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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,001 13.0 66 ― 54 ― 15 △92.5

21年3月期第2四半期 1,771 ― △25 ― △33 ― 211 ―

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2四半期 3.55 ―

21年3月期第2四半期 47.52 ―

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2四半期 5,471 2,573 47.0 577.60
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2四半期  2,573百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 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2四半期 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2四半期 104,030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2四半期 4,455,080株 21年3月期第2四半期 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７月24日発表の通期業績予想を修正しておりません。 
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ページをご覧ください。 
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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２四半期における我が国経済は、世界的な金融危機の影響も一旦は底を打った状況を示し企業収益も緩やか

ではありますが回復の推移を示しております。しかし、為替の円高基調などによる企業収益への影響懸念、或いは

雇用情勢の回復も進んでいない状況で、今後の景気動向については依然として不透明な状況にあります。 

このような環境下、当第２四半期の業績は、売上高につきましては、２０億１百万円（前年同期比１３．０％増）

となりました。セグメント別では、生化学分野は６億１千４百万円（前年同期比１．０％増）と、ほぼ前年と同様

の水準となり、免疫分野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１２億２千２百万円（前年同

期比１３．５％増）となりました。その他の分野は、ロイヤリティの収入増などにより１億６千３百万円（前年同

期比９２．４％増）となりました。営業利益は、６千６百万円（前年同期は２千５百万円の損失）、経常利益は、５

千４百万円（前年同期は３千３百万円の損失）となりました。四半期純利益は、1千５百万円（前年同期比９２．５％

減）となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における総資産の額は、５４億７千１百万円となり、前事業年度末と比べ、1 億３百万

円の減少となりました。流動資産は、２１億９千１百万円となり前事業年度末と比べ６千８百万円の減少となりま

した。その主な要因は、現金及び預金が２千２百万円、受取手形及び売掛金が３千３百万円減少したためです。固

定資産につきましては、３２億７千９百万円となり、前事業年度末と比べ３千４百万円の減少となりました。その

主な要因は、固定資産が１千７百万円増加したものの、その一方で、減価償却費の進捗により６千万円減少したた

めです。 

 当第２四半期会計期間末における負債の額は、２８億９千８百万円となり、前事業年度末と比べ、１億１千万円

の減少となりました。その主な要因は、借入金が５千５百万円、未払法人税等が７千２百万円減少したためです。 

   当第２四半期会計期間末における純資産の額は、２５億７千３百万円となり、前事業年度末と比べ７百万円の増加

となりました。その主な要因は、配当金の支払いにより１千７百万円減少したものの、四半期純利益 1千５百万円及

びその他有価証券評価差額金が９百万円増加したためです。 

 (キャッシュ・フローの状況) 

当第２四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、６億８千５百万円とな

り、前事業年度末と比べ２千２百万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 

営業活動により増加した資金は、５千４百万円（前年同四半期は９千万円の増加）となりました。その主な要因

は、税引前四半期純利益５千１百万円、減価償却費６千万円、売上債権の減少３千３百万円、たな卸資産の減少８

百万円と法人税等の支払い 1億３百万円によるものです。 

   投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動により支出した資金は、２百万円（前年同四半期は２億３千９百万円の増加）となりました。これは主

に製造設備によるものです。 

   財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動により支出した資金は、７千５百万円（前年同四半期は１億２千２百万円の増加）となりました。その

主な要因は、短期借入金の調達による増加１億円と長期借入金１億５千５百万円の返済及び配当金の支払い１千７

百万円によるものです。 
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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や雇用問題などにより、引き続き厳しい環境で推移するもの

と予想されます。臨床検査薬業界におきましても、市場における企業間競争など経営環境はますます厳しさを増し

ていくものと予想しております。 

また、当第２四半期には、売上高については主にアレルギー診断薬、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２億３千万円増加いたしました。第３四半期以降におきましても、改良品や新規品の

売上貢献により現状、計画通りの推移を予想しております。 

これらの状況により、平成２２年３月期通期業績につきましては、平成２１年７月２４日の「平成２２年３月期

業績予想の修正に関するお知らせ」で発表いたしました業績予想は、変更しておりません。 

  

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．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。 

２．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。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９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 1,025,318 1,048,143

受取手形及び売掛金 813,924 847,722

商品及び製品 106,803 118,760

仕掛品 62,512 47,936

原材料及び貯蔵品 127,227 138,472

その他 59,004 62,712

貸倒引当金 △2,900 △2,900

流動資産合計 2,191,890 2,260,848

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 844,802 868,482

土地 1,851,453 1,851,453

その他（純額） 109,615 117,560

有形固定資産合計 2,805,871 2,837,495

無形固定資産 91,728 105,867

投資その他の資産 382,158 370,583

固定資産合計 3,279,758 3,313,946

資産合計 5,471,648 5,574,794

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 679,300 675,915

短期借入金 1,243,490 1,185,460

未払法人税等 37,629 110,334

賞与引当金 38,700 34,200

その他 173,329 171,754

流動負債合計 2,172,449 2,177,663

固定負債   

長期借入金 631,960 745,710

その他 94,145 85,560

固定負債合計 726,105 831,270

負債合計 2,898,554 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 893,826 895,843

自己株式 △89,145 △88,913

株主資本合計 2,564,827 2,567,077

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,266 △1,217

評価・換算差額等合計 8,266 △1,217

純資産合計 2,573,093 2,565,860

負債純資産合計 5,471,648 5,574,794
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,771,395 2,001,638

売上原価 1,143,948 1,291,127

売上総利益 627,447 710,511

販売費及び一般管理費 653,005 643,657

営業利益又は営業損失（△） △25,558 66,854

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,171 5,220

為替差益 3,377 －

受取賃貸料 4,496 4,766

その他 2,913 1,239

営業外収益合計 16,959 11,226

営業外費用   

支払利息 18,746 16,742

手形売却損 299 460

為替差損 － 766

賃貸費用 4,242 3,391

その他 1,687 1,814

営業外費用合計 24,975 23,175

経常利益又は経常損失（△） △33,574 54,905

特別利益   

関係会社株式売却益 418,203 －

投資有価証券売却益 － 12

特別利益合計 418,203 12

特別損失   

固定資産除却損 6,210 3,695

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 3,695

税引前四半期純利益 358,836 51,222

法人税、住民税及び事業税 152,980 31,220

法人税等調整額 △5,900 4,200

法人税等合計 147,080 35,420

四半期純利益 211,756 15,802
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 358,836 51,222

減価償却費 64,755 60,838

売上債権の増減額（△は増加） 137,963 33,797

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,955 8,626

仕入債務の増減額（△は減少） △68,991 3,385

関係会社株式売却損益（△は益） △418,203 －

その他 11,308 11,996

小計 110,624 169,867

利息の支払額 △19,320 △17,730

法人税等の支払額 △6,561 △103,059

その他の収入 5,698 5,286

営業活動によるキャッシュ・フロー 90,441 54,364

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 △1,304 △2,443

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 －

投資有価証券の売却による収入 － 30

その他 264 325

投資活動によるキャッシュ・フロー 239,959 △2,087

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） 100,000 100,000

長期借入れによる収入 400,000 －

長期借入金の返済による支出 △377,205 △155,720

配当金の支払額 △101 △17,843

その他 △203 △1,530

財務活動によるキャッシュ・フロー 122,490 △75,093

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 452,894 △22,825

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 894,424 685,318
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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。 




