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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 60,396 2.2 5,531 16.4 5,694 15.3 2,981 15.0
21年3月期第3四半期 59,067 ― 4,750 ― 4,938 ― 2,593 ―

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 140.48 140.19
21年3月期第3四半期 122.20 122.00

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 66,198 43,881 65.2 2,032.00
21年3月期 62,809 41,482 65.0 1,924.01

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  43,131百万円 21年3月期  40,835百万円

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 ― 12.50 ― 17.50 30.00
22年3月期 ― 15.00 ―

22年3月期 
（予想）

15.00 30.00

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 79,300 2.7 6,280 12.3 6,500 11.2 3,250 5.7 153.12
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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、3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） 

[(注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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予想並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき、当社で判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含ま
れています。そのため実際の業績は、様々な要因の変化によって予想数値とは異なる場合がありうることをご承知おき下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

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 22,007,363株 21年3月期  22,007,363株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  781,044株 21年3月期  783,464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 21,225,115株 21年3月期第3四半期 21,223,979株
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医療業界においては、国民医療費が高齢化の進行や医療技術の進歩を背景に過去最高を更新する中で、

医療の質の向上や効率化に向けた各種制度改革が実施されています。 

当期の受託臨床検査業界は、２年毎に実施されている診療報酬改定の年度に当たらず、検体検査に係る保

険点数（公定価格）の引き下げがなかったことから、受託価格は小幅の下落に留まっています。一方、平

成20年4月に始まった特定健診については、受診率が目標を大きく下回り、今後も先行きは不透明な状況

です。 

 こうした環境の下、当社グループは、臨床検査事業については、引き続きクリニック市場の開拓を図る

と共に、大型施設へのFMS/ブランチラボ方式（検査機器・システムなどの賃貸と運営支援/院内検査室の

運営受託）による提案営業により、事業基盤の拡大を図りました。当第3四半期（3ヶ月）においては、新

型インフルエンザの感染拡大等により他疾患の患者が受診控えする傾向が見られ、検査数量が伸び悩みま

したが、第3四半期累計（9ヶ月）での検査数量は堅調に推移し、同事業の売上高は前年同期比2.7％増加

しました。利益面においても、増収と数量効果や経費抑制により、営業利益が大幅に増加しました。ま

た、前期にBML総合研究所にて完成した自動分注の新システム（新フロンティア）の本格稼働により、一

部検査項目で結果報告時間の短縮化を図ることができました。 

 その他検査事業については、食品衛生事業を営む㈱BMLフード・サイエンスが、景気悪化によるクライ

アント企業の経費絞込みの影響等により、食品衛生コンサルティングを中心に受託が減少し、損益面でも

大幅な減益となりました。なお、平成20年9月に買収した食品衛生事業を営む㈱キュー・アンド・シーが

連結対象子会社に加わったため、事業部門全体の売上高では、前期比ほぼ横ばいとなっています。 

 医療情報システム事業については、診療所版電子カルテ「メディカルステーション」の販促活動に関し

て、組織改編により臨床検査事業と医療情報システム事業が一体となった営業活動を展開しました。売上

高については、前年同期に比べリプレース対象施設が減少したことによるリプレース関連の売上が減少す

る一方で、レセプト電算化に対して補助金の交付が決定されたことから、対応ソフトウェアの販売が好調

となり、全体としては微減収に留まりました。また、同事業の損益については、前期からの黒字基調を維

持しています。 

 その他事業については、SMO※/CRO※ 事業を営む㈱アレグロが、前期の落ち込み後回復が鈍く、受託

が低調に推移し、減収減益となりました。 

 これらの結果、当第3四半期連結累計期間の業績は、売上高60,396百万円（前年同期比2.2％増）、営業

利益5,531百万円（前年同期比16.4％増）、経常利益5,694百万円（前年同期比15.3％増）、四半期純利益

2,981百万円（前年同期比15.0％増）となりました。 

  

※SMO：特定の医療機関（治験実施施設）と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関をいう。 

※CRO：医薬品の開発において、製薬メーカーが行なう治験に関わる様々な業務の全て又は一部を代行・支援する機関

をいう。 

  

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第3四半期連結会計期間末の財政状態は、総資産66,198百万円（前期末比3,389百万円増）、純資産

43,881百万円（前期末比2,399百万円増）、自己資本比率65.2％（前期末比0.2%増）となっています。主

な増減項目は、資産の部では、流動資産で現金及び預金が3,142百万円の増加、負債の部では、流動負債

で短期借入金が995百万円増加しています。純資産の部では、利益剰余金が2,287百万円増加しています。
  

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第3四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ3,839百万円増加し、15,165百万円

となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、6,262百万円の資金収入（前年同期比1,277百万円増）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益が650百万円増加したことや減価償却費が577百万円増加し

たことなどによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、2,568百万円の資金支出（前年同期比2,119百万円減）となりま

した。これは主に、検査機器の購入などの有形固定資産の取得による支出が1,197百万円、無形固定資産

の取得による支出が480百万円それぞれ減少したことなどによるものです。 

・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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財務活動によるキャッシュ・フローは、145百万円の資金収入（前年同期は964百万円の支出）となりま

した。これは主に、当期に短期借入金が995百万円増加したことなどによるものです。 

  

  
通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月12日の公表数値を修正しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

 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。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 
システム開発の請負に係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期

間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した請負契約から、当第３四半期連結会計期間末まで

の進捗部分について成果の確実性が認められる請負については工事進行基準（進捗率の見積りは原価

比例法）を、その他の請負については検収基準を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
  

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
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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：千円）

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 15,172,086 12,029,899

受取手形及び売掛金 14,565,841 13,968,896

有価証券 700,000 －

商品及び製品 125,671 154,543

仕掛品 314,350 394,830

原材料及び貯蔵品 1,109,798 985,117

その他 1,317,688 1,677,157

貸倒引当金 △66,601 △65,867

流動資産合計 33,238,834 29,144,577

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,711,586 10,150,754

土地 10,805,839 10,727,959

その他（純額） 5,318,856 5,464,576

有形固定資産合計 25,836,283 26,343,289

無形固定資産   

その他 3,218,377 3,540,853

無形固定資産合計 3,218,377 3,540,853

投資その他の資産   

その他 3,980,191 3,852,081

貸倒引当金 △75,040 △71,261

投資その他の資産合計 3,905,151 3,780,819

固定資産合計 32,959,812 33,664,963

資産合計 66,198,646 62,809,540
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（単位：千円）

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 8,913,281 8,543,535

短期借入金 1,946,500 951,500

未払法人税等 893,342 1,548,799

その他 5,611,320 5,617,946

流動負債合計 17,364,445 16,661,782

固定負債   

退職給付引当金 3,364,337 3,123,460

役員退職慰労引当金 166,678 132,373

その他 1,421,405 1,409,789

固定負債合計 4,952,421 4,665,622

負債合計 22,316,866 21,327,404

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,045,586 6,045,586

資本剰余金 6,646,998 6,647,010

利益剰余金 31,641,305 29,353,522

自己株式 △1,264,969 △1,268,830

株主資本合計 43,068,920 40,777,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62,991 57,775

評価・換算差額等合計 62,991 57,775

新株予約権 56,035 39,963

少数株主持分 693,831 607,109

純資産合計 43,881,779 41,482,135

負債純資産合計 66,198,646 62,809,540
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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：千円）

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 59,067,183 60,396,028

売上原価 36,961,351 37,743,100

売上総利益 22,105,832 22,652,928

販売費及び一般管理費 17,355,136 17,121,858

営業利益 4,750,695 5,531,070

営業外収益   

不動産賃貸料 38,711 37,013

その他 194,250 173,579

営業外収益合計 232,961 210,593

営業外費用   

支払利息 15,527 26,026

不動産賃貸原価 19,086 14,025

その他 10,214 6,724

営業外費用合計 44,828 46,775

経常利益 4,938,828 5,694,887

特別利益   

固定資産売却益 3,653 －

貸倒引当金戻入額 8,900 －

受取保険金 － 20,325

その他 4,673 4,924

特別利益合計 17,227 25,249

特別損失   

固定資産除却損 73,008 160,764

減損損失 58,728 －

その他 30,254 115,164

特別損失合計 161,991 275,928

税金等調整前四半期純利益 4,794,064 5,444,208

法人税、住民税及び事業税 1,783,555 2,038,610

法人税等調整額 301,447 311,198

法人税等合計 2,085,003 2,349,808

少数株主利益 115,393 112,769

四半期純利益 2,593,667 2,981,630
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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 4,794,064 5,444,208

減価償却費 2,586,071 3,163,868

減損損失 58,728 －

のれん償却額 216,307 172,726

退職給付引当金の増減額（△は減少） 124,317 240,877

支払利息 15,527 26,026

固定資産除却損 73,008 160,764

売上債権の増減額（△は増加） △1,046,259 △596,945

たな卸資産の増減額（△は増加） 208,675 △15,328

仕入債務の増減額（△は減少） 714,401 369,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 111,885 296,014

その他 △795,878 △434,012

小計 7,060,851 8,827,944

利息の支払額 △15,153 △25,642

法人税等の支払額 △2,270,522 △2,691,832

その他の収入 210,416 152,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,985,592 6,262,655

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 △3,139,969 △1,942,011

無形固定資産の取得による支出 △922,821 △442,064

投資有価証券の取得による支出 △407,862 △189,437

関係会社株式の取得による支出 △191,667 －

子会社株式の取得による支出 － △44,332

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△47,097 －

貸付金の回収による収入 24,748 －

その他 △4,008 49,084

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,688,678 △2,568,761

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 55,000 －

短期借入金の返済による支出 △101,205 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 995,000

長期借入金の返済による支出 △328,400 －

配当金の支払額 △583,658 △689,813

リース債務の返済による支出 － △133,152

その他 △6,546 △26,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △964,810 145,733

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △667,896 3,839,628

現金及び現金同等物の期首残高 11,785,906 11,325,911

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,118,009 15,165,539
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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）  

該当事項はありません。 

  

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）  

該当事項はありません。 

  

  

 販売の状況 

 
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。 

  
  

  

(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

6. その他の情報

検査区分

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) 増減率(％)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

検査事業 臨床検査事業

 生化学的検査 24,225,813 41.0 25,146,011 41.6 3.8

 血液学的検査 4,894,999 8.3 4,995,276 8.3 2.1

 免疫学的検査 11,910,979 20.2 11,835,793 19.6 △0.6

 微生物学的検査 3,237,007 5.5 3,319,455 5.5 2.6

 病理学的検査 3,965,933 6.7 4,116,368 6.8 3.8

 その他検査 5,270,935 8.9 5,551,367 9.2 5.3

その他検査事業 2,508,446 4.2 2,485,310 4.1 △0.9

検査事業小計 56,014,116 94.8 57,449,583 95.1 2.6

医療情報システム事業 2,699,970 4.6 2,666,531 4.4 △1.2

その他事業 353,096 0.6 279,913 0.5 △20.8

合計 59,067,183 100.0 60,396,028 100.0 2.2
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