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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注）平成21年12月期第１四半期につきましては、連結財務諸表を作成し、財務諸表を作成していないため、記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 2,118 ― 316 ― 315 ― 165 ―

21年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第1四半期 26.48 ―

21年12月期第1四半期 ― ―

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12月期第1四半期 6,690 3,231 48.3 516.53
21年12月期 6,518 3,125 47.9 499.51

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  3,231百万円 21年12月期  3,125百万円

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12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

3,810 7.6 274 △17.4 261 △18.8 143 6.5 22.94

通期 7,800 8.9 427 30.2 400 33.2 220 △52.1 35.16
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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12月期第1四半期 6,257,900株 21年12月期  6,257,900株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  800株 21年12月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 6,257,100株 21年12月期第1四半期 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 

本資料に記載されている業績見通しなど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およ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。 
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当第１四半期会計期間における我が国の経済は、新興国の需要拡大に対応した設備投資の増加や雇用環境の改善、

エコポイント制度等の政策の下支えを背景に景気の持ち直し基調が表れてきましたが、本格的な景気回復には至ら

ず、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

医療業界におきましては、少子高齢化社会が進み、医療費・社会保障費の増大、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中、特定健康診査・特定保健指導制度による予防医療への具体的な取り組み

が開始され、周知されつつあります。また、平成22年度の診療報酬改定は10年ぶりにネットプラス改定となり、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、医療事故対策など、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ます。このような状況の下におきまして、当社は、病

院の検査室を中心にリエンジニアリングを積極的にサポートしてまいりました。 

なお、当社は経営資源の集約化及び効率的な人員配置を行い、事業基盤の拡大・競争力向上につなげていくことを

目的として、平成21年７月１日付で子会社であった株式会社アットウィルを吸収合併し、連結会社から非連結会社へ

と移行しております。従って、当第１四半期会計期間の経営成績につきましては、従前の株式会社アットウィルの事

業分が加算されております。  

その結果、当第１四半期会計期間の売上高は、臨床検査情報システムの販売が順調に推移し、 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採算性向上により売上原価率が改善しました。ま

た、販売費及び一般管理費において主に前年度に実施した研究開発人員配置の効率化等により、営業利益は

千円、経常利益は 千円、四半期純利益は 千円となりました。 

前年同四半期については、四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、前年同期比は記

載しておりません。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ172,177千円増加し、6,690,732千円となりまし

た。流動資産は、同163,934千円の増加、固定資産は同8,243千円の増加となりました。流動資産の増加の主な要因

は、受取手形及び売掛金が240,334千円増加した一方、現金及び預金が38,885千円減少したことによるものです。固

定資産の増加の主な要因は、無形固定資産が7,968千円増加したことによるものです。  

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末と比べ65,730千円増加し、3,458,779千円となりました。

流動負債は、同85,702千円の増加、固定負債は同19,972千円の減少となりました。流動負債の増加の主な要因は、短

期借入金が100,000千円増加した一方、支払手形及び買掛金が56,980千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20,000千円減少したことによるものです。  

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末と比べ106,447千円増加し、3,231,952千円となりまし

た。純資産増加の要因は、利益剰余金が103,140千円、その他有価証券評価差額金が3,306千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１四半期会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38,884千円

減少し、当第１四半期会計期間末には501,533千円となりました。当第１四半期会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、38,509千円となりました。これは主に税引前四半期純利益を300,710千円計上し

た一方、売上債権が240,333千円増加し、仕入債務が56,979千円減少したこと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、94,823千円となりました。これは主に臨床検査試薬の増産のための機械設備の取

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） 

財務活動の結果取得した資金は、17,429千円となりました。これは長短借入金が80,000千円純増した一方、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

2,118,590

316,689

315,624 165,711

２．財政状態に関する定性的情報
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  平成22年12月期の業績予想につきましては、当第１四半期における業績が概ね堅調に計画の範囲内で推移している

ことから前回（平成22年２月10日発表「平成21年12月期決算短信（非連結）」に記載）の業績予想から変更はござい

ません。 

  

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１四半期会計期間を含む会計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。 

 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。   

  

 該当事項はありません。  

  

  

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１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 547,533 586,418

受取手形及び売掛金 3,158,516 2,918,182

商品及び製品 254,952 292,125

仕掛品 243,170 276,240

原材料及び貯蔵品 363,780 320,130

その他 169,073 179,704

貸倒引当金 △3,474 △3,185

流動資産合計 4,733,551 4,569,617

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 621,120 637,266

その他（純額） 674,159 656,118

有形固定資産合計 1,295,280 1,293,385

無形固定資産 38,740 30,772

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 285,921 287,182

その他 367,810 374,549

貸倒引当金 △30,571 △36,951

投資その他の資産合計 623,160 624,780

固定資産合計 1,957,181 1,948,938

資産合計 6,690,732 6,518,555

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 663,843 720,823

短期借入金 1,600,000 1,500,000

未払法人税等 141,651 142,740

製品保証引当金 93,241 89,461

賞与引当金 36,516 4,712

その他 482,098 473,910

流動負債合計 3,017,350 2,931,648

固定負債   

長期借入金 350,000 370,000

その他 91,429 91,401

固定負債合計 441,429 461,401

負債合計 3,458,779 3,393,049
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 2,108,008 2,004,867

自己株式 △405 △405

株主資本合計 3,239,762 3,136,622

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,809 △11,116

評価・換算差額等合計 △7,809 △11,116

純資産合計 3,231,952 3,125,505

負債純資産合計 6,690,732 6,518,555
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,118,590

売上原価 1,016,433

売上総利益 1,102,157

販売費及び一般管理費 785,468

営業利益 316,689

営業外収益  

受取利息 14

投資不動産賃貸料 2,998

業務受託料 2,985

その他 1,393

営業外収益合計 7,391

営業外費用  

支払利息 6,071

投資不動産賃貸費用 2,035

その他 349

営業外費用合計 8,457

経常利益 315,624

特別損失  

本社移転費用 14,913

特別損失合計 14,913

税引前四半期純利益 300,710

法人税等 134,999

四半期純利益 165,711
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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１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 300,710

減価償却費 44,705

本社移転費用 14,913

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,090

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,803

製品保証引当金の増減額（△は減少） 3,780

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 6,071

売上債権の増減額（△は増加） △240,333

たな卸資産の増減額（△は増加） 26,593

仕入債務の増減額（△は減少） △56,979

その他の流動資産の増減額（△は増加） 10,631

その他の流動負債の増減額（△は減少） 30,218

その他 6,465

小計 172,475

利息及び配当金の受取額 14

利息の支払額 △3,773

法人税等の支払額 △130,206

営業活動によるキャッシュ・フロー 38,509

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 △98,489

その他 3,666

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,823

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 1,100,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △20,000

配当金の支払額 △62,571

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,429

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,884

現金及び現金同等物の期首残高 540,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 501,533
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 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。当社業績の継続性を表すため、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。 

  

 四半期連結損益計算書  

（第１四半期連結累計期間）  

                         （単位：千円）  

  

  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成21年１月１日  

至 平成21年３月31日） 

売上高    1,990,104

売上原価    1,027,164

売上総利益    962,940

販売費及び一般管理費    810,489

営業利益    152,450

営業外収益    

 受取利息    203

 投資不動産賃貸料    2,998

 その他    1,355

 営業外収益合計    4,557

営業外費用    

 支払利息     6,559

 その他    4,000

 営業外費用合計    10,560

経常利益   146,448

特別損失    

 製品保証引当金繰入額    90,567

 特別損失合計      90,567

税金等調整前四半期純利益    55,881

法人税等    25,604

四半期純利益   30,276
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