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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年3月期第1四半期 1,040 12.3 48 ― 41 ― 13 △93.7

21年3月期第1四半期 926 △11.0 △25 ― △26 ― 216 ―

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

22年3月期第1四半期 3.07 ―

21年3月期第1四半期 48.62 ―

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

22年3月期第1四半期 5,617 2,567 45.7 576.32
21年3月期 5,574 2,565 46.0 575.93

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  2,567百万円 21年3月期  2,565百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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） 

（注）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

第2四半期 
累計期間

1,964 10.9 60 ― 44 ― 15 △92.6 3.50

通期 3,872 7.7 105 281.3 72 ― 34 △79.7 7.65
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 4,558,860株 21年3月期 4,558,860株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 103,730株 21年3月期 103,730株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 4,455,130株 21年3月期第1四半期 4,455,830株

※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21年５月８日に公表いたしました業績予想は、第２四半期累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
2.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。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１． 経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期における我が国経済は、世界的な金融危機の影響から抜け出すまでには至っていない状況にあり、大

手企業において僅かずつではありますが回復の兆しを見せ始めているものの、全体としては依然厳しい経済環境が続

いております。 

このような環境の下、当第１四半期の業績は、売上高につきましては、１０億４千万円（対前年同期比１２．３％

増）となりました。セグメント別では、生化学分野におきまして、肝機能関連診断薬などの伸びにより２億９千６

百万円（対前年同期比４．７％増）となり、免疫分野ではアレルギー診断薬及びインフルエンザ診断薬の伸びによ

り６億４千４百万円（対前年同期比７．８％増）となりました。その他の分野におきましては、ロイヤリティの収

入増などにより９千８百万円（対前年同期比１１８．０％増）となりました。営業利益につきましては、４千８百

万円（前年同期は２千５百万円の損失）、経常利益につきましては、４千１百万円（前年同期は２千６百万円の損失）

となりました。四半期純利益は、1千３百万円（対前年同期比９３．７％減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末における総資産は、５６億１千７百万円となり、前事業年度末と比べ４千２百万円の増

加となりました。流動資産は２３億２千８百万円となり前事業年度末と比べ６千８百万円の増加となりました。そ

の主な要因は、現金及び預金が４千４百万円減少したものの受取手形及び売掛金が１億１千５百万円増加したため

です。固定資産につきましては、３２億８千８百万円となり前事業年度末と比べ２千５百万円の減少となりました。

その主な要因は減価償却の進捗で３千１百万円減少したことによります。 
    当第１四半期会計期間末における負債の額は、３０億４千９百万円となり、前事業年度末と比べ４千万円の増加と
なりました。流動負債は２２億８千１百万円となり前事業年度末と比べ１億３百万円の増加となりました。その主な

要因は未払法人税等が８千２百万円減少したものの短期借入金が１億７千万円増加したためです。固定負債は７億６

千８百万円となり前事業年度末と比べ６千２百万円減少いたしました。その主な要因は、長期借入金が６千万円減少

したことによります。 
当第１四半期会計期間末における純資産の額は、２５億６千７百万円となり、前事業年度末と比べ１百万円の増

加となりました。その主な要因は、配当金の支払１千７百万円を行ったものの、当四半期純利益が１千３百万円、そ

の他有価証券評価差額金が５百万円それぞれ増加したことによります。 
 

 (キャッシュ・フローの状況) 

当第１四半期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６億６千３百万円となり、

前事業年度末と比べ４千４百万円減少いたしました。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

す。 
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により支出した資金は、１億３千５百万円となりました。その主な要因は、税引前四半期純利益が４千

１百万円、減価償却費が３千万円増加したものの、その一方で、売上債権の増加１億１千５百万円、法人税等の支

払額 1億２百万円などが減少したことによります。 
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増減につきましては、重要なものはありません。 
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により増加した資金は９千１百万円となりました。その主な要因は、長期借入金の返済８千万円、配当

金の支払い１千７百万円などにより減少したものの、その一方で、短期借入金の調達により１億９千万円が増加し

たことによります。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

当期の国内経済は、今後も世界的な金融危機の影響により厳しい環境で推移するものと思われます。臨床検査薬

業界におきましても、医療行政の改革や企業間競争などにより経営環境は厳しさを増していくものと予想されます。 

前述いたしましたとおり、当第 1四半期には、売上高についてはアレルギー診断薬とインフルエンザ診断薬、ロ

イヤリティ収入などの伸びにより前年同期比１億１千３百万円増加いたしました。第２四半期以降におきましては、

改良品や新規品の売上貢献など計画通りの推移を予想しております。 

これらの状況から、第２四半期累計期間及び通期についての業績予想の見直しを下記の通り行っております。 

また、平成２１年度５月８日の決算短信で発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想との差異も

あわせて表示しております。 

当社におきましては、今後も業績の拡大を目指し経営の合理化及び設備投資と経費の効率的な使用に努めてまい

ります。開発面におきましても共同開発研究を積極的に展開し成果を着実にあげてまいります。 

 （第２四半期累計期間） 

 
売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

１株当たり 

四半期純利益

前回発表予想（Ａ） 

      百万円 

1,749 

      百万円

21

      百万円

             8 

      百万円 

 4 

円 銭

0.90 

今回修正予想（Ｂ） 1,964   60  44 15 3.50 

増減額（Ｂ－Ａ）  215   39  36          11           －

増減率（％）  12.3   181.7       446.9 271.4           －

前中間期実績 1,771 △25 △33 211           －

 （通期） 

 
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 

前回発表予想（Ａ） 

       百万円 

3,704 

百万円

66

百万円

36

百万円 

 19 

円 銭

 4.27

今回修正予想（Ｂ） 3,872 105 72  34         7.65

増減額（Ｂ－Ａ）  168   39    36 15           －

増減率（％）    4.5   59.1    101.4  79.5           －

前期実績 3,594 27   6           167           －

 

４．その他 
（1）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度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しております。 

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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により算定

しております。 

３．繰延税金資産の回収可能性の判断 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前事業年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じてお

らず、また、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められるため、前事業年度末の検討

において使用した将来の業績予測等を利用する方法によっております。 

 

（2）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法の変更 

    該当事項はありません。 
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 ５．四半期財務諸表 

 (1) 四半期貸借対照表                      （単位：千円）  
 

 
 

当第1四半期会計期間末
(平成21年6月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成21年3月31日) 

 

資産の部    

 流動資産    

現金及び預金  1,003,969 1,048,143  

受取手形及び売掛金  
  
 

963,382 847,722  

商品及び製品  107,054 118,760  

仕掛品  54,500 47,936  

原材料及び貯蔵品  145,744 138,472  

その他  57,120 62,712  

貸倒引当金   △2,900 △2,900  

 流動資産合計  2,328,871 2,260,848  

 固定資産    

 有形固定資産    

建物（純額）  854,784 868,482  

土地  1,851,453 1,851,453  

 その他（純額）  108,891 117,560  

 有形固定資産合計  2,815,128 2,837,495  

無形固定資産  98,304 105,867  

投資その他の資産  375,075 370,583  

 固定資産合計  3,288,508 3,313,946  

 資産合計  5,617,380 5,574,794  

負債の部    

 流動負債    

支払手形及び買掛金  685,046 675,915  

短期借入金  1,356,050 1,185,460  

未払法人税等  27,452 110,334  

賞与引当金  17,500 34,200  

その他   195,329 171,754  

 流動負債合計  2,281,378 2,177,663  

 固定負債    

長期借入金  684,860 745,710  

その他  83,562 85,560  

固定負債合計  768,422 831,270  

 負債合計  3,049,800 3,008,933  

純資産の部    

 株主資本    

 資本金  831,413 831,413  

 資本剰余金  928,733 928,733  

 利益剰余金  891,710 895,843  

 自己株式  △88,913 △88,913  

 株主資本合計  2,562,944 2,567,077  

 評価・換算差額等    

 その他有価証券評価差額金  4,635 △1,217  

 評価・換算差額等合計  4,635 △1,217  

 純資産合計  2,567,580 2,565,860  

負債純資産合計  5,617,380 5,574,794  
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(2)四半期損益計算書 

（第1四半期累計期間）                           （単位：千円） 
 
 
 

前第1四半期累計期間 
(自 平成20年4月１日 

   至 平成20年6月30日） 

当第1四半期累計期間 
(自 平成21年4月１日 

   至 平成21年6月30日）  
 

 売上高  926,399 1,040,113  

 売上原価  617,641 654,573  

 売上総利益  308,758 385,539  

 販売費及び一般管理費  333,783 336,564  

営業利益又は営業損失（△）  △25,025 48,974  

 営業外収益    

受取利息及び配当金  4,193 3,450  

為替差益  3,416 －  

受取賃貸料  2,248 1,974  

その他  1,043 488  

 営業外収益合計  10,901 5,913  

 営業外費用    

支払利息  9,184 8,355  

手形売却損  93 157  

為替差損  － 1,744  

賃貸費用  2,121 1,695  

その他  1,055 1,137  

営業外費用合計  12,454 13,090  

経常利益又は経常損失（△）  △26,578 41,797  

 特別利益    

 関係会社株式売却益  418,203 －  

 特別利益合計  418,203 －  

 特別損失    

 固定資産除却損  6,210 －  

 事業整理損  16,816 －  

 たな卸資産評価損  2,766 －  

 特別損失合計  25,792 －  

 税引前四半期純利益  365,832 41,797  

 法人税、住民税及び事業税  149,100 22,610  

法人税等調整額  100 5,500  

法人税等合計  149,200 28,110  

四半期純利益      216,632 13,687  
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（3）四半期キャッシュ・フロー計算書                                    （単位：千円） 

              

  

前第1四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年６月30日） 

当第1四半期累計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日） 
 

  営業活動によるキャッシュ・フロー    

 税引前四半期純利益 365,832 41,797 

 減価償却費 31,341 30,248 

 売上債権の増減額（△は増加） 89,078 △115,660 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,015 △2,130 

 仕入債務の増減額（△は減少） △14,529 9,131 

 関係会社株式売却損益（△は益） △418,203 － 

 その他 1,911 8,387 

 小計 56,445 △28,226 

 利息の支払額 △9,331 △8,672 

 法人税等の支払額 △6,561 △102,283 

 その他 3,908 3,630 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 44,461 △135,551 

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 △200,000 － 

 関係会社株式の売却による収入 441,000 － 

 その他 127 62 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 241,127 62 

 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） 190,000 190,000 

 長期借入による収入 200,000 － 

 長期借入金の返済による支出 △89,445 △80,260 

 配当金の支払額 － △17,823 

 その他 △13 △597 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 300,541 91,318 

  現金及び現金同等物に係る換算差額  36 △2 

  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  586,166 △44,173 

現金及び現金同等物の期首残高  441,530 708,143 

  現金及び現金同等物の四半期末残高  1,027,696 663,969 
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(4)継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

 

(5)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。 




