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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 1,361 6.4 4 ― 48 ― 33 ―

21年3月期第1四半期 1,280 ― △36 ― △78 ― △57 ―

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 1.98 ―

21年3月期第1四半期 △3.32 ―

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 8,097 4,158 50.6 238.66
21年3月期 8,321 4,109 48.7 236.34

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,093百万円 21年3月期  4,054百万円

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 ― 0.00 0.00

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）

（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

2,989 9.4 54 △22.7 28 △20.5 △26 ― △1.53

通期 6,516 10.7 491 55.4 437 223.6 154 ― 9.00



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、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。 

(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） 

(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、４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覧ください。 

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 17,355,000株 21年3月期  17,355,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  201,034株 21年3月期  201,034株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 17,153,966株 21年3月期第1四半期 17,352,493株



当第１四半期（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）のわが国経済は、昨年来の急激な景気の落ち込みに

今だ下げ止まりの感を見出せず、厳しい状況となりました。 

こうしたなか、当第１四半期連結会計期間の売上高は13億61百万円（前年同四半期比106.4％）、営業利益４百万

円（前年同四半期は営業損失36百万円）、経常利益48百万円（前年同四半期は経常損失78百万円）、四半期純利益

33百万円（前年同四半期は純損失57百万円）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好調であったほか、腫瘍マーカーの中核製品に成長

した抗p53抗体検査試薬の需要が出検数の増加に伴って増大し、業績は堅調に推移いたしました。 

基礎研究用試薬分野では、バイオ関係を含む補正予算が可決され、研究機関における需要の拡大が期待されるな

か、今期の注力事業である総合受託事業を積極的に推進いたしましたが、当第１四半期の売上実績への影響は限定

的で、全体的にやや低調に推移いたしました。しかし、当期後半にはこうした活動の成果が現れてくるものと考え

ております。 

細胞診関連分野の売上は、昨年末に販売契約が終了した子宮頸がん検査関連製品のマイナスの影響が大きく、対

前年同四半期比大幅減となりました。しかし、本年４月に発売した自社製の液状細胞診標本作製システム「TACAS」

は多数の施設にて性能評価を実施頂いているところであり、今後実績につながるものと期待されます。 

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１四半期連結会計期間の売上高は13億49百万円（前

年同四半期比106.5％）、営業利益は０百万円（前年同四半期は営業損失41百万円）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１四半期連結会計期間の売上高は12百万円（前年同四

半期比91.1％）、営業利益は３百万円（前年同四半期比63.1％）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11億60百万円（前年同四半期比99.4％）、営業損失40百万円（前年同四半期は70百

万円）となりました。前述の細胞診関連分野の落込みにより売上高が前年同期を下回ったものの、原価率の低減等

が寄与して営業損失は縮小しております。 

（北米） 

米国及びカナダにおきましては、売上高２億68百万円（前年同四半期比159.6％）、営業利益45百万円（前年同四

半期比144.7％）と堅調に推移しました。売上高の大幅な伸長は主にBION Enterprises Ltd.の子会社化によるもの

ですが、自己免疫疾患検査試薬およびアレルギー検査試薬販売の伸長も寄与しております。 

（その他） 

ヨーロッパ、アジア他の地域におきましては、ヨーロッパ向けの自己免疫性皮膚疾患検査試薬販売が伸長しまし

たが、全体では売上高25百万円（前年同四半期比97.9％）、営業損失０百万円（前年同四半期は営業利益２百万

円）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



(1) 資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、80億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億23百万円減少い

たしました。流動資産合計は52億42百万円となり、１億82百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売

掛金の減少１億89百万円によるものであります。 

 固定資産合計は、28億55百万円となり、40百万円減少いたしました。これは主に投資有価証券の減少によるもの

であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、39億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億72百万円減少い

たしました。これは主に、短期借入金、長期借入金の減少によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、41億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円増加いた

しました。これは四半期純利益の計上、その他有価証券評価差額金の増加等によるものであります。この結果、自

己資本比率は50.6％となりました。 

   

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、19億54百万円とな

り、前連結会計年度末と比較し18百万円減少いたしました。  

  

  当第１四半期連結会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、２億64百万円（前年同四半期比24百万円の増加）となりました。 

  これは主に、為替差益61百万円の計上はあったものの、税金等調整前四半期純利益58百万円、減価償却費63百万

円の計上、売上債権の減少１億99百万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 

 投資活動の結果得られた資金は、20百万円（前年同四半期は２億51百万円の使用）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出22百万円はあったものの、投資有価証券の売却による収入53百万

円があったためであります。 

 ③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  財務活動の結果使用した資金は、２億99百万円（前年同四半期は５億43百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、短期借入金の純減98百万円、長期借入金の返済による支出２億10百万円があったためでありま

す。 

  

平成21年５月15日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  たな卸資産の評価方法 

 当第１四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、前連結会計年度末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。  

  

 該当事項はありません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

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



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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,001,833 2,020,659

受取手形及び売掛金 1,458,689 1,648,193

有価証券 22,818 22,921

商品及び製品 776,270 453,507

仕掛品 574,354 791,124

原材料及び貯蔵品 296,931 350,954

その他 229,616 315,073

貸倒引当金 △118,400 △177,410

流動資産合計 5,242,114 5,425,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 669,981 676,133

機械装置及び運搬具（純額） 159,290 169,657

土地 55,730 54,909

リース資産（純額） 53,209 50,668

その他（純額） 121,317 100,906

有形固定資産合計 1,059,529 1,052,276

無形固定資産   

のれん 266,174 281,050

その他 132,803 132,967

無形固定資産合計 398,978 414,017

投資その他の資産   

投資有価証券 376,788 420,651

長期貸付金 193,682 145,442

長期前払費用 366,874 344,438

その他 610,618 620,974

貸倒引当金 △151,053 △101,462

投資その他の資産合計 1,396,911 1,430,045

固定資産合計 2,855,419 2,896,338

資産合計 8,097,533 8,321,363



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 141,143 154,758

短期借入金 1,430,006 1,528,610

未払法人税等 11,422 26,335

その他 396,972 339,664

流動負債合計 1,979,545 2,049,370

固定負債   

長期借入金 1,788,947 1,995,862

その他 170,946 166,745

固定負債合計 1,959,894 2,162,607

負債合計 3,939,439 4,211,977

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,228,600 2,228,600

資本剰余金 1,952,637 3,372,550

利益剰余金 145,267 △1,308,579

自己株式 △42,005 △42,005

株主資本合計 4,284,499 4,250,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △93,173 △102,970

繰延ヘッジ損益 △29,356 △29,771

為替換算調整勘定 △68,022 △63,589

評価・換算差額等合計 △190,551 △196,332

新株予約権 44,466 44,466

少数株主持分 19,680 10,686

純資産合計 4,158,094 4,109,385

負債純資産合計 8,097,533 8,321,363



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,280,176 1,361,773

売上原価 530,812 447,093

売上総利益 749,363 914,680

販売費及び一般管理費 785,791 910,428

営業利益又は営業損失（△） △36,428 4,252

営業外収益   

受取利息 4,712 3,104

為替差益 － 70,426

その他 699 1,767

営業外収益合計 5,411 75,298

営業外費用   

支払利息 7,933 19,275

持分法による投資損失 8,849 9,409

為替差損 28,932 －

その他 1,672 2,047

営業外費用合計 47,387 30,733

経常利益又は経常損失（△） △78,404 48,816

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,027 9,419

持分変動利益 16,041 －

投資有価証券売却益 1,055 268

特別利益合計 18,125 9,687

特別損失   

固定資産除却損 － 182

特別損失合計 － 182

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△60,278 58,322

法人税、住民税及び事業税 5,483 24,582

法人税等調整額 △9,239 －

法人税等合計 △3,755 24,582

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,084 △195

四半期純利益又は四半期純損失（△） △57,607 33,934



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△60,278 58,322

減価償却費 94,596 63,025

のれん償却額 5,966 14,875

投資事業組合運用損益（△は益） 1,067 2,034

固定資産除却損 － 182

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,615 △9,419

受取利息及び受取配当金 △4,814 △3,206

支払利息 7,933 19,275

為替差損益（△は益） 43,316 △61,461

持分法による投資損益（△は益） 8,849 9,409

持分変動損益（△は益） △16,041 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,055 △268

売上債権の増減額（△は増加） 213,331 199,157

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,417 △27,186

その他の流動資産の増減額（△は増加） △26,426 △3,761

仕入債務の増減額（△は減少） 24,977 △12,838

未払金の増減額（△は減少） 71,142 73,861

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,287 △23,856

その他 2,883 30

小計 272,127 298,176

利息及び配当金の受取額 2,947 1,648

利息の支払額 △6,968 △17,506

法人税等の支払額 △27,769 △17,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 240,337 264,369

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 △4,164 △22,022

有形固定資産の売却による収入 2,500 319

無形固定資産の取得による支出 △6,910 △11,706

投資有価証券の売却による収入 4,891 53,224

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 △14,329 －

貸付金の回収による収入 1,214 1,958

投資その他の資産の増減額（△は増加） △174,697 △1,576

その他 △85 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △251,580 20,195



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） △11,100 △98,500

長期借入れによる収入 800,000 1,589

長期借入金の返済による支出 △175,800 △210,282

自己株式の取得による支出 △229 －

配当金の支払額 △69,778 △320

リース債務の返済による支出 － △428

少数株主からの払込みによる収入 － 8,190

財務活動によるキャッシュ・フロー 543,091 △299,752

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,756 △3,741

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 516,091 △18,928

現金及び現金同等物の期首残高 1,713,684 1,973,580

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 2,291,118 1,954,651



 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30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。 

  

（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  1,266,792  13,384  1,280,176  －  1,280,176

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 150  －  150 (150)  －

計  1,266,942  13,384  1,280,326 (150)  1,280,176

営業利益又は営業損失(△)  △41,919  5,491  △36,428  －  △36,428

  

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  1,349,574  12,199  1,361,773  －  1,361,773

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 150  －  150 (150)  －

計  1,349,724  12,199  1,361,923 (150)  1,361,773

営業利益  789  3,463  4,252  －  4,252

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 



 前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日) 

 当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日) 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

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 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。  

   

〔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  1,106,342  165,456  8,377  1,280,176  －  1,280,176

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 61,054  2,619  17,761  81,434  (81,434)  －

計  1,167,396  168,075  26,138  1,361,611  (81,434)  1,280,176

  営業利益又は営業損失(△)  △70,047  31,307  2,311  △36,428  －  △36,428

  
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  1,092,533  259,142  10,097  1,361,773  －  1,361,773

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 67,973  9,048  15,494  92,517  (92,517)  －

計  1,160,507  268,191  25,592  1,454,291  (92,517)  1,361,773

  営業利益又は営業損失(△)  △40,600  45,295  △443  4,252  －  4,252



前第１四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年６月30日) 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

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。 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  114,546  85,987  200,534

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  1,280,176

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 8.94  6.72  15.66

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  161,618  131,363  292,982

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  1,361,773

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 11.87  9.64  21.51

（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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