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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 112,843 2.2 16,012 40.2 16,345 38.3 9,672 51.7
21年3月期第3四半期 110,460 ― 11,424 ― 11,815 ― 6,377 ―

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3四半期 166.16 166.14
21年3月期第3四半期 108.61 ―

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3四半期 130,058 93,388 71.6 1,599.50
21年3月期 124,237 87,243 69.9 1,491.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  93,109百万円 21年3月期  86,801百万円

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 ― 26.00 ― 26.00 52.00
22年3月期 ― 29.00 ―

22年3月期 
（予想）

29.00 58.00

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 148,000 1.8 18,000 20.5 18,400 17.1 11,000 26.3 188.97
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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．その他をご覧下さい。 

(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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、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下さい。また、１株当たり当期純利益は、自己株式の変動に伴い変更しております。 

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3四半期 58,441,866株 21年3月期  58,440,066株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  230,211株 21年3月期  228,529株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 58,211,544株 21年3月期第3四半期 58,715,315株
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  当第３四半期連結累計期間における経済情勢は、アジアの景気改善などにより一部に回復の兆しが見られたもの

の、引き続き企業収益、個人消費ともに厳しい状況で推移しております。 

 臨床検査業界におきましては、世界的な景気悪化の影響は比較的軽微となり、またインフルエンザ関連製品などの

一時的な需要増が見られましたが、過去10年以上にわたる医療費の抑制、医療提供側の経営状況の悪化および同業他

社との競争の激化を反映して、成長が抑制された厳しい事業環境が継続しております。 

 このような環境のなか、当社グループといたしましてはさらなる成長を遂げるための経営諸施策に積極的に取り組

んでまいりました。 

 これらの結果といたしまして、当第３四半期連結累計期間の売上高は112,843百万円(前年同期比2.2％増)となりま

した。臨床検査薬事業において主にインフルエンザ検査薬の需要増により増収となったこと、ならびにその他の事業

において介護関連事業を営むケアレックス株式会社を株式取得により子会社化したことなどから増収となりました。

利益面では、臨床検査薬事業においてインフルエンザ検査薬の増収およびプロダクトミックスの変化が見られたこ

と、また受託臨床検査における利益改善施策が奏功したことにより、結果として営業利益は16,012百万円(前年同期

比40.2％増)、経常利益16,345百万円(前年同期比38.3％増)、四半期純利益9,672百万円(前年同期比51.7％増)となり

ました。 

以下、事業別の概況をご報告申し上げます。 

  

(事業の種類別セグメントの状況) 

■臨床検査薬事業 

 日本赤十字社に採用された「全自動化学発光酵素免疫測定装置CL4800」の設置が前年度第２四半期連結累計期間

に完了したことから同製品に係る検査装置の販売が減少した一方、同製品に係る検査薬を含むCL-EIA系製品が増収

となったほか、インフルエンザ検査薬の需要増に対応したことから増収となりました。利益面では、インフルエン

ザ検査薬の増収およびプロダクトミックスの変化が寄与し増益となりました。これらの結果、売上高は25,414百万

円（前年同期比2.6％増）、営業利益は6,848百万円（前年同期比54.3％増）となりました。 

  

■受託臨床検査事業 

 医療機関内臨床検査施設に係る検査売上高の増収等が寄与したことから売上高は増収となりました。利益面で

は、業務再編と効率化による固定費の削減等の効果が見られたことから増益となりました。これらの結果、売上高

は69,207百万円（前年同期比0.1％増）、営業利益は7,004百万円（前年同期比36.9％増）となりました。 

  

■その他の事業 

 滅菌事業につきましては、継続して受託病院の新規獲得に努めた結果、売上高は9,091百万円（前年同期比6.4％

増）となりました。 

 治験事業につきましては、新規案件の獲得が堅調に推移したほか、既受注案件の治験が順調に実施されたことか

ら売上高は4,348百万円（前年同期比2.6％増）となりました。 

 また、介護関連事業を営むケアレックス株式会社を平成21年10月に株式取得により子会社化いたしました。 

 これらの結果、その他の事業の売上高は18,221百万円（前年同期比10.0％増）、営業利益は2,130百万円（前年

同期比21.5％増）となりました。  

  

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5,821百万円増加し、130,058百万円となりました。その

主な要因は、有形固定資産および無形固定資産の減少959百万円および投資有価証券の減少823百万円があった一

方、有価証券の増加5,899百万円および受取手形及び売掛金の増加2,478百万円があったためです。 

 当第３四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ324百万円減少し、36,669百万円となりました。その主な要

因は、その他の流動負債の増加2,328百万円があった一方、賞与引当金の減少1,754百万円および退職給付引当金

の減少1,571百万円があったためであります。 

 当第３四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ6,145百万円増加し、93,388百万円となりました。その主

な要因は、配当金の支払3,201百万円があった一方、当第３四半期純利益9,672百万円があったためであります。

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.7％向上し、71.6％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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（２） キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末の現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5,235百万円増

加し、32,661百万円となりました。  
     

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は14,423百万円（前年同期8,172百万円の獲得）となりました。その主な要因は、

税金等調整前四半期純利益16,271百万円、非資金支出項目である減価償却費6,574百万円があった一方、法人税等

の支払5,589百万円、売上債権の増加2,827百万円があったためであります。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

  投資活動により使用した資金は4,726百万円（前年同期5,665百万円の使用）となりました。その主な要因は、

有形固定資産の取得による支出2,694百万円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出1,644百万円

があったためであります。 
    

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により使用した資金は4,354百万円（前年同期7,631百万円の使用）となりました。その主な要因は、

配当金の支払3,187万円、長期借入金の返済による支出1,000百万円があったためであります。    

  

  平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年11月６日に公表いたしました業績予想と変更はありませ

ん。 

 平成22年３月期の連結業績予想にかかる売上高は、受託臨床検査事業における販売が堅調に推移する見込みである

ほか、その他の事業において増収が見込まれることから対前年同期比増収の予定であります。 

 利益面では、臨床検査薬事業においてインフルエンザ検査薬の増収およびプロダクトミックスの変化が見込まれる

こと、また受託臨床検査における利益改善効果が見込まれることから、営業利益、経常利益、当期利益ともに対前年

同期比増益の予定であります。  

  

該当事項はありません。   

  

① 簡便な会計処理 

     イ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  
     ロ．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
  
     ハ．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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 
  
     ニ．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

おらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められる場合に、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  
     ホ．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

当該債権債務の額及び取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、当該差異の調整

を行わないで相殺消去しております。 

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
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② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31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 13,761 14,555

受取手形及び売掛金 28,724 26,245

有価証券 18,899 13,000

商品及び製品 4,629 4,266

仕掛品 3,814 3,655

原材料及び貯蔵品 3,417 3,565

その他 4,606 4,436

貸倒引当金 △49 △106

流動資産合計 77,804 69,619

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,168 12,862

工具、器具及び備品（純額） 7,175 7,534

土地 7,648 7,650

その他（純額） 3,156 2,673

有形固定資産合計 30,148 30,722

無形固定資産   

のれん 4,880 3,566

ソフトウエア 6,263 7,859

その他 1,976 2,081

無形固定資産合計 13,120 13,506

投資その他の資産   

投資有価証券 1,640 2,463

その他 7,369 8,033

貸倒引当金 △24 △107

投資その他の資産合計 8,985 10,389

固定資産合計 52,254 54,618

資産合計 130,058 124,237
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（単位：百万円）

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成21年12月31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 9,687 9,802

短期借入金 668 1,593

未払金 5,154 4,820

未払法人税等 2,803 2,273

賞与引当金 2,019 3,774

その他 6,194 3,865

流動負債合計 26,528 26,130

固定負債   

長期借入金 128 204

退職給付引当金 5,260 6,831

役員退職慰労引当金 23 －

その他 4,729 3,828

固定負債合計 10,141 10,864

負債合計 36,669 36,994

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,666 7,663

資本剰余金 23,388 23,385

利益剰余金 63,817 57,346

自己株式 △490 △485

株主資本合計 94,381 87,909

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51 25

為替換算調整勘定 △1,323 △1,134

評価・換算差額等合計 △1,271 △1,108

新株予約権 250 192

少数株主持分 29 249

純資産合計 93,388 87,243

負債純資産合計 130,058 124,237
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 110,460 112,843

売上原価 71,580 69,985

売上総利益 38,879 42,857

販売費及び一般管理費 27,455 26,844

営業利益 11,424 16,012

営業外収益   

受取利息 30 16

受取配当金 83 27

保険配当金 － 117

持分法による投資利益 167 13

その他 340 262

営業外収益合計 621 436

営業外費用   

支払利息 29 18

為替差損 70 －

賃貸費用 33 33

その他 95 52

営業外費用合計 229 104

経常利益 11,815 16,345

特別利益   

固定資産売却益 3 2

投資有価証券売却益 108 －

退職給付制度改定益 － 342

その他 52 17

特別利益合計 164 363

特別損失   

固定資産除却損 298 287

固定資産売却損 3 －

投資有価証券評価損 458 －

減損損失 － 76

その他 25 73

特別損失合計 785 437

税金等調整前四半期純利益 11,195 16,271

法人税、住民税及び事業税 3,308 6,049

法人税等調整額 1,483 537

法人税等合計 4,791 6,587

少数株主利益 26 12

四半期純利益 6,377 9,672
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 11,195 16,271

減価償却費 7,858 6,574

のれん償却額 343 381

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,967 △1,759

退職給付引当金の増減額（△は減少） △530 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △144

受取利息及び受取配当金 △113 △43

持分法による投資損益（△は益） △167 △13

支払利息 29 18

投資有価証券評価損益（△は益） 458 －

固定資産除却損 298 287

売上債権の増減額（△は増加） △593 △2,827

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,077 △452

仕入債務の増減額（△は減少） △760 △100

その他の流動負債の増減額（△は減少） 141 1,385

その他 523 △27

小計 15,604 19,571

利息及び配当金の受取額 145 461

利息の支払額 △28 △19

法人税等の支払額 △7,549 △5,589

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,172 14,423

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 630

有形固定資産の取得による支出 △3,155 △2,694

無形固定資産の取得による支出 △1,727 △696

投資有価証券の売却による収入 661 －

子会社株式の取得による支出 － △444

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に対す
る前期未払い分の支払いによる支出

△128 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△1,300 △1,644

その他 △15 124

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,665 △4,726

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △999 △1,000

株式の発行による収入 － 4

自己株式の取得による支出 △3,783 －

配当金の支払額 △2,828 △3,187

その他 △20 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,631 △4,354

現金及び現金同等物に係る換算差額 △77 △106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,202 5,235

現金及び現金同等物の期首残高 23,501 27,425

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,299 32,661
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

    （注）事業区分の方法 

   事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

 の記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 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）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

  
臨床検査 
薬事業 

（百万円） 

受託臨床
検査事業 
（百万円） 

その他
の事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  24,762  69,128  16,569  110,460  －  110,460

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 2,342  1,608  91  4,042  (4,042)  －

計  27,104  70,737  16,661  114,503  (4,042)  110,460

営業利益  4,439  5,117  1,753  11,310  113  11,424

  
臨床検査 
薬事業 

（百万円） 

受託臨床
検査事業 
（百万円） 

その他
の事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  25,414  69,207  18,221  112,843  －  112,843

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 2,145  1,490  71  3,707  (3,707)  －

計  27,559  70,698  18,292  116,550  (3,707)  112,843

営業利益  6,848  7,004  2,130  15,983  29  16,012

事業区分 主要役務又は商品

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売 

受託臨床検査事業 特殊臨床検査、一般臨床検査、医科学分析、病院検査室の運営 

その他の事業 
食品衛生検査、環境検査、健康商品・感染防止商品の販売、医療器具等の滅

菌サ－ビス、治験支援、診療所開設・運営支援、介護用品のレンタル 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

（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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