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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,841 4.0 107 51.2 41 13.1 13 ―

21年3月期第2四半期 2,731 ― 71 ― 36 ― 0 ―

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 0.80 ―

21年3月期第2四半期 0.03 ―

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

22年3月期第2四半期 8,023 4,118 50.5 236.41
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2四半期  4,055百万円 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

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 ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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

－ 1 －



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  無  

(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2四半期 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2四半期  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2四半期 17,153,966株 21年3月期第2四半期 17,349,868株

－ 2 －



当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）のわが国経済は、政府による景気刺激

策の効果が一部で見られるなど、やや落ち着きを取り戻しつつあるような状況となりました。しかし、政権の交代

による政策の見直しは、各種予算の編成・執行に大きな影響を及ぼすと見られ、当社の関与する科学技術分野にお

いても今後の動向が注目されます。 

こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の売上高は28億41百万円（前年同四半期比104.0％）、営業利益１億７

百万円（前年同四半期比151.2％）、経常利益41百万円（前年同四半期比113.1％）、四半期純利益13百万円（前年

同四半期は０百万円）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） 

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は28億19百万円（前年同四半期比

104.2％）、営業利益は１億１百万円（前年同四半期比166.9％）となりました。前年同四半期比での伸長は、臨床

検査薬分野の主力商品である自己免疫疾患検査試薬の販売が堅調に推移したことが主な要因です。なお、細胞診関

連分野の販売実績は、子宮頸がん関連製品の販売契約が昨年12月に終了したため前年同四半期を下回っております

が、自社開発品の拡販活動に注力しており、今後回復するものと見込んでおります。 

（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２四半期連結累計期間の売上高は22百万円（前年同四

半期比85.1％）、営業利益６百万円（前年同四半期比60.0％）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、売上高は24億９百万円（前年同四半期比96.9％）、営業利益26百万円（前年同四半期比

981.6％）となりました。当社単体における生産性の向上に伴う原価率の低減により、売上総利益が増加しました。 

（北米） 

米国及びカナダにおきましては、売上高は５億60百万円（前年同四半期比155.9％）、営業利益77百万円（前年同

四半期比133.7％）と堅調に推移しました。前四半期に引き続き、BION Enterprises Ltd.の子会社化による売上高

の伸長が見られました。 

（その他） 

ヨーロッパ、アジア他の地域におきましては売上高は52百万円（前年同四半期比90.8％）、営業利益２百万円

（前年同四半期比29.7％）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２四半期連結会計期間末の総資産合計は、80億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億97百万円減少

いたしました。流動資産は、52億89百万円となり、１億35百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売

掛金が減少したためであります。固定資産は、27億33百万円となり、１億62百万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２四半期連結会計期間末の負債合計は、39億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億６百万円減少い

たしました。これは主に、長期借入金の減少によるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、41億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ９百万円増加いた

しました。これは主に、四半期純利益の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は50.5％となりまし

た。 

   

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結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、19億71百万円とな

り、前連結会計年度末と比較し２百万円減少いたしました。  

  

  当第２四半期連結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、４億55百万円（前年同四半期は４億91百万円の獲得）となりました。 

  これは主に、税金等調整前四半期純利益49百万円、減価償却費１億28百万円の計上、売上債権の減少２億１百万

円、未払金の増加65百万円によるものであります。 

 ② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、63百万円（前年同四半期は４億62百万円の使用）となりました。 

 これは主に、投資有価証券の売却による収入１億58百万円はあったものの、有形固定資産の取得による支出58

百万円、投資有価証券の取得による支出23百万円、関係会社出資金の払込による支出60百万円、貸付けによる支

出50百万円によるものであります。 

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、３億65百万円（前年同四半期は３億46百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済によるものであります。 

  

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。  

  

 該当事項はありません。 

  

 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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,040,683 2,020,659

受取手形及び売掛金 1,463,533 1,648,193

有価証券 792 22,921

商品及び製品 764,350 453,507

仕掛品 559,910 791,124

原材料及び貯蔵品 292,546 350,954

その他 194,268 315,073

貸倒引当金 △26,253 △177,410

流動資産合計 5,289,832 5,425,024

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 656,030 676,133

機械装置及び運搬具（純額） 146,896 169,657

土地 55,477 54,909

リース資産（純額） 51,357 50,668

その他（純額） 120,393 100,906

有形固定資産合計 1,030,155 1,052,276

無形固定資産   

のれん 251,298 281,050

その他 130,366 132,967

無形固定資産合計 381,665 414,017

投資その他の資産   

投資有価証券 296,156 420,651

長期貸付金 252,055 145,442

長期前払費用 356,156 344,438

その他 658,774 620,974

貸倒引当金 △241,287 △101,462

投資その他の資産合計 1,321,855 1,430,045

固定資産合計 2,733,676 2,896,338

資産合計 8,023,508 8,321,363



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 151,111 154,758

短期借入金 1,544,539 1,528,610

未払法人税等 18,838 26,335

その他 429,242 339,664

流動負債合計 2,143,732 2,049,370

固定負債   

長期借入金 1,608,818 1,995,862

その他 152,565 166,745

固定負債合計 1,761,384 2,162,607

負債合計 3,905,117 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 124,983 △1,308,579

自己株式 △42,005 △42,005

株主資本合計 4,264,216 4,250,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △85,027 △102,970

繰延ヘッジ損益 △47,633 △29,771

為替換算調整勘定 △76,193 △63,589

評価・換算差額等合計 △208,854 △196,332

新株予約権 44,275 44,466

少数株主持分 18,754 10,686

純資産合計 4,118,391 4,109,385

負債純資産合計 8,023,508 8,321,363



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,731,612 2,841,867

売上原価 1,031,151 972,024

売上総利益 1,700,461 1,869,842

販売費及び一般管理費 1,629,366 1,762,332

営業利益 71,095 107,509

営業外収益   

受取利息 14,794 6,279

受取補償金 － 3,360

その他 2,751 4,633

営業外収益合計 17,546 14,273

営業外費用   

支払利息 15,072 34,259

持分法による投資損失 16,762 24,495

為替差損 14,310 13,299

その他 6,214 8,703

営業外費用合計 52,360 80,758

経常利益 36,281 41,024

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,163 8,067

持分変動利益 16,955 －

投資有価証券売却益 1,791 508

新株予約権戻入益 － 191

特別利益合計 19,910 8,766

特別損失   

固定資産除却損 1,818 192

特別損失合計 1,818 192

税金等調整前四半期純利益 54,374 49,599

法人税、住民税及び事業税 37,562 36,487

法人税等調整額 14,282 －

法人税等合計 51,845 36,487

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,924 △538

四半期純利益 604 13,650



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 54,374 49,599

減価償却費 192,488 128,925

のれん償却額 11,933 29,751

固定資産除却損 1,818 192

投資事業組合運用損益（△は益） 2,586 10,469

貸倒引当金の増減額（△は減少） △43,794 △11,331

受取利息及び受取配当金 △15,331 △6,691

支払利息 15,072 34,259

為替差損益（△は益） 31,512 20,250

持分法による投資損益（△は益） 16,762 24,495

持分変動損益（△は益） △16,955 －

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,791 △508

売上債権の増減額（△は増加） 261,640 201,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,710 △4,076

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7,470 179

仕入債務の増減額（△は減少） △54,932 △10,382

未払金の増減額（△は減少） 108,539 65,560

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,042 △24,511

その他 2,823 1,272

小計 535,887 508,960

利息及び配当金の受取額 14,879 7,555

利息の支払額 △18,459 △30,907

法人税等の支払額 △41,159 △30,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 491,147 455,222

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 △70,000 －

有形固定資産の取得による支出 △35,479 △58,896

有形固定資産の売却による収入 － 311

無形固定資産の取得による支出 △15,760 △14,184

投資有価証券の取得による支出 △15,000 △23,340

投資有価証券の売却による収入 7,655 158,615

関係会社株式の取得による支出 － △8,000

関係会社出資金の払込による支出 △60,000 △60,000

貸付けによる支出 △92,197 △50,000

貸付金の回収による収入 8,139 3,827

投資その他の資産の増減額（△は増加） △192,537 △11,887

その他 2,500 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △462,680 △63,555



（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △29,100 1,500

長期借入れによる収入 800,000 46,742

長期借入金の返済による支出 △351,600 △420,514

自己株式の取得による支出 △4,508 －

配当金の支払額 △68,594 △352

リース債務の返済による支出 － △862

少数株主からの払込みによる収入 － 7,863

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,196 △365,624

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,083 △28,147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 360,580 △2,104

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 2,135,607 1,971,476



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９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 
 2,704,844  26,768  2,731,612  －  2,731,612

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  －  300 (300)  －

計  2,705,144  26,768  2,731,912 (300)  2,731,612

営業利益  60,647  10,447  71,095  －  71,095

  

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 
 2,819,087  22,780  2,841,867  －  2,841,867

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  －  300 (300)  －

計  2,819,387  22,780  2,842,167 (300)  2,841,867

営業利益  101,242  6,267  107,509  －  107,509

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２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日) 

 当第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９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  2,352,570  354,387  24,655  2,731,612  －  2,731,612

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 133,948  5,036  32,670  171,655  (171,655)  －

計  2,486,518  359,424  57,325  2,903,267  (171,655)  2,731,612

  営業利益  2,703  58,325  10,066  71,095  －  71,095

  
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  2,273,274  543,236  25,356  2,841,867  －  2,841,867

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 136,084  16,968  26,684  179,737  (179,737)  －

計  2,409,359  560,205  52,041  3,021,605  (179,737)  2,841,867

  営業利益  26,539  77,984  2,985  107,509  －  107,509



前第２四半期連結累計期間(自平成20年４月１日 至平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間(自平成21年４月１日 至平成21年９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)  254,371  177,721  432,092

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  2,731,612

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 9.31  6.51  15.82

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円)  377,029  238,099  615,129

Ⅱ 連結売上高(千円)  －  －  2,841,867

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 13.27  8.38  21.65

（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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