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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 1,653 ― 282 ― 286 ― 175 ―
20年12月期第1四半期 1,769 △1.8 271 △15.8 294 0.0 161 △4.1

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12月期第1四半期 2,905.95 ―
20年12月期第1四半期 2,665.03 ―

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12月期第1四半期 5,422 4,357 80.3 72,040.86
20年12月期 5,194 4,184 80.6 69,195.75

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,357百万円 20年12月期  4,184百万円

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12月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 1,200.00 1,200.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

2,814 △5.3 237 △20.6 251 △18.2 141 ― 2,341.50

通期 5,339 △5.0 341 △23.8 371 △20.1 216 106.8 3,575.60
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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 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】をご覧ください。 
 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12月期第1四半期 60,480株 20年12月期  60,480株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 60,480株 20年12月期第1四半期 60,480株
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 当第１四半期連結会計期間における当社を取り巻く環境につきましては、民間企業の研究開発活動は引き続き堅調

ですが、大学関係では予算執行等の盛り上がりに欠け、バイオ研究支援市場全体としては引き続き弱い動向でありま

した。一方為替は当第１四半期連結会計期間平均95円／ドル（今期計画100円／ドル）でありました。 

 このような環境下、当社は大学・企業関係の年度末需要に向けて販売促進に努め、当第1四半期連結会計期間にお

ける売上高は 百万円、売上総利益は 百万円、売上総利益率は42.1％となりました。なお、会計基準の見直し

により、当期より、従来は営業外費用に計上しておりましたたな卸資産廃棄損は売上原価に含んでおります。  

 販売管理費等の費用面につきましてはほぼ計画通りに推移し、営業利益は 百万円、経常利益は 百万円、四半

期純利益は 百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が 百万円となったことを主因に、 百万

円の収入となりました。  

 （投資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は、資金運用を目的とした投資有価証券の購入を行ったことを主因に、306百

万円の支出となりました。  

 （財務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は、配当金の支払いにより66百万円の支出となりました。  

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、当期首の1,206百万円から211百万円

減少して995百万円となりました。 

  

 当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、概ね予想通りに推移しており、平成21年２月13日の決算発表時

に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

    

 該当事項はありません。  

    

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②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。  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

④税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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

1,653 695

282 286

175

２．連結財政状態に関する定性的情報

289 162

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
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①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用  

 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。なお、「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）附則第７条第１項第５号のただし

書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりまし

たが、当第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、主として移動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。また、これに伴って従来営業外費用に計上していた「たな卸

資産廃棄損」は、当第１四半期連結会計期間から売上原価に計上しています。この変更に伴い、売上総利益及び

営業利益は18百万円減少しております。 

  

（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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 794 1,005

受取手形及び売掛金 1,945 1,728

有価証券 630 600

商品 407 444

半製品 1 1

原材料及び貯蔵品 36 39

仕掛品 0 0

その他 97 108

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,912 3,927

固定資産   

有形固定資産 51 52

無形固定資産   

のれん 75 80

その他 98 100

無形固定資産合計 174 180

投資その他の資産   

投資有価証券 698 432

関係会社株式 312 304

その他 273 296

投資その他の資産合計 1,284 1,034

固定資産合計 1,510 1,267

資産合計 5,422 5,194
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 471 405

短期借入金 20 20

未払法人税等 112 0

その他 179 240

流動負債合計 783 666

固定負債   

退職給付引当金 146 149

役員退職慰労引当金 99 94

その他 36 98

固定負債合計 282 343

負債合計 1,065 1,009

純資産の部   

株主資本   

資本金 918 918

資本剰余金 1,221 1,221

利益剰余金 2,262 2,152

株主資本合計 4,402 4,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △44 △108

評価・換算差額等合計 △45 △108

純資産合計 4,357 4,184

負債純資産合計 5,422 5,194
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,653

売上原価 957

売上総利益 695

販売費及び一般管理費 413

営業利益 282

営業外収益  

受取利息 2

持分法による投資利益 24

その他 0

営業外収益合計 28

営業外費用  

支払利息 0

その他 23

営業外費用合計 24

経常利益 286

特別利益  

保険解約返戻金 3

その他 0

特別利益合計 3

特別損失  

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 289

法人税等 114

四半期純利益 175
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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  

税金等調整前四半期純利益 289

減価償却費 6

のれん償却額 4

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 0

固定資産除却損 0

為替差損益（△は益） △0

持分法による投資損益（△は益） △24

売上債権の増減額（△は増加） △216

たな卸資産の増減額（△は増加） 39

仕入債務の増減額（△は減少） 63

その他 △14

小計 146

利息及び配当金の受取額 17

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △1

営業活動によるキャッシュ・フロー 162

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △0

投資有価証券の取得による支出 △305

その他 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー △306

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △66

財務活動によるキャッシュ・フロー △66

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △211

現金及び現金同等物の期首残高 1,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 995
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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。なお、「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）附則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後

の四半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  当社グループはバイオ研究関連の販売及び一部製造を事業の内容としており、当該事業以外に事業の種類 

 がないため、該当事項はありません。     

  

    本邦の売上高は、連結売上高に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

 おります。  

    

    海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

 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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年12月期 

第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  1,769

Ⅱ 売上原価  1,082

売上総利益  687

Ⅲ 販売費及び一般管理費  416

営業利益  271

Ⅳ 営業外収益  59

Ⅴ 営業外費用  36

経常利益  294

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  －

税金等調整前四半期純利益  294

法人税、住民税及び事業税  133

法人税等調整額   0

四半期純利益  161
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

該当事項はありません。  

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純利益   294

減価償却費   8

のれん償却額   9

デリバティブ評価損益（△は益）   7

貸倒引当金増減額（△は減少）   0

役員退職慰労引当金増減額（△は減少）   △1

退職給付引当金増減額（△は減少）   4

受取利息及び受取配当金   △2

持分法による投資利益（△は増加）  △14

売上債権の増減額（△は増加）   △240

たな卸資産増減額（△は増加）   24

仕入債務の増減額（△は減少）   △10

未払金の増減額（△は減少）   50

その他   △5

小計  123

利息及び配当金の受取額   25

利息の支払額   △0

法人税等の支払額   △83

営業活動によるキャッシュ・フロー  66

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有価証券の売却・償還による収入   200

投資有価証券の取得による支出   △25

投資有価証券の売却による収入   3

有形固定資産の取得による支出   △8

その他   △10

投資活動によるキャッシュ・フロー  160

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

配当金支払額   △151

財務活動によるキャッシュ・フロー  △151

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額       △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少）  73

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  719

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  792

６．その他の情報
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