万円（前年同期比3.5％増）となり、９

期連続増収を達成いたしました。 

製品の種類別区分ごとの売上高では、細菌学的検査用試薬は薬剤感受性検査用試薬「ドライプレート」や迅速検査

試薬が売上を伸ばし44億72百万円（同1.2％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18

億34百万円（同7.8％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「OCシリーズ」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137億57百万円（同6.2％増）、生化学的検査用試薬

は価格競争激化、装置の進歩による試薬使用量の低下の影響により減少し９億34百万円（同3.9％減）、器具・食品

環境関連培地は価格競争激化の影響により苦戦し26億78百万円（同3.2％減）、その他は医療機器及び遺伝子関連等

の販売が伸び24億35百万円（同15.2％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・試薬等が伸長し、15億38百万円（同34.7％増）となりました。 

売上原価は、国内３工場及び栄研生物科技（上海）有限公司の生産効率の向上など原価低減に努めましたが、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し、また、販売価格の低下や原材料・包装資材の値上げの影響

により、売上原価率が前年同期比0.8ポイント上昇いたしました。 

利益面では、販売費及び一般管理費の効率的な使用に努力した結果、当連結会計年度の営業利益は18億28百万円

（同10.8％減）となりました。経常利益につきましては、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、20億30百万円（同8.2％増）と過去 高益となりました。当期純利益につきましては、11億37百万円となり

ましたが、前年は特別利益に本社土地・建物の売却益を計上したため、前年同期比31.9％減となりました。 

※：FIND（Foundation for Innovative New Diagnostics：途上国向けに革新的な検査法を開発する非営利目的の

基金） 

次事業年度の見通し 

次期のわが国経済は、設備投資の落ち込み、個人消費の低迷などから、景気の後退が続くことが予想されます。臨

床検査薬業界におきましても、世界的不況による低成長が予想され、診療報酬改定はありませんが、価格低下と業界

内の競争が一段と厳しくなり、一層の経営の効率化と合理化が求められる状況になると考えられます。 

このような経営環境下にあって、当社グループは、新経営構想として、堅実な経営を実践するためのよりどころと

なる「EIKEN WAY」及び10年後にグローバル企業“EIKEN”を実現するための基本指針となる“EIKEN ROAD 
MAP 2009”を策定し、平成21年3月12日公表いたしました。 

初年度となる次期より、経営のスピード化及び生産性の向上を積極的に実践し、グローバル化への変革を進めてま

いります。 

このような状況を踏まえ、次期業績につきましては、売上高267億80百万円（前年同期比2.6％増）、営業利益19億

40百万円（同6.1％増）、経常利益20億円（同1.5％減）、当期純利益11億40百万円（同0.3％増）と予想しておりま

す。 

なお、海外向け売上高は、18億70百万円（同21.6％増）と予想しております。 

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

12億56百万円減少し、当連結会計年度末には54億18百万円となりました。 

当連結会計年度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） 

営業活動の結果得られた資金は18億87百万円（同87.3％増）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益

が19億３百万円（同34.2％減）であったものの、前連結会計年度に計上のあった調整項目である有形固定資産売却益

15億91百万円の控除がなかったことと、前連結会計年度と比較し売上債権流動化の未実施による売上債権の増加が２

億８百万円と少なかったこと及び、仕入債権の増加額が３億13百万円あったことによります。 

なお、減価償却費は９億６百万円発生しております。   

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は11億76百万円となりました。これは主に、生産設備の拡充及び研究開発設備の設備

投資による支出が７億85百万円あったことと、有価証券の取得による支出が２億99百万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） 

財務活動の結果使用した資金は19億59百万円となりました。これは主に、配当金の支払いが６億４百万円あったこ

とと、自己株式の取得による支出が13億44百万円あったことによります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

 （注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。 

  平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％）  75.1  74.7  69.1  68.5  65.8

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 110.0  103.2  101.0  62.6  40.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 0.2  0.3  0.1  0.2  0.1

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 911.8  684.1  1,418.1  383.1  647.8



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的

な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施すること、また、中間配当と期末配当の年２回

の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30％以上の配当

を目標といたします。これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締

役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる。」旨定款に定めております。 

当事業年度の期末配当金につきましては、１株当たり10円とさせていただきました。すでに平成20年12月２日に中

間配当金10円及び創立70周年の記念配当金５円をお支払いいたしましたので、年間配当金といたしましては１株当た

り25円となります。 

次期の１株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金12円、期末配当金13円を予定しておりま

す。 

内部留保金につきましては、中長期的な視点にたって、さらなる経営基盤の強化を目指して研究開発投資や設備投

資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。  

(4）事業等のリスク 

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性のある主なリスクは、以下のとおりであります。 

① 医療費抑制策 

当社グループの属する医薬品及び臨床検査薬業界の販売価格は健康保険法の規定に基づく診療報酬改定の影響を受

けます。近年、医療制度の抜本改革や診療報酬における薬価・検査実施料引き下げが継続して実施されております。

今後もこれらの医療費抑制策が推進されれば当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がありま

す。 

② 企業間の開発・販売競争 

医薬品及び臨床検査薬業界は技術革新に伴う開発競争が激しく、先発品・後発品をめぐって他社品との間に開発・

販売競争が継続的に展開されております。競争の結果によっては財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があ

ります。 

③ 品質問題 

当社グループは薬事法関連法規及びGMP（医薬品の製造及び品質管理に関する基準）に基づいて、厳格な品質管理

のもとに製品の製造を行っております。しかし全ての製品に品質問題が発生しないという保証はありません。もし重

大な品質問題が発生した場合には売上の減少、コストの増加などにより財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能

性があります。 

④ 重要な訴訟等 

当社グループは国内及び海外で事業を展開するにあたって、製造物責任（PL）関連、労務関連、知的財産関連、商

取引関連その他に関して、もし訴訟を提起された場合には、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がありま

す。 

⑤ 個人情報 

当社グループは事業展開に関連して様々な個人情報を保有しております。平成17年４月に施行された「個人情報の

保護に関する法律」その他関係法令を遵守するとともに、その取扱いについては不正な使用がなされないように厳重

な管理体制を構築しております。しかし不測の事態により個人情報が流出する可能性は皆無ではなく、もし流出した

場合は損害賠償請求や社会的信用の失墜により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑥ 災害、事故等 

製造拠点をはじめとする当社グループの各事業所が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合や重大な

労働災害、設備事故等が発生した場合には事業活動の停止、制約等により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える

可能性があります。 

⑦ 海外事業展開 

当社グループは北米、欧州ならびにアジア地域への販売活動を積極的に行っております。また平成16年９月に検査

薬の製造販売を主な事業の目的として、中国に現地法人を設立しております。これらの海外事業を展開するにあたっ

ては、予期しない法律または規則の変更、不利な政治または経済要因、為替レートの大幅な変動、戦争・テロ・暴

動・疫病その他の要因による社会的混乱等のリスクが内在しております。これらの事態が発生した場合は、財政状態

及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 



⑧ 知的財産権 

当社グループの製品は、特許、実用新案等によって一定期間保護されております。当社グループでは、特許権、実

用新案権を含む知的財産権を厳重に管理し、他社からの侵害、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権を

侵害するおそれについても常に監視しておりますが、もし当社グループの保有する知的財産権が他社から侵害を受け

た場合、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権を侵害した場合には、財政状態及び経営成績に悪影響を

与える可能性があります。 

これらのほかにも、現在及び将来において、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性のある様々なリスクが

存在しており、ここに記載されたリスクは当連結会計年度末現在において判断したものであって、当社グループのす

べてのリスクではありません。 

  



当社グループは、当社（栄研化学㈱）、連結子会社１社（栄研生物科技（上海）有限公司）、非連結子会社１社

（㈱栄研ミリオンスタッフ）により構成されており、検査薬の製造販売を主な事業として営んでおります。 

なお、連結子会社の栄研生物科技（上海）有限公司は、当社検査薬の加工生産を主な事業として営んでおり、今後

は、検査薬の販売も予定しております。また、非連結子会社の㈱栄研ミリオンスタッフは、損害保険の取扱代理店及

びOA機器関連商品の仕入販売を主な事業として営んでおります。 

 以上のことを事業の系統図として示すと次のとおりであります。 

  

  

［事業系統図］ 

  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、新経営構想として策定した「EIKEN WAY」の中で「ヘルスケアを通じて人々の健康を守り

ます」を経営理念とし、「EIKENグループは、人々の健康を守るために、検査のパイオニアとしてお客様に信頼

される製品・サービスを提供し、企業価値の向上を図ります」を経営ビジョンといたしました。 

 (2）目標とする経営指標 

 厳しい市場環境のもとでも、収益性を重視した経営を実践し、売上高営業利益率10％以上の早期達成を目標とし

ております。なお、当連結会計年度における売上高営業利益率は7.0％でした。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

“EIKEN ROAD MAP 2009”では、創立80周年にあたる2018年度を１つの目標点として捉え、グランドビジョ

ンとして「2018年までに、検査のパイオニアとして人々の健康を守るため、グローバル企業 “EIKEN” を実現

する」を掲げております。具体的には、「臨床検査事業」、「食品・環境検査事業」の２つを事業ドメインと定

め、着実な成長と収益性向上を実現し、また、このドメインの中で次の成長を担う新規事業を創出することを目

指しております。 

なお、基本戦略は以下のとおりであります。 

①国内市場での自社製品シェアアップ 

②グローバル展開の推進 

③コア技術の洗練 

④生産性の向上 

⑤市場優位性の確立 

⑥新規事業・新規市場の創出 

⑦戦略的提携の実施 

⑧コーポレートブランドの向上 

（4）会社の対処すべき課題 

“EIKEN ROAD MAP 2009”の初年度となる次期より、以下の点を重要課題として捉え、これらを行動計画に

落とし込んで実践、グローバル企業 “EIKEN” の実現に向け推進してまいります。 

①グローバル展開の推進 

②高付加価値製品・サービスの提供 

③生産性の向上 

④「能力開発ビジョン」による人材の育成 

⑤統合リスク管理体制の整備 

⑥ISO 14001の取得 

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,574 5,418

受取手形及び売掛金 7,474 7,683

リース投資資産 － 33

有価証券 100 －

たな卸資産 4,743 －

商品及び製品 － 3,110

仕掛品 － 1,197

原材料及び貯蔵品 － 737

繰延税金資産 361 411

その他 148 159

貸倒引当金 △16 △15

流動資産合計 19,387 18,735

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,218 12,409

減価償却累計額 △8,490 △8,785

建物及び構築物（純額） 3,727 3,623

機械装置及び運搬具 4,892 5,107

減価償却累計額 △4,204 △4,279

機械装置及び運搬具（純額） 688 828

工具、器具及び備品 2,873 2,812

減価償却累計額 △2,422 △2,462

工具、器具及び備品（純額） 451 350

土地 1,140 1,140

リース資産 － 82

減価償却累計額 － △12

リース資産（純額） － 69

建設仮勘定 50 39

有形固定資産合計 6,058 6,050

無形固定資産 547 465

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  239 ※1  414

前払年金費用 1,073 1,043

その他 934 1,193

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 2,241 2,644

固定資産合計 8,846 9,160

資産合計 28,234 27,895



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,813 5,127

リース債務 － 53

未払法人税等 578 512

賞与引当金 648 668

返品調整引当金 5 5

その他 1,495 1,672

流動負債合計 7,539 8,038

固定負債   

リース債務 － 179

繰延税金負債 650 579

長期未払金 408 399

その他 268 291

固定負債合計 1,326 1,450

負債合計 8,866 9,488

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,897 6,897

資本剰余金 8,432 7,892

利益剰余金 8,549 7,035

自己株式 △4,681 △3,437

株主資本合計 19,197 18,388

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 10

為替換算調整勘定 87 △48

評価・換算差額等合計 142 △38

新株予約権 27 57

純資産合計 19,367 18,407

負債純資産合計 28,234 27,895



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 25,223 26,113

売上原価 14,312 15,014

売上総利益 10,911 11,099

返品調整引当金戻入額 10 5

返品調整引当金繰入額 5 5

差引売上総利益 10,916 11,099

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,865 ※1, ※2  9,270

営業利益 2,050 1,828

営業外収益   

受取利息 5 9

受取配当金 34 3

補助金収入 － 205

その他 41 47

営業外収益合計 81 266

営業外費用   

支払利息 2 2

コミットメントフィー 4 3

債権売却損 7 －

デリバティブ評価損 － 43

保険解約損 7 －

開業費償却 207 －

為替変動調整支払 － 9

その他 25 4

営業外費用合計 254 64

経常利益 1,877 2,030

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,591 －

貸倒引当金戻入額 － 0

償却債権取立益 － 9

清算配当金 － 5

特別利益合計 1,591 16

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  29 ※4  20

減損損失 ※5  22 ※5  1

役員退職慰労金打切支給 ※6  408 －

貸倒損失 77 －

投資有価証券評価損 29 4

本社移転費用 － 89

過年度関税等支払額 － 14

その他 6 11

特別損失合計 574 143

税金等調整前当期純利益 2,895 1,903

法人税、住民税及び事業税 845 856

法人税等調整額 380 △89

法人税等合計 1,225 766

当期純利益 1,670 1,137



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,897 6,897

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,897 6,897

資本剰余金   

前期末残高 8,586 8,432

当期変動額   

自己株式の処分 △154 △539

当期変動額合計 △154 △539

当期末残高 8,432 7,892

利益剰余金   

前期末残高 7,272 8,549

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,670 1,137

自己株式の処分 － △2,047

当期変動額合計 1,277 △1,514

当期末残高 8,549 7,035

自己株式   

前期末残高 △5,328 △4,681

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 647 2,588

当期変動額合計 646 1,244

当期末残高 △4,681 △3,437

株主資本合計   

前期末残高 17,428 19,197

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,670 1,137

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 492 1

当期変動額合計 1,769 △809

当期末残高 19,197 18,388



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 △45

当期変動額合計 △92 △45

当期末残高 55 10

為替換算調整勘定   

前期末残高 － 87

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 87 △135

当期変動額合計 87 △135

当期末残高 87 △48

評価・換算差額等合計   

前期末残高 148 142

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △181

当期変動額合計 △5 △181

当期末残高 142 △38

新株予約権   

前期末残高 － 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 30

当期変動額合計 27 30

当期末残高 27 57

純資産合計   

前期末残高 17,576 19,367

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,670 1,137

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 492 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 △151

当期変動額合計 1,790 △960

当期末残高 19,367 18,407



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,895 1,903

減価償却費 803 906

減損損失 22 1

開業費償却額 207 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2 △0

返品調整引当金の増減額（△は減少） △5 0

賞与引当金の増減額（△は減少） 33 20

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23 －

株式報酬費用 27 31

受取利息及び受取配当金 △39 △13

支払利息 2 2

受取保険等配当金 △5 －

清算配当金 － 5

為替差損益（△は益） 14 △6

デリバティブ評価損益（△は益） － 43

有形固定資産除却損 29 20

有形固定資産売却損益（△は益） △1,591 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29 4

売上債権の増減額（△は増加） △1,249 △208

たな卸資産の増減額（△は増加） 211 △301

その他の流動資産の増減額（△は増加） 105 △12

投資その他の資産の増減額（△は増加） △333 △70

仕入債務の増減額（△は減少） 102 313

その他の流動負債の増減額（△は減少） △184 152

その他の固定負債の増減額（△は減少） 458 14

小計 1,512 2,798

利息及び配当金の受取額 37 14

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △552 △922

法人税等の還付額 12 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,007 1,887



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △604 △785

有形固定資産の売却による収入 1,771 －

無形固定資産の取得による支出 △133 △47

長期預金の預入による支出 △500 －

投資有価証券の取得による支出 － △299

貸付けによる支出 △4 －

貸付金の回収による収入 4 －

繰延資産の取得による支出 △109 －

清算配当金による収入 － 6

その他の支出 △37 △50

その他の収入 56 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 446 △1,176

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 492 △1,344

配当金の支払額 △393 △604

その他 － △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 99 △1,959

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,545 △1,256

現金及び現金同等物の期首残高 4,952 ※1  6,674

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 177 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,674 ※1  5,418



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1）連結子会社の数及び名称   １社 

栄研生物科技(上海)有限公司 

栄研生物科技(上海)有限公司は、当社

の重要な製品の加工生産を行っている

ため、当連結会計年度より、連結の範

囲に含めております。 

なお、前連結会計年度において連結子

会社でありました栄研器材㈱は平成19

年４月１日をもちまして吸収合併した

ため、連結の範囲から除いておりま

す。 

(1）連結子会社の数及び名称   １社 

同左 

――――――――  

―――――――― 

  

  (2）非連結子会社の数及び名称  １社 

㈱栄研ミリオンスタッフ 

(2）非連結子会社の数及び名称  １社 

同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、総資

産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）

等は、連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、連結の適用範囲から除

外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等 

㈱栄研ミリオンスタッフ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社である栄研生物科技(上海)有限

公司の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決算

日現在の財務諸表を使用しております。た

だし、１月１日から連結決算日３月31日ま

での期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

──────── 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。   

  その他有価証券 

（時価のあるもの） 

決算日の市場価格等（株式につ

いては決算日前１ヶ月の市場価

格の平均）に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

その他有価証券 

（時価のあるもの） 

同左 

  （時価のないもの） 

移動平均法による原価法 

（時価のないもの） 

同左 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法  

③ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用

しております。  

  貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ104百万円減少しておりま

す。  

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

当社は定率法を採用し、在外連結子会

社は定額法によっております。 

ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   10年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年 

工具器具及び備品   ５年～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ18百

万円減少しております。また、当期純利

益は11百万円減少しております。 

 (追加情報) 

当社は、法人税法の改正に伴い、平成19

年３月31日以前に取得した資産について

は、改正前の法人税法に基づく減価償却

の方法の適用により取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額と

の差額を５年間にわたり均等償却し、減

価償却費に含めて計上しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益がそれぞれ71百万円

減少しております。また、当期純利益は

42百万円減少しております。 

――――――― 

   

 (追加情報)  

――――――― 

  ――――――― 

  

  

  

  

 当社の機械装置については、従来、耐用

年数を７年としておりましたが、当連結

会計年度より８年に変更しております。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機に

耐用年数を見直したことによるものであ

り、生産設備の有効活用を目的として実

施したものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は、それぞれ22百

万円増加しております。また、当期純利

益は７百万円増加しております。  

  無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して 

おります。  

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ――――――― 

  

リース資産 

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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引のうち、リース取引開始日が平成

20年３月31日以前のリース取引について

は、通常の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す。 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  繰延資産  

開業費  

開業時に一括して償却する方法によ

っております。 

――――――― 

  

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 返品調整引当金 

当連結会計年度の売上高に対して予

想される返品損失に備えるため、将

来の返品見込損失額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

③ 返品調整引当金 

同左 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。   

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数 

（12年）による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしてお

ります。 

④ 退職給付引当金 

同左  



項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産及び負

債、収益及び費用は在外子会社の決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定に含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

  

  (5）重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）    ――――――― 

  (6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針 

当社の内規に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針 

同左 

     ヘッジ手段…為替予約   

  ヘッジ対象…外貨建買入債務   

  ③ ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建買入債務は、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従って、外貨

建による同一金額で同一期日の為替

予約を各々の買入債務に振当ててお

ります。そのため、その後の為替相

場の変動による相関関係は完全に確

保されており、決算日における有効

性の評価を省略しております。 

③ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  (7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資等からな

っております。 

同左 



  

  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── (リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が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。  

 これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。 

(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） 

当連結会計年度より、「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

告書第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。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微で

あります。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）  

―――――――― 

  

（連結貸借対照表）  

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

2,595百万円、1,244百万円、903百万円であります。 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資その他の資産       

 投資有価証券（株式） 30百万円

投資その他の資産    

 投資有価証券（株式） 30百万円

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

給料 1,784百万円

賞与引当金繰入額 349百万円

退職給付費用 110百万円

研究開発費 1,754百万円

貸倒引当金繰入額 5百万円

給料 1,836百万円

賞与引当金繰入額 358百万円

退職給付費用 136百万円

研究開発費 2,032百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

一般管理費 1,754百万円 一般管理費 2,032百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地、建物及び構築物 1,591百万円

―――――――― 

        

※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損       

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 7百万円

無形固定資産 19百万円

その他 0百万円

固定資産除却損       

建物及び構築物 8百万円

機械装置及び運搬具 5百万円

工具、器具及び備品 6百万円

 ※５．減損損失 

当連結会計年度において、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。 

当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可

能価額は使用価値であります。使用価値について

は、将来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて

算定しております。 

特許関連については、当初想定していた収益の見込

みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

また、本社資産等については、本社・東京事業所の

移転予定に伴い、今後の使用の見通しが立たなくな

った建物、機械装置並びに工具器具及び備品の帳簿

価額の全額を減損損失として特別損失に計上してお

ります。 

場所 用途 種類 
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金  18

本社 

・ 

東京事業所 

本社資産等 

建物  1

機械装置  0

工具器具及び

備品 
 2

 ※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社は以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。    

当連結会計年度の減損損失の測定に使用した回収可

能価額は使用価値であります。使用価値について

は、将来キャッシュ・フローを2.2％で割り引いて算

定しております。 

特許関連については、当初想定していた収益の見込

みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。 

  

場所 用途 種類 
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金  1



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※６．役員退職慰労金打切支給 

平成19年６月12日開催の報酬委員会及び取締役会

において、平成19年６月21日開催の定時株主総会

終結時をもって、取締役及び執行役に対する役員

退職慰労金制度を廃止し、それに代わる報酬の一

部として、株式報酬型ストックオプションを導入

することを決議いたしました。併せて廃止時点ま

で在任する取締役及び執行役に対しては、その廃

止時点までの期間にあたる役員退職慰労金を退任

時に支給する旨を決議いたしました。それに伴

い、当該打切支給額を計上したものであります。 

―――――――― 

      



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加413株は、単元未満株式の買取りによる増加413株であり、減少500,016株

は、取締役会決議による自己株式の処分による減少500,000株、単元未満株式の買増請求による減少16株であり

ます。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  23,770,719  －  －  23,770,719

合計  23,770,719  －  －  23,770,719

自己株式         

普通株式（注）  4,119,250  413  500,016  3,619,647

合計  4,119,250  413  500,016  3,619,647

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結
会計年度末

残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  27

合計 －  －  －  －  －  27

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成19年４月19日 

取締役会 
普通株式  196  10 平成19年３月31日 平成19年６月６日 

平成19年10月25日 

取締役会 
普通株式  196  10 平成19年９月30日 平成19年12月４日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年４月25日 

取締役会 
普通株式  302 利益剰余金   15 平成20年３月31日 平成20年６月６日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 (注)１．普通株式の発行済株式総数の減少2,000,000株は、取締役会決議による自己株式の消却によるものであります。

 (注)２．普通株式の自己株式の株式数の増加2,000,157株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,000,000

株、単元未満株式の買取りによる増加157株であり、減少2,002,148株は、取締役会決議による自己株式の消却

による減少2,000,000株、ストック・オプションの権利行使による減少2,000株、単元未満株式の買増請求によ

る減少148株であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式 (注)１  23,770,719  －  2,000,000  21,770,719

合計  23,770,719  －  2,000,000  21,770,719

自己株式         

普通株式 (注)２  3,619,647  2,000,157  2,002,148  3,617,656

合計  3,619,647  2,000,157  2,002,148  3,617,656

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結
会計年度末

残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － －  57

合計 － － － － －  57

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年４月25日 

取締役会 
普通株式  302  15 平成20年３月31日 平成20年６月６日 

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式  302  15 平成20年９月30日 平成20年12月２日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式  181 利益剰余金   10 平成21年３月31日 平成21年６月９日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 6,574百万円

有価証券勘定 100百万円

現金及び現金同等物 6,674百万円

現金及び預金勘定 5,418百万円

有価証券勘定 －百万円

現金及び現金同等物 5,418百万円



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．ファイナンス・リース取引 

(1)借主側 

――――――――  

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

有形固定資産 

研究開発設備及び事務機器（工具、器具及び備

品）並びに生産設備（機械装置及び運搬具）であ

ります。 

リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。  

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び 
運搬具  116  33  83

工具器具及び
備品  2,807  1,493  1,313

無形固定資産  1,299  806  492

合計  4,223  2,333  1,889

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  116  69  47

工具器具及び
備品  2,087  1,254  832

無形固定資産  980  702  278

合計  3,184  2,026  1,158

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 750百万円

１年超 1,173百万円

合計 1,924百万円

１年内 554百万円

１年超 635百万円

合計 1,189百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 993百万円

減価償却費相当額 949百万円

支払利息相当額 39百万円

支払リース料 804百万円

減価償却費相当額 749百万円

支払利息相当額 28百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2)貸主側 

―――――――― 

―――――――― 

  

(2)貸主側 

 リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

  

リース料債権部分 38百万円 

受取利息相当額 △5百万円 

リース投資資産 33百万円 

リース料債権部分 137百万円 

受取利息相当額 △9百万円 

リース投資資産 128百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    33

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   34

２年超 

３年以内  
   35

３年超 

４年以内  
   36

４年超 

５年以内  
   21

５年超   0

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。 

未経過リース料期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 336百万円 

１年超 736百万円 

合計  1,072百万円 

１年内 335百万円 

１年超 445百万円 

合計  780百万円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記の

借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。 

同左 

  



前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  79  176  97

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  79  176  97

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  34  22  △12

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  34  22  △12

合計  114  198  84

  連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

フリー・ファイナンシャル・ファンド    100

非上場株式   10

合計  110



当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの  

  

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  種類 
連結貸借対照表計上
額（百万円） 

時価（百万円） 
  

差額（百万円） 
  

時価が連結貸借対照表

計上額を超えるもの 

（1）国債・地方債等  －  －  －

（2）社債  99  100  0

（3）その他  －  －  －

小計  99  100  0

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの 

（1）国債・地方債等  －  －  －

（2）社債  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

合計  99  100  0

  種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

(1）株式  50  83  32

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  50  83  32

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

(1）株式  26  17  △9

(2）債券       

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  100  56  △43

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  126  74  △52

合計  177  157  △19

  連結貸借対照表計上額（百万円）

その他有価証券   

非上場株式   126

合計  126



決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当社は、平成18年10月26日開催の取締役会において、平成19年４月１日を期して、当社の連結子会社である栄研

器材株式会社を吸収合併することを決議し、実施いたしました。 

①結合当事企業の内容及び企業結合の目的 

栄研器材株式会社は当社の連結子会社であり、インダストリー分野（食品・環境分野）向けの培地の製造販売及

びシャーレ等の器具類の販売を主な事業とし、当社グループの重要な位置付けにあります。今後、当社グループと

して細菌検査用試薬（培地）事業のさらなる拡大を図るため、国内における一貫生産体制を構築するとともに、子

会社の開発・生産・営業の人材・ノウハウ・情報等を当社に一体化することにより経営資源の効率的な活動、顧客

情報の迅速な反映が図れると判断いたしました。 

②企業結合日 

平成19年４月１日 

③企業結合の法定形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、栄研器材株式会社を解散いたしました。なお、当社は栄研器材株式会社

の全株式を所有しているので、合併による新株の発行及び資本金の増加は行っておりません。 

④結合後企業の名称 

栄研化学株式会社 

⑤被結合企業から引継いだ資産、負債及び純資産の内訳 

（平成19年３月31日現在）                           （単位：百万円） 

 ⑥被結合企業の直近期の業績 

（平成19年３月期）                         （単位：百万円） 

 ⑦実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準（企業会計審議会 平成15年10月31日）三、４．共通支配下の取引等の会計処理」に

基づいております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

（企業結合等関係）

区 分 金 額 区 分 金 額 

流動資産  1,853 流動負債  2,167

固定資産  882 固定負債  102

        負債合計  2,269

        純資産合計  466

資産合計  2,735 負債純資産合計  2,735

区 分 金 額 

 売上高  3,991

 営業利益  23

 経常利益  35

 当期純利益  0



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

前連結会計年度まで事業の種類別セグメント情報で区分表示しておりました「器具その他部門」につきまして

は全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占める割合がいずれも10％未満で

あること、並びに栄研器材株式会社との合併による組織統合により、検査薬事業の一部として営業していくこと

になりましたので、当連結会計年度より事業の種類別セグメント情報の記載は省略いたしました。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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、事業の種類別セグメント情報の記載は省略し

ております。  

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しており

ます。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（セグメント情報）

①事業の種類別セグメント情報

②所在地別セグメント情報

③海外売上高

（関連当事者情報）



（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

（１株当たり情報）

前 連 結 会 計 年 度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当 連 結 会 計 年 度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 959.78円 

１株当たり当期純利益 84.30円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

84.18円 

  

１株当たり純資産額 1,010.84円 

１株当たり当期純利益 57.44円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

57.24円 

  

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  1,670  1,137

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,670  1,137

期中平均株式数（千株）  19,810  19,797

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額             

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  29  68

（うち新株予約権） （29） （68） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 －  －



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（自己株式の消却） 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決

議いたしました。 

①消却の理由 

機動的な資本政策遂行の一環として、資本効率の

向上と株主への利益還元を図るため。 

②消却する株式の種類 

普通株式 

③消却する株式の数 

2,000,000株 

④消却実施日 

平成20年５月９日 

⑤消却後の発行済株式総数 

21,770,719株 

―――――――― 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,461 5,226

受取手形 148 113

売掛金 7,326 7,569

リース投資資産 － 33

有価証券 100 －

商品 1,606 －

製品 988 －

原材料 827 －

商品及び製品 － 3,107

仕掛品 1,244 1,192

貯蔵品 75 －

原材料及び貯蔵品 － 737

前払費用 61 90

繰延税金資産 361 411

その他 83 121

貸倒引当金 △16 △15

流動資産合計 19,270 18,588

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,048 11,316

減価償却累計額 △7,905 △8,177

建物（純額） 3,143 3,139

構築物 644 643

減価償却累計額 △558 △570

構築物（純額） 86 73

機械及び装置 4,713 4,942

減価償却累計額 △4,145 △4,213

機械及び装置（純額） 567 729

車両運搬具 50 48

減価償却累計額 △44 △43

車両運搬具（純額） 6 4

工具、器具及び備品 2,864 2,803

減価償却累計額 △2,420 △2,459

工具、器具及び備品（純額） 443 344

土地 1,140 1,140

リース資産 － 82

減価償却累計額 － △12

リース資産（純額） － 69

建設仮勘定 50 39

有形固定資産合計 5,437 5,540



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

特許権 87 75

借地権 43 43

商標権 － 10

ソフトウエア 198 162

その他 10 9

無形固定資産合計 339 301

投資その他の資産   

投資有価証券 209 384

関係会社株式 30 30

出資金 0 0

関係会社出資金 798 798

関係会社長期貸付金 160 360

長期前払費用 37 49

長期預金 600 600

生命保険積立金 102 122

前払年金費用 1,073 1,043

その他 306 426

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 3,311 3,807

固定資産合計 9,088 9,648

資産合計 28,359 28,236

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,168 1,234

買掛金 3,644 3,899

リース債務 － 53

未払金 963 851

未払費用 271 278

未払法人税等 578 512

前受金 63 278

預り金 39 35

賞与引当金 648 668

返品調整引当金 5 5

設備関係支払手形 141 204

流動負債合計 7,523 8,021

固定負債   

リース債務 － 179

繰延税金負債 650 579

長期未払金 408 399

その他 268 291

固定負債合計 1,326 1,450

負債合計 8,850 9,471



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,897 6,897

資本剰余金   

資本準備金 7,892 7,892

その他資本剰余金 539 －

資本剰余金合計 8,432 7,892

利益剰余金   

利益準備金 338 338

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金 755 465

圧縮記帳積立金 － 248

別途積立金 4,330 4,330

繰越利益剰余金 3,355 1,961

利益剰余金合計 8,778 7,345

自己株式 △4,681 △3,437

株主資本合計 19,426 18,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 10

評価・換算差額等合計 55 10

新株予約権 27 57

純資産合計 19,509 18,765

負債純資産合計 28,359 28,236



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

製品売上高 13,109 13,053

商品売上高 12,114 13,060

売上高合計 25,223 26,113

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 2,431 2,595

合併に伴う増加高 256 －

当期製品製造原価 6,326 6,287

当期商品仕入高 7,899 9,228

商品及び製品期末たな卸高 2,595 3,107

売上原価合計 14,318 15,004

売上総利益 10,904 11,108

返品調整引当金戻入額 10 5

返品調整引当金繰入額 5 5

差引売上総利益 10,909 11,108

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,852 ※1, ※2  9,191

営業利益 2,057 1,917

営業外収益   

受取利息 3 12

受取配当金 34 3

補助金収入 － 205

その他 41 36

営業外収益合計 79 259

営業外費用   

支払利息 1 2

コミットメントフィー 4 3

債権売却損 7 －

保険解約損 7 －

為替変動調整支払 14 9

デリバティブ評価損 － 43

その他 1 4

営業外費用合計 37 64

経常利益 2,099 2,111

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,591 －

貸倒引当金戻入額 － 0

償却債権取立益 － 9

清算配当金 － 5

その他 ※4  52 －

特別利益合計 1,644 16



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※5  29 ※5  20

減損損失 ※6  22 ※6  1

役員退職慰労金打切支給 ※7  408 －

貸倒損失 77 －

投資有価証券評価損 29 4

本社移転費用 － 89

過年度関税等支払額 － 14

その他 9 11

特別損失合計 577 143

税引前当期純利益 3,166 1,984

法人税、住民税及び事業税 845 856

法人税等調整額 375 △89

法人税等合計 1,220 766

当期純利益 1,946 1,217



（脚注） 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円）
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    3,187  50.4  3,189  50.5

Ⅱ 労務費 ※１  2,020  31.9  1,958  31.0

Ⅲ 経費 ※２  1,121  17.7  1,164  18.5

当期総製造費用    6,329  100.0  6,311  100.0

期首仕掛品たな卸高    1,252    1,244   

合併に伴う増加高    39    －   

合計    7,621    7,556   

他勘定振替高 ※３  50    75   

期末仕掛品たな卸高    1,244    1,192   

当期製品製造原価    6,326    6,287   

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．労務費のうち賞与引当金繰入額 195百万円 ※１．労務費のうち賞与引当金繰入額 192百万円

※２．経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 ※２．経費のうち主な内訳は次のとおりであります。 

電力費 118百万円

減価償却費 439百万円

作業用消耗品費 118百万円

電力費 127百万円

減価償却費 482百万円

作業用消耗品費 98百万円

※３．他勘定振替高は主として貯蔵品37百万円及び販売

費（試供品費）14百万円への振替であります。 

※３．他勘定振替高は主として貯蔵品44百万円及び販売

費（試供品費）11百万円への振替であります。 

 ４．当社の採用している原価計算方法は、組別工程別

総合原価計算であります。 

 ４．         同左 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,897 6,897

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,897 6,897

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,892 7,892

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,892 7,892

その他資本剰余金   

前期末残高 694 539

当期変動額   

自己株式の処分 △154 △539

当期変動額合計 △154 △539

当期末残高 539 －

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 338 338

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 338 338

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 － 755

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 755 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △289

当期変動額合計 755 △289

当期末残高 755 465

圧縮記帳積立金   

前期末残高 － －

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － 289

圧縮記帳積立金の取崩 － △40

当期変動額合計 － 248

当期末残高 － 248



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

別途積立金   

前期末残高 4,330 4,330

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,330 4,330

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,557 3,355

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △755 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － 289

圧縮記帳積立金の積立 － △289

圧縮記帳積立金の取崩 － 40

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,946 1,217

自己株式の処分 － △2,047

当期変動額合計 797 △1,393

当期末残高 3,355 1,961

自己株式   

前期末残高 △5,328 △4,681

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 647 2,588

当期変動額合計 646 1,244

当期末残高 △4,681 △3,437

株主資本合計   

前期末残高 17,381 19,426

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,946 1,217

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 492 1

当期変動額合計 2,045 △728

当期末残高 19,426 18,697

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 148 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △92 △45

当期変動額合計 △92 △45

当期末残高 55 10



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 27

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27 30

当期変動額合計 27 30

当期末残高 27 57

純資産合計   

前期末残高 17,529 19,509

当期変動額   

剰余金の配当 △393 △604

当期純利益 1,946 1,217

自己株式の取得 △0 △1,344

自己株式の処分 492 1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △15

当期変動額合計 1,979 △743

当期末残高 19,509 18,765



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記



  

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

──────── 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しております。  

子会社株式 

移動平均法による原価法 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

(時価のあるもの) 

決算日の市場価格等（株式については、決算日

前１ヶ月の市場価格の平均）に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定） 

その他有価証券 

(時価のあるもの) 

同左 

(時価のないもの) 

移動平均法による原価法 

(時価のないもの) 

同左 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。  

貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。  

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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日公表

分）を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ104百万円減少しております。  

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

  

建物 15年～50年 

構築物 10年～30年 

機械及び装置 ７年 

車両及び運搬具 ４年～６年 

工具器具及び備品 ５年～８年 

建物 15年～50年 

構築物 10年～30年 

機械及び装置 ８年 

車両及び運搬具 ４年～６年 

工具器具及び備品 ５年～８年 



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19 

年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ18百万円減少しております。 

また、当期純利益は11百万円減少しております。 

   （追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に

取得した資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％

に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しており

ます。  

これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益がそれぞれ71百万円減少しております。 

また、当期純利益は42百万円減少しております。 

──────── 

   （追加情報） 

──────── 

──────── 

  

 機械及び装置については、従来、耐用年数を７年

としておりましたが、当事業年度より８年に変更

しております。 

これは、平成20年度の税制改正を契機に耐用年数

を見直したことによるものであり、生産設備の有

効活用を目的として実施したものであります。 

これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期

純利益は、それぞれ22百万円増加しております。 

また、当期純利益は７百万円増加しております。  

無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づく定額法を

採用しております 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

──────── リース資産 

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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の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す。  



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しております。 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

当事業年度の売上高に対して予想される返品損失

に備えるため、将来の返品見込損失額のうち当事

業年度の負担額を計上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法

により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

(4）退職給付引当金 

同左   



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

６．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

６．       ──────── 

  

７．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処理を採用しており

ます。 

７．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社の内規に基づき、為替変動リスクをヘッジし

ております。 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ手段…為替予約   

ヘッジ対象…外貨建買入債務   

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建買入債務は、為替予約の締結時にリスク管

理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期

日の為替予約を各々の買入債務に振当てておりま

す。そのため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、決算日における

有効性の評価を省略しております。 

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

８．消費税等の会計処理 

同左 



  

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

──────── （リース取引に関する会計基準） 

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、当事業年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

なお、リース取引開始日が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。 

これによる当事業年度の損益に与える影響は軽微であり

ます。  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

「長期預金」は、前事業年度まで投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当事業年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

いたしました。なお、前事業年度における「長期預金」

は、100百万円であります。 

（貸借対照表） 

―――――――― 



  

  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

１．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

１．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら契約に基づく当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は64％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は36％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 給料 1,784百万円

 賞与引当金繰入額 349百万円

 退職給付費用 110百万円

 旅費交通費 512百万円

 研究開発費 1,754百万円

 リース料 875百万円

 償却費 168百万円

 貸倒引当金繰入額  5百万円

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は58％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は42％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 給料 1,823百万円

 賞与引当金繰入額 358百万円

 退職給付費用 136百万円

 旅費交通費 529百万円

荷造運送費 569百万円

 研究開発費 2,032百万円

 リース料 606百万円

 償却費 137百万円

 貸倒引当金繰入額  0百万円

※２．研究開発費の総額 

一般管理費 1,754百万円

※２．研究開発費の総額 

一般管理費 2,032百万円

※３．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地、建物及び構築物 1,591百万円

―――――――― 

  

 ※４．特別利益その他の内容は次のとおりであります。 

抱き合わせ株式消却益 52百万円

―――――――― 

  

※５．固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損     

建物 1百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 7百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 19百万円

その他 0百万円

※５．固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損     

建物 7百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 5百万円

車両及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 6百万円



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ※６．減損損失 

    当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。 

当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能

価額は使用価値であります。使用価値について

は、将来キャッシュ・フローを2.1％で割り引いて

算定しております。 

特許関連については、当初想定していた収益の見

込みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。 

また、本社資産等については、本社・東京事業所

の移転予定に伴い、今後の使用の見通しが立たな

くなった建物、機械及び装置並びに工具器具及び

備品の帳簿価額の全額を減損損失として特別損失

に計上しております。 

場所 用途 種類 
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金  18

本社 

・ 

東京事業所 

本社資産等 

建物  1

機械及び装置  0

工具器具及び

備品 
 2

 ※６．減損損失 

    当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しております。 

当事業年度の減損損失の測定に使用した回収可能

価額は使用価値であります。使用価値について

は、将来キャッシュ・フローを2.2％で割り引いて

算定しております。 

特許関連については、当初想定していた収益の見

込みがないことから、長期前払金の帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。 

場所 用途 種類 
金額

(百万円)

本社 特許関連 長期前払金  1

※７．役員退職慰労金打切支給 

平成19年６月12日開催の報酬委員会及び取締役会

において、平成19年６月21日開催の定時株主総会

終結時をもって、取締役及び執行役に対する役員

退職慰労金制度を廃止し、それに代わる報酬の一

部として、株式報酬型ストックオプションを導入

することを決議いたしました。併せて廃止時点ま

で在任する取締役及び執行役に対しては、その廃

止時点までの期間にあたる役員退職慰労金を退任

時に支給する旨を決議いたしました。それに伴

い、当該打切支給額を計上したものであります。 

―――――――― 

  



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加413株は、単元未満株式の買取りによる増加413株であり、減少500,016株は、

取締役会決議による自己株式の処分による減少500,000株、単元未満株式の買増請求による減少16株であります。

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,000,157株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,000,000

株、単元未満株式の買取りによる増加157株であり、減少2,002,148株は、取締役会決議による自己株式の消却に

よる減少2,000,000株、ストック・オプションの権利行使による減少2,000株、単元未満株式の買増請求による減

少148株であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  4,119,250  413  500,016  3,619,647

合計  4,119,250  413  500,016  3,619,647

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  3,619,647  2,000,157  2,002,148  3,617,656

合計  3,619,647  2,000,157  2,002,148  3,617,656



  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

 (1)借主側 

――――――――  

  

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．ファイナンス・リース取引 

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

有形固定資産 

研究開発設備及び事務機器（工具、器具及び備

品）並びに生産設備（機械装置及び運搬具）であ

ります。 

リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっており、その内容は次のとおり

であります。  

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置  116  33  83

工具器具及び
備品  2,807  1,493  1,313

ソフトウェア  1,299  806  492

合計  4,223  2,333  1,889

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置  116  69  47

工具器具及び
備品  2,087  1,254  832

ソフトウェア  980  702  278

合計  3,184  2,026  1,158

②未経過リース料期末残高相当額 ②未経過リース料期末残高相当額 

１年内 750百万円

１年超 1,173百万円

合計 1,924百万円

１年内 554百万円

１年超 635百万円

合計 1,189百万円

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

 支払リース料 993百万円

 減価償却費相当額 949百万円

 支払利息相当額 39百万円

 支払リース料 804百万円

 減価償却費相当額 749百万円

 支払利息相当額 28百万円

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 



  

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(2)貸主側 (2)貸主側  

―――――――― 

―――――――― 

  

リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

リース料債権部分 38百万円 

受取利息相当額 △5百万円 

リース投資資産 33百万円 

リース料債権部分 137百万円 

受取利息相当額 △9百万円 

リース投資資産 128百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    33

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   34

２年超 

３年以内  
   35

３年超 

４年以内  
   36

４年超 

５年以内  
   21

５年超   0

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっており、その内容は次のとおりであり

ます。 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 336百万円 

１年超 736百万円 

合計  1,072百万円 

１年内 335百万円 

１年超 445百万円 

合計  780百万円 

 (注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。 

同左 

  



前事業年度（平成20年３月31日）及び当事業年度（平成21年３月31日）における子会社株式で時価のあるもの

はありません。 

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載範囲内容と同一であるため、記載を省略しておりま

す。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

  

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 966.82円 

１株当たり当期純利益 98.25円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

98.10円 

  

１株当たり純資産額 1,030.59円 

１株当たり当期純利益 61.52円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

61.31円 

  

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  1,946  1,217

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,946  1,217

期中平均株式数（千株）  19,810  19,797

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額             

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  29  68

（うち新株予約権） （29） （68） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 －  －



  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（自己株式の消却） 

当社は、平成20年４月25日開催の取締役会におい

て、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却を決

議いたしました。 

①消却の理由 

機動的な資本政策遂行の一環として、資本効率の

向上と株主への利益還元を図るため。 

②消却する株式の種類 

普通株式 

③消却する株式の数 

2,000,000株 

④消却実施日 

平成20年５月９日 

⑤消却後の発行済株式総数 

21,770,719株 

―――――――― 



(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役   榎本 博光（現 常務執行役研究開発統括部長） 

・退任予定取締役 

取締役   森川 惇二（現 専務執行役社長付） 

③就任予定日 

 平成21年６月23日 

  

(2）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であるため、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、当連結会計年度より「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 

  当連結会計年度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。 

 （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、消費税は含まれておりません。 

  

６．その他

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）  3,893  96.0

一般検査用試薬（百万円）  1,955  88.2

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  6,301  102.9

生化学的検査用試薬（百万円）   94  50.6

器具・食品環境関連培地（百万円）   1,461  98.5

その他（百万円）  222  103.0

合計（百万円）  13,928  97.5



②商品仕入実績 

  当連結会計年度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。 

 （注）本表の金額には、消費税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。 

  

④販売実績 

  当連結会計年度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。 

 （注）本表の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）   571  163.6

一般検査用試薬（百万円）  2  83.6

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  5,349  115.2

生化学的検査用試薬（百万円）  402  136.4

器具・食品環境関連培地（百万円）  1,095  102.1

その他（百万円）  1,807  117.8

合計（百万円）  9,228  116.8

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）  4,472  101.2

一般検査用試薬（百万円）  1,834  92.2

免疫血清学的検査用試薬（百万円）   13,757  106.2

生化学的検査用試薬（百万円）   934  96.1

器具・食品環境関連培地（百万円）  2,678  96.8

その他（百万円）  2,435  115.2

合計（百万円）  26,113  103.5
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