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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

当社は、平成21年７月１日付で100%子会社である株式会社アットウィルを吸収合併し、非連結決算会社となっております。 

(2) 財政状態 

当社は、平成21年７月１日付で100%子会社である株式会社アットウィルを吸収合併し、非連結決算会社となっております。 
 

(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 ％

21年12月期第3四半期 5,200 ― 354 ― 337 ― 453 ―

20年12月期第3四半期 4,309 △6.2 79 △82.9 64 △85.7 9 △86.4

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3四半期 72.40 ―

20年12月期第3四半期 1.59 ―

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3四半期 6,287 3,123 49.7 499.17
20年12月期 5,901 2,724 46.2 435.35

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  3,123百万円 20年12月期  2,724百万円

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

20年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

10.00 10.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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  
当社は、平成21年７月１日付で100%子会社である株式会社アットウィルを吸収合併し、非連結決算会社となったことから、業績予想の対前期増減率につき
ましては参考数値とならない為、記載を省略しております。 

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 7,420 ― 550 ― 530 ― 580 ― 92.69
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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） 

（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) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 6,257,900株 20年12月期  6,257,900株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  800株 20年12月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 6,257,100株 20年12月期第3四半期 6,257,100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)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．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
(2)当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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(1)業績の状況 

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、昨年末にアメリカを発端とした経済危機の影響を受け、急速な景

気後退となり、企業業績、設備投資の減速が顕著となりました。また、雇用や個人消費も大幅に減少し、景気回復の

兆しは不透明なままとなっております。 

医療業界におきましては、高齢化社会が進み、医療・社会保障費用の増大、医療施設の経営難、医療IT化の遅れ

等、医療に対する社会的関心が高まるなか、特定健康診査・特定保健指導制度が開始される等、予防医療への具体的

な取り組みが進み始めております。このように臨床検査への需要の底支えはあるものの、医療施設は医療費・社会保

障費の圧縮により、従来にも増して品質管理、コスト管理、リスク管理、知識管理が求められており、業界内におけ

る企業間競争の激化が予想されます。 

このような事業環境のもと、当社は成長事業への研究開発投資を重点的に行い、病院検査室に総合的なソリューシ

ョンを提供する次世代の臨床検査機器システムの新製品開発を促進しました。また、昨年度、鹿島ワークスから湘南

工場への移転を行い、試薬事業の品質向上及び製造原価の低減に引き続き努めてまいりました。 

その結果、臨床検査機器システム、臨床検査試薬、消耗品等の販売が堅調に推移したことにより、当第３四半期累

計期間の売上高は5,200,791千円となりました。一方、利益面におきましては、臨床検査情報システムの案件拡大に

伴う、システムエンジニアの継続的な工数確保による売上原価の増加及び新製品上市への研究開発費が増加した結

果、営業利益は354,737千円、経常利益は337,703千円となりました。なお、四半期純利益は唯一の連結子会社であっ

た株式会社アットウィルを平成21年７月１日付で吸収合併したことにより、特別利益として抱合せ株式消滅差益

348,529千円を計上し、また、製品保証引当金繰入額90,567千円を特別損失として計上したことにより、453,011千円

となりました。  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ386,065千円増加し、6,287,867千円となりまし

た。流動資産は、同544,784千円の増加、固定資産は同158,719千円の減少となりました。流動資産の増加の主な要因

は、現金及び預金が403,503千円、仕掛品が213,310千円増加したことによるものです。固定資産の減少の主な要因

は、建物が28,606千円、関係会社株式が94,000千円減少したことによるものです。 

当第３四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比べ13,282千円減少し、3,164,496千円となりました。

流動負債は、同42,388千円の増加、固定負債は同55,669千円の減少となりました。流動負債の増加の主な要因は、未

払法人税等が72,556千円、製品保証引当金が53,815千円増加した一方、支払手形及び買掛金が62,641千円減少したこ

とによるものです。固定負債の減少の主な要因は、長期借入金が70,000千円減少したことによるものです。 

当第３四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べ399,346千円増加し、3,123,370千円となりまし

た。純資産増加の要因は、利益剰余金が390,440千円、その他有価証券評価差額金が8,906千円増加したことによるも

のです。 

  

(2)キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ403,503千

円増加し、当第３四半期会計期間末には968,807千円となりました。当第３四半期累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） 

営業活動の結果取得した資金は、366,840千円となりました。これは主に税引前四半期純利益を595,666千円計上

し、売上債権が188,445千円減少した一方、たな卸資産が218,643千円増加したこと及び非資金取引の抱合せ株式消滅

差益348,529千円の計上によるものであります。 

（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、142,820千円となりました。これは主に有形固定資産の取得により資金が減少し

たためであります。 

（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、142,571千円となりました。これは長短借入金が80,000千円減少し、配当金を

62,571千円支払ったためであります。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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当第３四半期の業績及び事業環境等を踏まえ、通期の業績予想を修正しております。詳細は、平成21年８月６日付

「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

①簡便な会計処理  

該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。ただし、当該

見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合については、法定実効税率を使

用して計算した金額を計上しております。 

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。  

   

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更（たな卸資産） 

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、第１四半期会計期間より「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。 

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、「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））が平成

20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を早期に適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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。 

ただし、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の賃貸借に

係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

④重要な引当金の計上基準の変更（製品保証引当金） 

臨床検査情報システム及び検体検査自動化システムにおける両製品の無償保証期間中に発生する対応費用（無

償保証対応費用）については、従来、修理作業等の発生時に計上しておりましたが、第１四半期会計期間より、

過去の実績率（売上高に対する費用の支出割合）に基づき、費用見込額を製品保証引当金として計上する方法に

変更しております。 

この変更は、案件毎の無償保証対応費用の実績額の蓄積により過去の実績率を合理的に算定することが可能に

なったこと、及び無償保証対応費用を製品販売時の期間費用として適正に把握するとともに財政状態の健全化を

図るために実施したものであります。 

なおこの変更により、過年度に対応する発生金額90,567千円を特別損失として計上したことに伴い、営業利益

及び経常利益が36,753千円増加し、税引前四半期純利益は53,814千円減少しております。 

⑤有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法改正を契機として経済的耐用年数を見直した結果、第１四半期会計期間より機械装置の一部につい

て、実態に即した耐用年数に変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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３四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,014,807 611,304

受取手形及び売掛金 2,205,517 2,181,318

製品 205,490 237,787

商品 74,088 79,141

原材料 331,241 271,852

仕掛品 376,931 163,621

その他 186,354 302,415

貸倒引当金 △2,426 △218

流動資産合計 4,392,005 3,847,221

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 649,111 677,717

その他（純額） 633,516 681,581

有形固定資産合計 1,282,627 1,359,299

無形固定資産   

無形固定資産合計 36,426 37,651

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 288,462 289,745

その他 297,201 367,884

貸倒引当金 △8,857 －

投資その他の資産合計 576,806 657,629

固定資産合計 1,895,861 2,054,580

資産合計 6,287,867 5,901,802

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 707,463 770,104

短期借入金 1,400,000 1,410,000

未払法人税等 102,682 30,126

製品保証引当金 53,815 －

賞与引当金 9,265 3,811

その他 374,237 391,033

流動負債合計 2,647,463 2,605,075

固定負債   

長期借入金 400,000 470,000

その他 117,033 102,702

固定負債合計 517,033 572,702

負債合計 3,164,496 3,177,778
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 577,610 577,610

資本剰余金 554,549 554,549

利益剰余金 1,998,330 1,607,890

自己株式 △405 △405

株主資本合計 3,130,085 2,739,644

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,714 △15,620

評価・換算差額等合計 △6,714 △15,620

純資産合計 3,123,370 2,724,024

負債純資産合計 6,287,867 5,901,802
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,200,791

売上原価 2,609,529

売上総利益 2,591,261

販売費及び一般管理費 2,236,524

営業利益 354,737

営業外収益  

受取利息 232

受取配当金 1,112

投資不動産賃貸料 8,994

その他 3,952

営業外収益合計 14,291

営業外費用  

支払利息 19,347

不動産賃貸費用 6,359

その他 5,617

営業外費用合計 31,324

経常利益 337,703

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 348,529

特別利益合計 348,529

特別損失  

製品保証引当金繰入額 90,567

特別損失合計 90,567

税引前四半期純利益 595,666

法人税等 142,654

四半期純利益 453,011
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１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 595,666

減価償却費 142,298

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △348,529

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,300

製品保証引当金の増減額（△は減少） 53,815

受取利息及び受取配当金 △1,344

支払利息 19,347

有形及び無形固定資産除却損 2,120

売上債権の増減額（△は増加） 188,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,643

仕入債務の増減額（△は減少） △69,903

その他 90,251

小計 462,825

利息及び配当金の受取額 1,344

利息の支払額 △19,234

法人税等の支払額 △78,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,840

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 △36,000

定期預金の払戻による収入 36,000

有形固定資産の取得による支出 △133,892

無形固定資産の取得による支出 △1,357

投資不動産の取得による支出 △2,492

その他 △5,079

投資活動によるキャッシュ・フロー △142,820

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,100,000

短期借入金の返済による支出 △4,100,000

長期借入金の返済による支出 △80,000

配当金の支払額 △62,571

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 81,438

現金及び現金同等物の期首残高 565,304

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 322,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 968,807
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

 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）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」 

  

当社は、平成21年７月１日付で100%子会社である株式会社アットウィルを吸収合併し、非連結決算会社となって

おります。平成21年12月期第３四半期（非連結）の業績につきましては、平成21年１月１日～平成21年６月30日に

おける株式会社アットウィルの業績が反映されておりません。そこで、当社業績の実態と継続性を表すため、平成

21年９月30日で連結した場合の連結業績（累計）、連結業績予想、四半期連結損益計算書及び前年同四半期連結損

益計算書を参考数値として、以下に記載しております。 

  

１．平成21年12月期第３四半期の連結業績（平成21年１月１日～平成21年９月30日） 

(1) 連結経営成績（累計） 

 （百万円未満切捨て、％表示は対前年同四半期増減率） 

  

  

(2) 連結財政状態  

（参考）自己資本      平成21年12月期第３四半期  3,123百万円   平成20年12月期  3,055百万円  

  

２．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）  

（百万円未満切捨て、％表示は対前期増減率） 

  

  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３四半期  5,577 13.6  379 130.0    361  139.9  118 99.6

20年12月期第３四半期 4,909 △5.3  164 △69.2  150  △71.2  59 △49.4

  
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３四半期   18.93   －

20年12月期第３四半期 9.48   －

  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３四半期   6,287   3,123   49.7   499.17

20年12月期   6,285   3,055   48.6   488.36

  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  7,800    10.6 570    79.3 550    85.7 260    120.4   41.55
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３．四半期連結損益計算書  

被合併会社である株式会社アットウィル（連結子会社）と平成21年９月30日で連結した場合の四半期連結損益計算

書及び前年同四半期連結損益計算書は以下のとおりです。 

  

(1) 当第３四半期連結損益計算書  

  

科目  
  

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年１月１日 

    至 平成21年９月30日） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  5,577,716

Ⅱ 売上原価  2,728,864

売上総利益  2,848,852

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,469,430

営業利益  379,421

Ⅳ 営業外収益 14,470

    受取利息 399

    その他  14,070

Ⅴ 営業外費用 31,971

    支払利息 19,383

    その他  12,588

  経常利益  361,920

Ⅵ  特別損失  90,567

製品保証引当金繰入額   90,567

税金等調整前四半期
純利益  271,353

法人税等  152,927

四半期純利益  118,425
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(2) 前年第３四半期連結損益計算書  

科目  
  

前年同四半期連結累計期間
（自 平成20年１月１日 

    至 平成20年９月30日）

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  4,909,397

Ⅱ 売上原価  2,251,576

売上総利益  2,657,820

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,492,830

営業利益  164,989

Ⅳ 営業外収益 14,998

    受取利息 812

    その他  14,185

Ⅴ 営業外費用 29,138

    支払利息 15,197

    その他  13,940

  経常利益  150,850

Ⅵ  特別損失  33,112

  投資有価証券評価損  31,956

  その他  1,155

税金等調整前四半期
純利益  117,737

税金費用  58,404

四半期純利益  59,333
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