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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 6,093 3.5 479 51.9 322 138.6 266 ―

21年3月期 5,885 9.8 315 207.6 135 ― △1,982 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 15.55 ― 6.4 3.9 7.9
21年3月期 △114.77 ― △38.7 1.5 5.4

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △60百万円 21年3月期  △32百万円

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 8,246 4,406 52.7 253.16
21年3月期 8,321 4,109 48.7 236.34

（参考） 自己資本   22年3月期  4,342百万円 21年3月期  4,054百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 629 △226 △452 1,895
21年3月期 737 △1,312 818 1,973

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00 68 25.7 1.6

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 4.00 4.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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 
連結累計期間

3,143 10.6 18 △82.7 △35 ― △105 ― △6.14

通期 6,800 11.6 580 21.0 475 47.3 340 27.8 19.86



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 0社 （社名 ） 除外 0社 （社名 ）

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 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  201,934株 21年3月期  201,034株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 5,208 1.3 445 89.1 391 48.5 372 ―

21年3月期 5,141 6.4 235 103.7 263 111.8 △2,761 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 21.73 ―

21年3月期 △159.83 ―

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 8,100 4,473 54.7 258.23
21年3月期 7,989 4,059 50.3 234.05

（参考） 自己資本 22年3月期  4,429百万円 21年3月期  4,014百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した業績の予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおりま
す。実際の業績等は、経済情勢、市場動向などの変化により、予想と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、3ページの「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧くだ
さい。 

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

2,631 12.0 26 △72.9 △13 ― △18 ― △1.10

通期 5,747 10.4 500 12.4 420 7.6 410 10.0 23.90



（1）経営成績に関する分析    

① 当期の概況  

当期の連結業績は、下表のとおり増収、増益となりました。  

  

［売上高］  

当期の売上高は前期から2億7百万円（3.5％）増収の60億93百万円となりました。  

セグメント別の詳細は後述いたしますが、主な要因として以下のようなものがあります。  

(ア)2009年3月期期中に買収した米国BION社の売上が、当期はフルに1年間寄与したことで、米国子会社MBL 

International Corporationの売上高が2億63百万円増加しました。  

(イ)臨床検査薬及び研究用試薬周辺事業の売上高が前期から2億16百万円増収となり、2009年12月に米国ベクトン・デ

ィッキンソン アンド カンパニー（BD）社のトライパス製品に関する販売契約が解消したことにより2億90百万円

の減収となった細胞診関連分野の約4分の3をカバーしました。 

  

［営業利益］  

当期の営業利益は前期から1億63百万円（51.9％）増益の4億79百万円となりました。  

当社を除くグループ企業の合計営業利益は減益となりましたが、当社において製造原価率の低下などにより2億9百万円

の増益となったことが貢献しました。  

また、前期に比較して売上原価率が2.0％低下（改善）した結果、売上総利益は2億52百万円（6.9％）増益の39億7百万

円となりました。  

研究開発費は前期の10億89百万円から1.4％増加の11億4百万円となり、これを含む当期の販売費及び一般管理費は前期

から2.7％増加の34億27百万円となりました。  

 

［経常利益］  

当期の経常利益は前期から1億87百万円（138.6％）増益の3億22百万円となりました。  

当社において1億27百万円の増益となったことが主な要因であります。  

 

［当期純利益］  

当期純利益は2億66百万円となりました。  

 

② 事業の種類別セグメント  

（臨床検査薬及び研究用試薬周辺事業）  

当期における臨床検査薬及び研究用試薬周辺事業の売上高は前期から2億16百万円（3.7％）増収の60億50百万円、営業

利益は1億71百万円（57.8％）増益の4億68百万円となりました。  

国内における臨床検査薬の売上高は、新型インフルエンザの感染拡大が注目を集めるようになった秋口以降やや頭打ち

傾向が見られたものの、 終的に前期から4億53百万円（13.6％）増収の37億90百万円となりました。主力の自己免疫

疾患検査試薬の売上が、リウマチ検査薬の抗CCP抗体検査試薬の伸長などで前期比14.5％増の28億80百万円となったこ

と、腫瘍マーカー分野の売上高が抗p53抗体検査試薬の大幅伸長により前期比32.3％増の3億99百万円となったことなど

が貢献しました。  

基礎研究用試薬では、輸出比率の高いキット製品が円高の影響で前期比二桁のマイナスとなりましたが、グループ企業

の技術力を活用した総合受託サービスが大幅伸長したほか、注力分野のテトラマー製品が続伸し、全体で前期より1億

16百万円（7.6％）増収の16億64百万円となりました。  

細胞診関連分野では生殖医療研究用試薬や子宮頸部細胞採取ブラシなどが好調に推移したものの、2008年12月のBD社と

の販売契約解消後に自社開発した液状処理細胞診試薬（TACAS）が売上に貢献するに至らず、前期より2億90百万円

（81.6％）減収の65百万円にとどまりました。  

製造受託は全般に堅調に推移し、前期より41百万円（12.2％）増収の3億85百万円となりました。  

 

１．経営成績

  前期（百万円） 当期（百万円） 前期比（％）

売上高 5,885 6,093  103.5

営業利益 315 479  151.9

経常利益 135 322  238.6

当期純利益 △ 1,982 266 － 



（投資関連事業）  

当期における投資関連事業売上高は、前期から9百万円（17.1％）減収の43百万円、営業利益は7百万円（41.3％）減益

の11百万円となりました。  

 

③ 所在地別セグメント  

（日本）  

当期における日本国内売上高は、前期から49百万円（0.9％）減収の53億24百万円、営業利益は1億26百万円（61.7％）

増益の3億30百万円となりました。  

 

（北米）  

当期における北米売上高は、前期から2億63百万円（33.7％）増収の10億44百万円、営業利益は45百万円（49.4％）増

益の1億37百万円となりました。  

 

（その他）  

当期におけるその他地域売上高は、前期から15百万円（15.8％）増収の1億16百万円、営業利益は7百万円（40.1％）減

益の11百万円となりました。  

  

④ 研究開発について  

当社グループは新規の臨床検査薬、基礎研究用試薬の開発に加え、治療薬分野の研究開発活動を行ってきております。

当期における研究開発の進展状況は以下のとおりです。  

(ア)臨床検査薬  

・全身性強皮症の新しい検査薬である抗RNAポリメラーゼⅢ抗体検査試薬が2009年12月17日に体外診断用医薬品として

製造承認を取得しました。本製品は保険適用を待って発売予定であり、売上への貢献は来期以降となる見込みです。 

・承認申請中の項目として、化学発光法並びにイムノクロマト法による抗CCP抗体検査試薬、血清中フリーライトチェ

ーン測定試薬（多発性骨髄腫の診断、The Binding Site社（英国）が開発）があります。これらについて早期に承認

を得られるよう作業を進めております。  

・新規項目として、名古屋大学、中部TLOと特許実施許諾契約を締結した急性腎障害バイオマーカーを用いた診断薬、

動脈硬化に直接関与する酸化LDLの測定試薬などの開発を行っております。  

・がん関連の検査薬では、大腸がんにおいて抗がん医薬の薬効に関与するKRAS遺伝子変異を検出するための試薬や、新

しいがん自己抗体測定試薬の開発を行っております。  

  

(イ)基礎研究用試薬  

・当期開始早々（2009年4月）、創薬のターゲット候補検索ツールとして米国リボノミクス社が開発したRIP解析キット

を発売しましたが、その後も本製品でRNAの研究を行うために必要なRNA結合蛋白に対する抗体の開発及び、RIP関連

製品を用いた実証例の構築を行いました。  

・細胞内⇔細胞外の物質輸送の役割を担うトランスポーターは、薬剤の吸収、代謝、排泄に関与するとして創薬の観点

から注目されています。当期はSLCトランスポーターに対する研究用の抗体を80種類以上作製し発売いたしました。 

  

(ウ)細胞診関連製品  

・2009年4月から国産初の子宮頸がん等の液状処理細胞診標本作製システムTACAS（タクアス）の販売を開始しました。

また、品質向上のための製品改良を行いました。  

・2010年1月、子宮頸がん、食道がんなど多数の疾患の発症に関与するとされる、ヒトパピローマウイルス（HPV）の遺

伝子タイピング試薬を開発し発売しました（研究用試薬）。  

  

(エ)抗体作製技術開発  

抗体開発は当社グループのコア技術であり、常にその革新に取組んでおります。  

・奥羽大学と共同開発した新規のヒト・リンパ球融合パートナー細胞（SPYMEG）を用いて、季節性のA型インフルエン

ザウイルス中和活性を有する完全ヒト抗体の作製に成功しました。  

・人工リンパ節技術を有効活用し、作製が困難な複数回膜貫通蛋白質に対する抗体を取得すべく、免疫原性増強、ドナ

ーマウスの改良などを行っています。  

・がんやウイルス感染症に対する治療用抗体の効果を高めるために、抗体依存性細胞障害活性を向上させるための研究

を継続的に行っております。  

  



(オ)治療用抗体の開発  

・がん治療用抗体のもっとも有望なターゲットであるEGFファミリーやEGFRファミリーに対する多種類の抗体を作製

し、治療用抗体としての性能を研究しております。  

   

⑤ 次期（2011年3月期）の見通し  

次期の連結業績の見通しは以下のとおりです。  

  

〔売上高〕  

臨床検査薬分野においては競合の激化による販売単価の下落といったマイナス要因があるものの、期初に発売が予定さ

れている抗RNAポリメラーゼⅢ抗体測定試薬をはじめ、期中に製造承認、保険適用が期待される7項目の新製品の貢献が

見込まれています。  

基礎研究用試薬では、関連製品が充実してきたRIP解析キットの拡販、総合受託サービスによる高付加価値受託の推

進、MHCテトラマーのペプチドワクチン評価系対応などを軸に売上の伸長を図ります。  

細胞診分野では、高品質に改良された液状細胞診標本作製システム（TACAS）の採用施設を増加させることに注力いた

します。  

受託製造では、新規案件の獲得による売上増をテーマとしております。  

  

［営業利益・経常利益・当期純利益］ 

売上高の増加に伴い、増益を見込んでおります。  

  

［見通しに関する注意事項］ 

本業績見通しは、現時点で入手可能な情報に基づくものですが、事業環境等の変化により、当社業績に重大な影響が生

じると判断した場合には、適宜ご報告いたします。  

  

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当期末における総資産は82億46百万円となり、前期末に比較し、74百万円減少いたしました。流動資産は53億65百万円

となり、前期末より59百万円減少いたしました。主な要因は、たな卸資産の減少（22百万円）、有価証券の減少（20百

万円）によるものであります。固定資産は28億81百万円となり、前期末より14百万円減少いたしました。これは、有形

固定資産の増加27百万円、無形固定資産の増加42百万円はあったものの、投資有価証券の1億36百万円の減少に伴う投

資その他の資産が減少（85百万円）したためであります。 

当期末における負債の額は38億40百万円となり、前期末に比較し、3億71百万円減少いたしました。主な要因は、借入

金の返済による短期借入金の減少（1億69百万円）、長期借入金の減少（2億86百万円）によるものであります。 

当期末における純資産の額は44億6百万円となり、前期末に比較し、2億97百万円増加いたしました。これは、主に、当

期純利益（2億66百万円）の計上によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、18億95百万円（前期は19億73百万

円）となり、前期末と比較し78百万円減少いたしました。 

当期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。 

  

  金額（百万円） 前期比（％） 

売上高 6,800 111.6  

営業利益 580  121.0

経常利益 475  147.3

当期純利益 340  127.8



 （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、6億29百万円（前期は7億37百万円）となりました。 

これは主に、売上債権の増加1億33百万円（前期は90百万円減少）はあったものの、税金等調整前当期純利益3億38百万

円（前期は18億36百万円の純損失）、減価償却費2億76百万円の計上（前期は4億1百万円）、為替差損82百万円（前期

は90百万円）、仕入債務の増加68百万円（前期は13百万円減少）等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） 

投資活動の結果使用した資金は、2億26百万円（前期は13億12百万円）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1億97百万円（前期は18百万円）はあったものの、有形固定資産の取得に

よる支出1億55百万円（前期は1億8百万円）、無形固定資産の取得による支出1億48百万円（前期は67百万円）、関係会

社株式・出資金の取得による支出69百万円（前期は6億42百万円）、貸付けによる支出1億円（前期は1億58百万円）等

によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果支出された資金は4億52百万円（前期は8億18百万円調達）となりました。 

これは主に、長期借入による収入5億59百万円（前期は17億円）はあったものの、長期借入金の返済による支出8億57百

万円（前期は7億18百万円）、短期借入金の純減額1億58百万円（前期は52百万円）があったためであります。  

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお 

ります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と 

しております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当  

当社は、株主への利益還元を 重要課題として事業経営を行っており、株主各位に対して配当の維持及び適正な利益還

元を実施していく所存であります。  

内部資金につきましては、企業価値の持続的向上に向け、製品開発を中心とした戦略的投資に活用し、キャッシュイン

の 大化を目指します。  

当期の期末配当につきましては、1株当たり4円を予定させていただきます。また、次期配当につきましても1株当たり

年間4円を予定しております。  

  

（4）事業等のリスク  

当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを以下に記載します。本項目に含ま

れる将来に関する事項は、当期末現在において当社グループが判断したものです。  

① 他企業による革新的技術開発のリスク  

当社グループは、各企業が持つコア技術を活用し、バイオ分野での事業展開を行っております。これらの技術は有用性

が高いと判断しておりますが、他企業においてより革新的な技術が開発され、当社グループの技術力の一部が競争力を

失う可能性もあります。  

  平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率（％）  67.9  72.0  67.9  48.7  52.7

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 134.1  79.8  52.8  37.1  78.0

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
 4.1  3.2  4.2  4.8  5.0

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
 40.7  29.9  23.4  14.6  12.9



② 薬事法による規制について  

当社グループは、薬事法上の医薬品に該当する臨床検査薬の製造・販売並びに輸出入を行うに当たり、薬事法の規制を

受け、厚生労働大臣及び所轄都道府県知事の許可、登録及び免許が必要であります。このため、規制の改正等により事

業展開に影響が出る場合があります。  

③ 医療制度改革について  

当社グループは、現状において、臨床検査薬の売上のウエートが高くなっております。国内においては、急速な少子高

齢化が進むなか医療保険制度改革が実行され、その一環として医療費抑制策が実施されています。医療制度改革の方向

性によって、臨床検査薬分野の業績に影響を受ける可能性があります。  

④ 知的所有権  

当社グループは研究開発活動、製品製造活動上様々な知的所有権を使用しており、それらは当社グループ所有のものと

他社より適法に使用許諾されたものを使用していると認識しておりますが、当社グループの認識外で第三者の知的所有

権を侵害する可能性があります。現在、侵害訴訟等を提訴された事実はありませんが、知的財産権を廻っての係争が発

生した場合、事業戦略に影響を受ける可能性があります。  

⑤ 為替相場の変動による影響について  

当社グループは、外貨による輸出・輸入取引を行っております。そのため、為替相場の変動をヘッジする方策を採用し

ておりますが、そのリスクを完全に排除することは不可能であり、業績に影響を受ける可能性があります。  

⑥ 海外からの導入商品について  

当社グループが販売している海外からの導入商品については、導入元の経営方針の変更、他企業による買収、倒産など

よる導入条件の変更、販売権の移動・消失といったリスクがあります。  



当社グループは株式会社医学生物学研究所（以下「当社」という）と子会社8社・1組合並びに関連会社4社・4組合で構

成されており、臨床検査薬や基礎研究用試薬の研究・開発並びに製造、販売を主な事業としているほか、これらに関連

する各種機器、器具の販売も行っております。子会社及び関連会社においては遺伝子検査薬及び新しい抗体作製技術の

開発、薬剤スクリーニング測定系の研究開発、高分子素材に関する研究等のほかに、バイオ関連企業への投資や技術提

携の斡旋等を行っております。 

事業の内容と当社及び子会社、関連会社の当該事業における位置付け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） 

国内企業： 

・当社：自己免疫疾患検査薬を中心とした臨床検査薬や免疫学、分子生物学、細胞生物学等の研究に用いられる基礎研

究用試薬を開発・製造し、海外及び国内代理店を通じて、医療機関、臨床検査センター、研究機関へ販売しておりま

す。また海外企業から導入した臨床検査薬、基礎研究用試薬の国内販売も行っております。  

・株式会社サイクレックス（子会社）：細胞周期制御に係る酵素の高効率的活性測定系の開発・製造、新規医薬品候補

物質の探索支援試薬の開発・製造、並びに国内外の製薬企業より新規薬剤探索の受託、リン酸化モノクローナル抗体

の作製受託を行っております。 

・株式会社抗体研究所（子会社）：新しい抗体作製技術の研究開発及び治療用抗体の研究開発を行っております。 

・Amalgaam有限会社（子会社）：新規蛍光蛋白質の探索及び開発、蛋白質間相互作用の解析技術研究（蛍光イメージン

グ）並びに医薬品候補化合物の開発支援受託を行っております。 

・G&Gサイエンス株式会社（子会社）：遺伝子解析技術を活かした、食の安全・安心ビジネスと生活習慣病等の予知予

防医療支援ビジネスを行っております。 

・クォルセイバー有限責任事業組合（非連結子会社）：ヒト遺伝子のSNPs（一塩基多型）と生活習慣病の発症リスクを

統計学的データに基づいて解析し、発病予防、抑制のための生活指導情報を提供しております。  

・株式会社GEL-Design（関連会社）：新たな機能性高分子素材・樹脂の研究、開発を通じて、バイオ分野や生活用品分

野などで新しい用途開発を行っております。 

・株式会社クロモリサーチ（関連会社）：人工染色体に関する研究開発及び人工染色体創生研究受託を行っておりま

す。 

・株式会社グライエンス（関連会社）：糖鎖科学技術を利用した医薬品、診断薬、研究試薬の開発及び糖鎖解析の受託

事業を行っております。 

・株式会社ティーセルテクノロジーズ（関連会社）：細胞傷害性T細胞（CTL）を中心とした免疫細胞療法の開発と、そ

の事業化を目指しています。 

  海外企業： 

・MBL International Corporation（子会社）：免疫学、分子生物学、細胞生物学分野を中心として、当社製品及び自

社で仕入れた基礎研究用試薬及び臨床検査薬を米国、欧州、並びにアジア市場に対して販売を行っております。 

・BION Enterprises Ltd.（子会社）：自己免疫疾患検査薬、感染症検査薬など体外診断用医薬品の製造及び北米、南

米、欧州を主要市場とした販売を行っております。  

・北京博尓邁生物技術有限公司（子会社）：抗体及び臨床検査薬の製造、並びに当社グループ製品及び自社で開発した

基礎研究用試薬、臨床検査薬の中国市場に対する販売を行っております。 

  

（投資関連事業） 

国内企業：  

・エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社（子会社）： 投資事業組合の設立運営と国内外のライフサイエンス関

連分野のベンチャー企業への投資、経営コンサルティングを行っております。 

・ライフサイエンス投資事業組合（関連会社）： ライフサイエンス領域に特化したベンチャーキャピタル業務を行っ

ております。 

・ライフサイエンス２号投資事業有限責任組合（関連会社）： ライフサイエンス投資事業組合と同じくライフサイエ

ンス領域に特化したベンチャーキャピタル業務を行っております。  

・JMSeed Partners有限責任事業組合（関連会社）：日本アジア投資株式会社の100％子会社であるJAICシードキャピタ

ル株式会社と共同で設立し、投資事業組合の財産運用及び管理業務を行っております。 

・JMSeed Bio Incubation 壱号投資事業有限責任組合（関連会社）：シード段階のバイオベンチャーを対象にしたベン

チャーキャピタル業務やインキュベーション活動を行っております。 

  

２．企業集団の状況



（事業系統図） 

 
 ※１ 連結子会社 

 ※２ 持分法適用関連会社 

 ※３ 非連結子会社 



(1) 会社の経営の基本方針  

価値観が多極化している現代社会において、人間にとって“ゆたかさ”とは何か、社会にとって、また私たちにとっ

て“ゆたかさ”とは何なのかが問われています。当社グループは生命科学の分野で現代医療に貢献しつつ“ゆたか

さ”の意味を繰り返し問い続ける姿勢を持ち続けたいと考えております。  

当社グループに、事業または資本提携している企業を加えた集団は、生命科学の方向性と進展スピードを見据え、それ

に対応する組織、事業体を「ネットワーク型企業体」として構想してまいりました。このネットワーク企業各社が有す

る高い専門性、優れた技術を活用して、新しい事業分野の創出、総合受託サービス、新規診断薬の開発など独自の事業

の形を築きつつあります。  

引き続き、ネットワーク企業各社が持つ専門性を活かし、より「深化」した事業展開を目指し、大きな成果に結び付け

る活動を進めていきたいと考えております。 

   

(2) 目標とする経営指標  

当社は、営業活動による利益を確保するとともに、独創的な技術開発を指向する研究開発型企業として将来への投資を

積極的に行っていく方針であります。このため、売上高研究開発費率15～20％を維持しながら売上高営業利益率10％を

目標としてまいります。  

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略  

日本の免疫学の領域で活動するバイオ企業として、国際市場で通用する技術の確立と、成長を実現していくために、次

の5つの課題を設定いたしました。  

① バイオテクノロジーの進展と同一歩調を可能にする企業力を形成  

・先端的研究分野にアクセスできる企業体質を形成する。  

② 世界のバイオ企業として特定分野の位置を確立  

・抗体メーカーとして世界市場における位置を確立する。  

③ 個性ある企業連合として状況に柔軟な対応が可能な「企業の形」を構築  

・専門性を有するバイオベンチャー群で構成されるネットワーク化戦略を展開する。  

④ 事業基盤確立のために複数の事業の柱を確立  

・診断薬及び基礎研究用試薬メーカーとして市場で揺ぎない位置を構築する。  

⑤ 研究・開発・生産・販売の骨格の強化  

・研究・開発・生産の各段階で高い質を獲得し、自立的活動・企業間連携を推進する。 

 

  

また、今後も新たな進展が予想される以下の4領域について、各領域での新しい進展をビジネスチャンスとして展開で

きる体制を、5つの課題と合せて具体化し実現していきたいと考えております。  

１）ゲノム科学に依拠したがん研究（がん遺伝子とがんマーカー）  

２）再生医科学（幹細胞の分化・制御）  

３）治療薬分野への取り組み（抗体医薬研究）  

４）新しい免疫学（感染防御免疫、腫瘍免疫）  

   

(4) 会社の対処すべき課題  

・ネットワーク企業の総合力を活用する：当社ネットワーク企業の過去の活動成果を開発製品及び独自技術として事業

に結びつけてまいります。ネットワーク企業の製品売上が一定規模になってきていますが、製品のみならず各企業の

保有する技術を活用し、受託事業として展開を開始いたしました。バイオ技術の総合受託サービスのワン・ストッ

プ・ショップとして当社ネットワークのバイオ分野での定着を図ってまいります。  

・新分野への取組み：当社ネットワークのG&Gサイエンス社及びOncomics社は新しい有用ながん関連診断薬を開発いた

しました。大手検査センターとの契約が締結され大きな成長の契機と期待され注力してまいります。また、ネットワ

ーク企業の一つである米国リボノミクス社の新たな遺伝子解析技術を基盤にした製品を、2009年4月より発売を開始

しましたが、今後の基礎研究及び創薬研究等に大きな需要が見込まれており、継続した製品群の開発を進めてまいり

ます。さらに、2008年12月に代理店契約が解消されました細胞診事業は、10年間の当該分野への強い関わりを背景

に、自社製品・機器の開発に取組みました。2010年を事業再構築の元年として試薬・機器の積極的な販売活動を再開

いたします。 

  

３．経営方針



当社は、日本の基礎研究、応用研究の優れた技術、成果を、事業として成長させるべくネットワーク企業の創業と育成

に取組んでまいりました。上記に触れました企業以外に株式会社クロモリサーチの人工染色体技術やAmalgaam有限会社

の蛍光蛋白質など日本のみならず世界の生物学、分子生物学の研究に貢献していく技術を保有する企業をネットワーク

企業としています。また、株式会社抗体研究所のヒト抗体作製技術は多くの魅力的な治療用抗体の候補を創りだしてき

ています。  

2009年3月期決算ではこれらネットワーク企業のほとんどについて減損処理の対象といたしましたが、ネットワーク企

業の個々が開発する新製品の上市、総合受託サービスなど、新たな成長の牽引力となっていくものと考えておりま

す。   

世界のライフサイエンスの領域は、技術の質を変化させ、その成果としての製品、サービスも、より高度で普遍的な対

象を目指すものになってまいりました。市場の変化に対応する知識と技術の獲得こそが、中・長期的経営戦略の達成に

不可欠なものと確信しております。  

  

(5) 内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部統制基本方針を含めた内部統制システムに関する事項については、平成22年3月19日に公表しておりますコ

ーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載して

おり、次のURLからご覧いただくことができます。  

ジャスダック証券取引所ホームページ（「JDS」検索ページ）  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,020,659 1,893,417

受取手形及び売掛金 1,648,193 1,782,165

有価証券 22,921 1,930

商品及び製品 453,507 759,274

仕掛品 791,124 513,125

原材料及び貯蔵品 350,954 300,791

その他 315,073 127,483

貸倒引当金 △177,410 △13,161

流動資産合計 5,425,024 5,365,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,760,339 1,765,747

減価償却累計額 △1,084,206 △1,134,211

建物及び構築物（純額） 676,133 631,536

機械装置及び運搬具 ※2  1,181,078 ※2  1,185,210

減価償却累計額 △1,011,420 △1,058,436

機械装置及び運搬具（純額） 169,657 126,773

土地 54,909 55,031

リース資産 64,412 110,562

減価償却累計額 △13,743 △19,778

リース資産（純額） 50,668 90,784

その他 ※2  517,065 ※2  653,625

減価償却累計額 △416,158 △477,932

その他（純額） 100,906 175,692

有形固定資産合計 1,052,276 1,079,819

無形固定資産   

のれん 281,050 223,077

リース資産 － 4,648

その他 132,967 229,175

無形固定資産合計 414,017 456,901

投資その他の資産   

投資有価証券 420,651 ※1  284,469

長期貸付金 145,442 354,610

長期前払費用 344,438 323,589

その他 ※1  620,974 ※1  612,833

貸倒引当金 △101,462 △230,476

投資その他の資産合計 1,430,045 1,345,025

固定資産合計 2,896,338 2,881,746

資産合計 8,321,363 8,246,775



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 154,758 220,805

短期借入金 1,528,610 1,359,461

リース債務 5,219 10,514

未払法人税等 26,335 24,338

その他 334,445 355,723

流動負債合計 2,049,370 1,970,844

固定負債   

長期借入金 1,995,862 1,709,029

リース債務 12,205 43,786

その他 154,539 116,399

固定負債合計 2,162,607 1,869,216

負債合計 4,211,977 3,840,060

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,228,600 2,228,600

資本剰余金 3,372,550 1,952,637

利益剰余金 △1,308,579 378,155

自己株式 △42,005 △42,311

株主資本合計 4,250,565 4,517,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △102,970 △58,171

繰延ヘッジ損益 △29,771 △34,642

為替換算調整勘定 △63,589 △81,720

評価・換算差額等合計 △196,332 △174,535

新株予約権 44,466 43,893

少数株主持分 10,686 20,275

純資産合計 4,109,385 4,406,715

負債純資産合計 8,321,363 8,246,775



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 5,885,947 6,093,693

売上原価 ※4  2,231,576 ※4  2,186,523

売上総利益 3,654,371 3,907,170

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  3,338,384 ※1, ※4  3,427,214

営業利益 315,986 479,955

営業外収益   

受取利息 33,474 12,924

保険配当金 4,994 6,147

その他 10,339 14,644

営業外収益合計 48,807 33,715

営業外費用   

支払利息 36,497 58,755

持分法による投資損失 32,754 60,235

投資事業組合運用損 2,932 14,997

為替差損 155,397 56,558

その他 1,983 408

営業外費用合計 229,566 190,955

経常利益 135,228 322,715

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,270 2,887

国庫補助金 1,000 33,856

持分変動利益 16,955 －

投資有価証券売却益 3,393 2,337

新株予約権戻入益 382 573

固定資産売却益 － ※2  38

特別利益合計 23,001 39,694

特別損失   

たな卸資産評価損 173,580 －

貸倒引当金繰入額 214,090 －

固定資産除却損 ※3  25,526 ※3  5,943

投資有価証券評価損 1,087,540 17,898

減損損失 ※5  494,194 －

特別損失合計 1,994,933 23,842

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,836,703 338,568

法人税、住民税及び事業税 31,461 70,086

法人税等調整額 110,708 －

法人税等合計 142,170 70,086

少数株主利益 3,945 1,823

当期純利益又は当期純損失（△） △1,982,819 266,658



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,228,600 2,228,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,228,600 2,228,600

資本剰余金   

前期末残高 3,372,550 3,372,550

当期変動額   

欠損填補 － △1,419,912

当期変動額合計 － △1,419,912

当期末残高 3,372,550 1,952,637

利益剰余金   

前期末残高 730,420 △1,308,579

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,982,819 266,658

欠損填補 － 1,419,912

持分法の適用範囲の変動 13,229 －

合併による増加 － 163

当期変動額合計 △2,039,000 1,686,734

当期末残高 △1,308,579 378,155

自己株式   

前期末残高 △1,813 △42,005

当期変動額   

自己株式の取得 △40,191 △305

当期変動額合計 △40,191 △305

当期末残高 △42,005 △42,311

株主資本合計   

前期末残高 6,329,757 4,250,565

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,982,819 266,658

欠損填補 － －

持分法の適用範囲の変動 13,229 －

合併による増加 － 163

自己株式の取得 △40,191 △305

当期変動額合計 △2,079,192 266,516

当期末残高 4,250,565 4,517,081



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △70,947 △102,970

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,022 44,799

当期変動額合計 △32,022 44,799

当期末残高 △102,970 △58,171

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △23,739 △29,771

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,032 △4,871

当期変動額合計 △6,032 △4,871

当期末残高 △29,771 △34,642

為替換算調整勘定   

前期末残高 △30,274 △63,589

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,315 △18,131

当期変動額合計 △33,315 △18,131

当期末残高 △63,589 △81,720

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △124,961 △196,332

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △71,370 21,796

当期変動額合計 △71,370 21,796

当期末残高 △196,332 △174,535

新株予約権   

前期末残高 40,897 44,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,568 △573

当期変動額合計 3,568 △573

当期末残高 44,466 43,893

少数株主持分   

前期末残高 7,904 10,686

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,781 9,589

当期変動額合計 2,781 9,589

当期末残高 10,686 20,275



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,253,598 4,109,385

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,982,819 266,658

欠損填補 － －

持分法の適用範囲の変動 13,229 －

合併による増加 － 163

自己株式の取得 △40,191 △305

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65,020 30,812

当期変動額合計 △2,144,212 297,329

当期末残高 4,109,385 4,406,715



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４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   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,836,703 338,568

減価償却費 401,627 276,223

減損損失 494,194 －

のれん償却額 38,516 59,502

投資事業組合運用損益（△は益） 2,932 18,977

固定資産除売却損益（△は益） 25,573 5,904

たな卸資産評価損 173,580 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 169,928 △35,234

株式報酬費用 3,568 －

受取利息及び受取配当金 △34,514 △13,792

支払利息 36,497 58,755

為替差損益（△は益） 90,687 82,694

持分法による投資損益（△は益） 32,754 60,235

持分変動損益（△は益） △16,955 －

投資有価証券売却損益（△は益） △3,393 △2,337

投資有価証券評価損益（△は益） 1,087,540 17,898

売上債権の増減額（△は増加） 90,306 △133,501

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,236 26,084

その他の流動資産の増減額（△は増加） 30,281 △64,270

仕入債務の増減額（△は減少） △13,506 68,420

未払金の増減額（△は減少） 6,556 △62,343

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,870 17,464

その他 3,987 49

小計 843,827 719,298

利息及び配当金の受取額 33,893 14,794

利息の支払額 △50,517 △48,978

法人税等の支払額 △89,709 △55,679

営業活動によるキャッシュ・フロー 737,494 629,435

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 －

定期預金の払戻による収入 － 70,000

有形固定資産の取得による支出 △108,260 △155,697

有形固定資産の売却による収入 － 348

無形固定資産の取得による支出 △67,009 △148,106

投資有価証券の取得による支出 △53,246 △52,716

投資有価証券の売却による収入 18,785 197,365

関係会社株式の取得による支出 △582,830 △9,530

関係会社出資金の払込による支出 △60,000 △60,000

出資金の回収による収入 － 4,920



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

貸付けによる支出 △158,834 △100,000

貸付金の回収による収入 23,855 39,363

その他 △255,077 △12,362

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,312,617 △226,416

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） △52,600 △158,500

長期借入れによる収入 1,700,000 559,842

長期借入金の返済による支出 △718,617 △857,573

自己株式の取得による支出 △40,191 △305

配当金の支払額 △69,048 △406

リース債務の返済による支出 △840 △3,315

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 818,701 △452,395

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45,025 △28,855

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,553 △78,232

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期末残高 ※1  1,973,580 ※1  1,895,348



 該当事項はありません。 

  

(5) 継続企業の前提に関する注記



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

(イ) 連結子会社の数……………９社 

１ 連結の範囲に関する事項 

(イ) 連結子会社の数……………８社 

連結子会社の名称 

MBL International Corporation 

株式会社サイクレックス 

株式会社抗体研究所 

エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社 

NAKANE DIAGNOSTICS, INC. 

Amalgaam有限会社 

北京博尓邁生物技術有限公司 

G&Gサイエンス株式会社 

BION Enterprises Ltd. 

連結子会社の名称 

MBL International Corporation 

株式会社サイクレックス 

株式会社抗体研究所 

エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社 

Amalgaam有限会社 

北京博尓邁生物技術有限公司 

G&Gサイエンス株式会社 

BION Enterprises Ltd. 

 前連結会計年度において持分法適用関連会社であった

G&Gサイエンス株式会社は、増資引受により、持株比率が

増加したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めて

おります。 

 また、子会社のMBL International Corporationが買収

したBION Enterprises Ltd.については、当連結会計年度

より連結の範囲に含めております。 

(ロ) 非連結子会社…１組合 

会社名 クォルセイバー有限責任事業組合 

(ハ) 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。  

 従来、連結子会社であったNAKANE DIAGNOSTICS, INC.

は、平成21年4月30日に連結子会社であるMBL 

International Corporationに吸収合併されました。な

お、合併までの損益は、連結損益計算書に含めておりま

す。 

  

  

(ロ) 非連結子会社…１組合 

会社名 クォルセイバー有限責任事業組合 

(ハ) 連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は小規模会社であり、総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。  



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２ 持分法の適用に関する事項 

(イ) 持分法を適用した非連結子会社数 …………０社 

２ 持分法の適用に関する事項 

(イ) 持分法を適用した非連結子会社数 …………０社 

(ロ) 持分法を適用した関連会社の数  …４社、４組合 (ロ) 持分法を適用した関連会社の数  …４社、４組合

会社名 株式会社クロモリサーチ 

株式会社GEL-Design 

株式会社グライエンス 

株式会社ティーセルテクノロジーズ  

ライフサイエンス投資事業組合  

ライフサイエンス２号投資事業 

有限責任組合  

JMSeed Partners有限責任事業組合  

JMSeed Bio Incubation壱号投資事業有限

責任組合  

会社名 株式会社クロモリサーチ 

株式会社GEL-Design 

株式会社グライエンス 

株式会社ティーセルテクノロジーズ  

ライフサイエンス投資事業組合  

ライフサイエンス２号投資事業 

有限責任組合  

JMSeed Partners有限責任事業組合  

JMSeed Bio Incubation壱号投資事業有限

責任組合  

 前連結会計年度において持分法適用関連会社であっ

たG&Gサイエンス株式会社は、増資引受により、持株

比率が増加したため、当連結会計年度より連結の範囲

に含めております。 

 株式会社ティーセルテクノロジーズ は重要性が増

加したため、当連結会計年度より持分法の適用範囲に

含めております。 

 また、株式会社プリベンテックは、第三者割当増資

により、持株比率が低下し、当連結会計年度より関連

会社でなくなりました。 

  

  

(ハ) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称 

非連結子会社及び関連会社の数……………１組合 

会社名 クォルセイバー有限責任事業組合 

(ハ) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名

称 

非連結子会社及び関連会社の数……………１組合 

会社名 クォルセイバー有限責任事業組合 

 前連結会計年度において持分法非適用の関連会社で

あった株式会社ティーセルテクノロジーズは、重要性

が増加したため、当連結会計年度より持分法の適用範

囲に含めております。 

  

(ニ) 持分法を適用しない理由 

 持分法を適用していない会社は、当期純損益（持分

に見合う額） 及び利益剰余金（持分に見合う額）等

に及ぼす影響が軽微であるため、持分法の適用範囲か

ら除外しております。  

(ニ) 持分法を適用しない理由 

同左 

(ホ) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があ

ると認められる事項 

 持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社につい

ては、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。 

(ホ) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があ

ると認められる事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 すべての連結子会社の決算日は12月31日であります。

 連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸

表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ) 有価証券 

  

  

ｂ その他有価証券 

時価のあるもの…連結会計年度末日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

  その他有価証券 

時価のあるもの…同左 

時価のないもの…移動平均法による原価法 時価のないもの…同左 

(ロ) デリバティブ 

時価法 

(ロ) デリバティブ 

同左 

(ハ) たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品 

 総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）  

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より「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

公表分）を適用しております。 

 これにより、税金等調整前当期純損失は、

173,580千円増加しております。  

(ハ) たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品 

同左 

  

―――――― 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法 

 在外連結子会社は定額法 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ３年～50年 

機械装置及び運搬具  ２年～８年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

    

    

(ロ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法 

 なお自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

(ロ) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(ハ) リース資産 

  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 

   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。 

   なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、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す。 

(ハ) リース資産 

  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 

同左 

     



  

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(ニ) 長期前払費用 

均等償却 

(ニ) 長期前払費用 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸

表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に

含めております。 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸

表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基準 

同左 

    

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。 

 ただし、特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いては特例処理を採用しております。 

 また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の

要件を満たしている場合には、振当処理をしておりま

す。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段）   （ヘッジ対象） 

 金利スワップ    借入金の利息 

 クーポンスワップ    外貨建債務 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

 当社グループのデリバティブに対する方針は、借入

金の金利変動リスクを回避するため、また外貨建によ

る輸入実績を踏まえた上で、必要な範囲内で「組織規

程」及び「経理規程」並びに「職務権限規程」の定め

に従い、リスクヘッジをしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 主として半期毎に内部規定により、ヘッジの有効性

の事前及び事後テストを実施し有効性の確認を実施し

ております。ただし、特例処理によっている金利スワ

ップについては、有効性の評価を省略しております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評

価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

 のれんは、５年間で均等償却しております。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満

期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資からなっております。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



会計処理の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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、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、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度

開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い）  

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を

適用しております。  

 これによる損益への影響はありません。 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ

866,096千円、621,445千円、310,040千円であります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「受取地代家賃」（当連結会計年度は600千円）は、金額

的重要性が低くなったため、営業外収益の「その他」に

含めて計上しております。 

―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

その他（出資金）  144,596 千円 投資有価証券（株式）  71 千円

その他（出資金）  162,227

※２ 国庫補助金の受入れにより取得価額より控除した固

定資産の圧縮記帳累計額 

※２ 国庫補助金の受入れにより取得価額より控除した固

定資産の圧縮記帳累計額 

機械装置及び運搬具 152,135 千円

その他（工具、器具及び備品） 9,580  

合計 161,716     

機械装置及び運搬具 152,135 千円

その他（工具、器具及び備品） 9,580  

合計 161,716     

    

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため日本生

命保険相互会社とコミットメントライン契約を締結

しております。この契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

          ―――――― 

貸出コミットメントの総額 400,000 千円

借入実行残高 ―  

差引額 400,000  

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目 

給料 990,129 千円

研究開発費 1,089,595  

給料 890,588 千円

研究開発費 1,104,540  

―――――― ※２ 固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。

  機械装置及び運搬具 38 千円

※３ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

機械装置及び運搬具 3,296 千円

その他（工具、器具及び備品） 22,230  

計 25,526     

建物及び構築物 875 千円

機械装置及び運搬具 1,019  

その他（工具、器具及び備品） 4,048

計 5,943     

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、1,089,595千円であります。 

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、 千円であります。 1,104,540

※５  減損損失の内訳は下記のとおりであります。 ―――――― 

長期前払費用 419,964 千円

のれん 74,229  

計 494,194     

  



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加198,774株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加198,000株、単

元未満株式の買取りによる増加774株であります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  17,355,000  ―  ―  17,355,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） （注）  2,260  198,774  ―  201,034

会社名 内訳
目的とな
る株式の
種類 

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―  ―  ―  ―  ―  44,466

㈱サイク

レックス 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

㈱抗体研

究所 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

G&Gサイエ

ンス㈱ 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

合計  ―  ―  ―  ―  44,466

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  69,410  4 平成20年３月31日 平成20年６月25日



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

３ 新株予約権等に関する事項 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。  

  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株）  17,355,000  ―  ―  17,355,000

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） （注）  201,034  900  ―  201,934

会社名 内訳
目的とな
る株式の
種類 

目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

増加 減少 
当連結会計
年度末 

提出会社 
ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―  ―  ―  ―  ―  43,893

㈱サイク

レックス 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

㈱抗体研

究所 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

G&Gサイエ

ンス㈱ 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
―   ―  ―  ―  ―  ―

合計  ―  ―  ―  ―  43,893

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式  68,612  4 平成22年３月31日 平成22年６月24日



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 2,020,659 千円

有価証券勘定 

預入期間３ヶ月超の定期預金 

22,921

△70,000

 

現金及び現金同等物 1,973,580  

現金及び預金勘定 1,893,417 千円

有価証券勘定 1,930  

現金及び現金同等物 1,895,348  

 ２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

BION Enterprises Ltd.(平成20年７月1日現在) 

流動資産 219,994 千円

固定資産  391,182  

のれん 342,512  

資産合計 953,689  

流動負債 40,000  

固定負債 168,749  

負債合計 208,749  

  ―――――― 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

（セグメント情報）

ａ．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）

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  5,832,914  53,033  5,885,947  ―  5,885,947

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 600  ―  600  (600)  ―

計  5,833,514  53,033  5,886,547  (600)  5,885,947

営業費用  5,536,507  34,053  5,570,560  (600)  5,569,960

営業利益  297,006  18,980  315,986  ―  315,986

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  8,158,762  162,607  8,321,369 (6)   8,321,363

減価償却費  400,983  644  401,627  ―  401,627

資本的支出  422,696  －  422,696  ―  422,696

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、細胞診関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業 



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31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 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 

  

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）

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  6,049,751  43,942  6,093,693  ―  6,093,693

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 600  ―  600  (600)  ―

計  6,050,351  43,942  6,094,293  (600)  6,093,693

営業費用  5,581,543  32,794  5,614,338  (600)  5,613,738

営業利益  468,807  11,147  479,955  ―  479,955

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  8,104,887  141,894  8,246,781 (6)   8,246,775

減価償却費  275,756  466  276,223  ―  276,223

資本的支出  334,108  －  334,108  ―  334,108

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、細胞診関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(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。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(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。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産はありません。 

ｂ．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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  5,105,340  749,091  31,516  5,885,947  ―  5,885,947

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 268,808  32,109  69,474  370,392 (370,392)  ―

計  5,374,149  781,200  100,990  6,256,340 (370,392)  5,885,947

営業費用  5,169,892  688,863  81,597  5,940,353 (370,392)  5,569,960

営業利益  204,257  92,337  19,392  315,986  ―  315,986

Ⅱ 資産  7,878,812  1,465,181  56,808  9,400,801 (1,079,438)  8,321,363

  
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する売上高  5,048,116  1,009,094  36,482  6,093,693  ―  6,093,693

(2) セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 276,578  35,295  80,421  392,295 (392,295)  ―

計  5,324,695  1,044,390  116,903  6,485,989 (392,295)  6,093,693

営業費用  4,994,340  906,404  105,288  6,006,033 (392,295)  5,613,738

営業利益  330,354  137,985  11,615  479,955  ―  479,955

Ⅱ 資産  7,825,805  1,319,520  107,007  9,252,333 (1,005,558)  8,246,775



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(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。 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１ 地域は、地理的近接度により区分しています。 

２ 各区分に属する主な国または地域 

(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。 

ｃ．海外売上高

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  498,023  381,883  879,906

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  5,885,947

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 8.5  6.5  15.0

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  593,190  546,533  1,139,723

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  6,093,693

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 9.7  9.0  18.7



（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転以外ファイナンス・リース取引 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転以外ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
機械装置及
び運搬具 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計
（千円） 

取得価額相
当額  8,825  279,359  288,184

減価償却累
計額相当額 

 1,365  157,168  158,533

期末残高相
当額  7,459  122,191  129,650

  
機械装置及
び運搬具 
（千円） 

その他 
（千円） 

合計
（千円） 

取得価額相
当額  8,825  183,437  192,262

減価償却累
計額相当額 

 2,626  107,584  110,210

期末残高相
当額  6,198  75,852  82,051

（注） 「その他」は工具、器具及び備品並びにソフ

トウェアであります。 

（注） 「その他」は工具、器具及び備品でありま

す。 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       49,061千円

１年超  86,914

合計  135,976

１年以内        千円38,231

１年超  48,683

合計  86,914

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料       64,857千円

減価償却費相当額  56,193

支払利息相当額  8,298

支払リース料        千円52,254

減価償却費相当額  45,379

支払利息相当額  5,549

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

利息相当額の算定方法 

同左 

ファイナンス・リース取引 

（借主側）  

(1) リース資産の内容 

 ・有形固定資産 

 臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業におけ

る測定機器（工具、器具及び備品）であります。 

(2) リース資産の減価償却の方法 

 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。 

ファイナンス・リース取引 

（借主側）  

(1) リース資産の内容 

同左  

  

  

(2) リース資産の減価償却の方法 

同左 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（関連当事者情報）

（税効果会計関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）



１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末（平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用して

おりますので注記の対象から除いております。 

  

当連結会計年度末（平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用して

おりますので注記の対象から除いております。 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 取引の内容 

 当社グループは、金利スワップ及びクーポンスワップ

取引を利用しております。 

１ 取引の内容 

同左 

２ 取引に対する取組方針 

 当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避する

ため、また外貨建による輸入実績等を踏まえた上で、必

要な範囲内でデリバティブ取引を利用することとし、投

機的な取引は行わない方針であります。 

２ 取引に対する取組方針 

同左 

３ 取引の利用目的 

 当社グループは主として、商品輸入による外貨建債務

に係る為替レートの変動によるリスクをヘッジする目的

及び借入金の金利変動リスクを回避する目的でデリバテ

ィブ取引を利用しております。 

 なお、当社グループが利用しているデリバティブ取引

には、投機目的のものはありません。 

３ 取引の利用目的 

同左 

４ 取引に係るリスクの内容 

 当社グループが利用しているスワップ取引は、為替相

場の変動によるリスクや市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、当社グループのデリバティブ取引の契約先は、

いずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手方の

契約不履行によるリスクは、ほとんどないと認識してお

ります。 

４ 取引に係るリスクの内容 

同左 

５ 取引に係るリスク管理体制 

 当社グループのデリバティブ取引の実行及び管理は

「組織規程」及び「経理規程」に従って運営されており

ます。 

 また、「職務権限規程」に取引権限の限度及び限度額

が明示されており、多額の取引については、取締役会の

専決事項となっております。上記規程に基づいて厳格に

運営を行っております。 

５ 取引に係るリスク管理体制 

同左 



前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価          1,805千円 

販売費及び一般管理費 2,144千円 

  

２ 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

新株予約権戻入益        382千円 

  

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況並びに評価単価の見積方法 

  

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

  

 会社名  提出会社  提出会社 
 株式会社 

 サイクレックス 
株式会社抗体研究所

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権   第１回新株予約権  第１回新株予約権 

 決議年月日  平成18年６月27日  平成18年６月27日  平成16年３月30日  平成19年３月23日 

ストッ

ク・オ

プショ

ンの内

容 

(注)１ 

 付与対象者の区分 

 及び人数（名） 

 当社取締役   7 

 当社従業員 101  
 当社取締役   7 

 株式会社 

 サイクレックス 

 取締役   2 

 従業員   4  

 株式会社 

 医学生物学研究所 

              1 

 株式会社抗体研究所

 従業員      11 

 社外協力者  11 

 株式の種類 

 及び付与数（株） 
 普通株式  169,000   普通株式  376,000 

 株式会社 

 サイクレックス 

 普通株式     100  

 株式会社抗体研究所

 普通株式     372 

 付与日  平成18年７月28日  平成18年７月28日  平成17年２月４日  平成19年３月26日 

 権利確定条件 

付与日 

(平成18年７月28

日)  から権利確定日

(平成20年６月30日）

まで継続して勤務し

ていること。 

 無し 

付与日 

(平成17年２月４日) 

から権利確定日 

(平成18年３月30日) 

まで発行会社及びそ

の子会社の取締役、

監査役もしくは従業

員の身分であるこ

と。  

 無し 

 対象勤務期間 
 平成18年７月28日～

 平成20年６月30日 
 無し 

 平成17年２月４日～ 

 平成18年３月30日 
 無し 

 権利行使期間 

 平成20年７月１日～

 平成23年６月30日 

 (注)２ 

 平成18年７月29日～

 平成23年６月30日 

 (注)３       

 平成18年３月31日～ 

 平成23年３月30日 

 (注)４ 

 平成19年３月27日～

 平成29年３月23日 

 (注)５  



  

  

 会社名  提出会社  提出会社 
 株式会社 

 サイクレックス 
株式会社抗体研究所

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権   第１回新株予約権  第１回新株予約権 

 決議年月日  平成18年６月27日  平成18年６月27日  平成16年３月30日  平成19年３月23日 

ストッ

ク・オ

プショ

ンの数 

権利確定前 (株)         

 前連結会計年度末 161,000  －  － －

 付与 － －  － －

 失効 －  －  －  －

 権利確定 161,000 －          －  －

 未確定残 －  －  －  －

権利確定後 (株)         

 前連結会計年度末  － 376,000 100 372

 権利確定 161,000 － － －

 権利行使  －  －  －  －

 失効  3,000  －  －  －

 未行使残 158,000 376,000 100 372

単価 

情報 

  

  

 権利行使価格 (円) 636 1,000 50,000 150,000

 行使時平均株価

（円） 
－  － － －

 付与日における公正

な評価単価（円） 
191 38  － 0

 ストック・オプションの公正

な評価単価の見積方法 
－ － －  －

 当連結会計年度末における 

 ストック・オプションの 

 本源的価値合計額（円） 

－ － －  0

  

 会社名 
 G&Gサイエンス  

 株式会社  

 G&Gサイエンス 

 株式会社  

  

  

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権    

 決議年月日  平成20年３月27日  平成20年３月27日   

ストッ

ク・オ

プショ

ンの内

容 

(注)１ 

 付与対象者の区分 

 及び人数（名） 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 取締役   4 

 従業員   2 

 株主    20 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 取締役           2

 従業員          13

 監査役           1

 株主及び社外協力者  6

  

 株式の種類 

 及び付与数（株） 

 普通株式 

     320,991,082 

 普通株式 

     25,800,000 

  

  

 付与日  平成20年４月10日  平成20年６月25日   

 権利確定条件  無し  無し   

 対象勤務期間  無し  無し   

 権利行使期間 

 平成20年４月10日～

 平成30年４月９日 

 (注)６ 

 平成20年６月25日～

 平成30年６月24日 

 (注)６ 

  



  

(注)１ 付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数である。 

２ 権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 

３ 権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役会が正当な理由がある

と認めた場合はこの限りではない。 

４ 権利者は、権利行使期間であっても、発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券取引所に上場さ

れる日までは、本新株予約権は行使できない。また、権利者が、発行会社、発行会社の子会社（将来の子会社

を含むものとする。）の役員（監査役を含む）または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利者が有

する未行使の新株予約権全部について本新株予約権を放棄したものとみなす。なお、発行会社の取締役会にお

いて、本新株予約権の継続所有を特に認めた場合は、この限りではない。 

５  権利者は、発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権

を行使できない。ただし、発行会社の取締役会において、本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この

限りではない。また、権利者が、発行会社、発行会社の子会社（将来の子会社を含むものとする）の役員（監

査役を含む）または従業員たる地位、あるいは発行会社の取締役会において、社外協力者（株主、取引先、業

務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者）として

認定された地位、のいずれの地位をも喪失した場合は、権利者が有する未行使の新株予約権全部について本新

株予約権の権利を放棄したものとみなす。ただし、発行会社の取締役会において、本新株予約権の継続所有を

特に認めた場合は、この限りではない。 

  

 会社名 
 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

  

  

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権    

 決議年月日  平成20年３月27日  平成20年３月27日   

ストッ

ク・オ

プショ

ンの数 

権利確定前 (株)       

 前連結会計年度末  －  －

 付与 320,991,082 25,800,000

 失効  －  －

 権利確定 320,991,082 25,800,000

 未確定残  －  －

権利確定後 (株)       

 前連結会計年度末  －  －

 権利確定 320,991,082 25,800,000

 権利行使  －  －

 失効  －  －

 未行使残 320,991,082 25,800,000

単価 

情報 

  

  

 権利行使価格 (円)  2 2

 行使時平均株価

（円） 
－  －

 付与日における公正

な評価単価（円） 
0 0

 ストック・オプションの公正

な評価単価の見積方法 
(注)７ (注)７

 当連結会計年度末における 

 ストック・オプションの 

 本源的価値合計額（円） 

0 0



６ 割当時に(1)の身分を有していた権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、割当時に(2)または(3)の身

分を有していた権利者が下記(2)、(3)、(4)のいずれの身分とも喪失した場合、及び割当時に(4)の身分を有し

ていた権利者が下記(1)、(2)、(3)、(4)いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権は行使できない。ただ

し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。 

(1) 発行会社の株主 

(2) 発行会社または発行会社の子会社の取締役または監査役 

(3) 発行会社または発行会社の子会社の使用人 

(4) 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず発行会社または発行会社の子会社との間

で委任、請負等の継続的な契約関係、その他協力関係にある者 

７ ストック・オプションは、公正な評価単価に替えて、付与日におけるストック・オプションの単位当たりの

本源的価値の見積に基づいて会計処理を行っている。なお、本源的価値の見積時における自社株式の評価に

は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を用いている。  

  



当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 当該連結会計年度における費用計上額及び科目名 

売上原価             －千円 

販売費及び一般管理費    －千円 

  

２ 権利不行使による失効により利益として計上した金額 

新株予約権戻入益        573千円 

  

３ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況並びに評価単価の見積方法 

  

  

 会社名  提出会社  提出会社 
 株式会社 

 サイクレックス 
株式会社抗体研究所

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権   第１回新株予約権  第１回新株予約権 

 決議年月日  平成18年６月27日  平成18年６月27日  平成16年３月30日  平成19年３月23日 

ストッ

ク・オ

プショ

ンの内

容 

(注)１ 

 付与対象者の区分 

 及び人数（名） 

 当社取締役   7 

 当社従業員 101  
 当社取締役   7 

 株式会社 

 サイクレックス 

 取締役   2 

 従業員   4  

 株式会社 

 医学生物学研究所 

              1 

 株式会社抗体研究所

 従業員      11 

 社外協力者  11 

 株式の種類 

 及び付与数（株） 
 普通株式  169,000   普通株式  376,000 

 株式会社 

 サイクレックス 

 普通株式     100  

 株式会社抗体研究所

 普通株式     372 

 付与日  平成18年７月28日  平成18年７月28日  平成17年２月４日  平成19年３月26日 

 権利確定条件 

付与日 

(平成18年７月28

日)  から権利確定日

(平成20年６月30日）

まで継続して勤務し

ていること。 

 無し 

付与日 

(平成17年２月４日) 

から権利確定日 

(平成18年３月30日) 

まで発行会社及びそ

の子会社の取締役、

監査役もしくは従業

員の身分であるこ

と。  

 無し 

 対象勤務期間 
 平成18年７月28日～

 平成20年６月30日 
 無し 

 平成17年２月４日～ 

 平成18年３月30日 
 無し 

 権利行使期間 

 平成20年７月１日～

 平成23年６月30日 

 (注)２ 

 平成18年７月29日～

 平成23年６月30日 

 (注)３       

 平成18年３月31日～ 

 平成23年３月30日 

 (注)４ 

 平成19年３月27日～

 平成29年３月23日 

 (注)５  



  

  

 会社名  提出会社  提出会社 
 株式会社 

 サイクレックス 
株式会社抗体研究所

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権   第１回新株予約権  第１回新株予約権 

 決議年月日  平成18年６月27日  平成18年６月27日  平成16年３月30日  平成19年３月23日 

ストッ

ク・オ

プショ

ンの数 

権利確定前 (株)         

 前連結会計年度末 － － － －

 付与 － － － －

 失効 － － － －

 権利確定 － － － －

 未確定残 － － － －

権利確定後 (株)         

 前連結会計年度末 158,000 376,000 100 372

 権利確定 － － － －

 権利行使 － － － －

 失効  3,000 － － 13

 未行使残 155,000 376,000 100 359

単価 

情報 

  

  

 権利行使価格 (円) 636 1,000 50,000 150,000

 行使時平均株価

（円） 
－ － － －

 付与日における公正

な評価単価（円） 
191 38 － 0

 ストック・オプションの公正

な評価単価の見積方法 
－ － －  －

 当連結会計年度末における 

 ストック・オプションの 

 本源的価値合計額（円） 

－ － －  0

  

 会社名 
 G&Gサイエンス  

 株式会社  

 G&Gサイエンス 

 株式会社  

  

  

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権    

 決議年月日  平成20年３月27日  平成20年３月27日   

ストッ

ク・オ

プショ

ンの内

容 

(注)１ 

 付与対象者の区分 

 及び人数（名） 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 取締役   4 

 従業員   2 

 株主    20 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 取締役           2

 従業員          13

 監査役           1

 株主及び社外協力者  6

  

 株式の種類 

 及び付与数（株） 

 普通株式 

     320,991,082 

 普通株式 

     25,800,000 

  

  

 付与日  平成20年４月10日  平成20年６月25日   

 権利確定条件  無し  無し   

 対象勤務期間  無し  無し   

 権利行使期間 

 平成20年４月10日～

 平成30年４月９日 

 (注)６ 

 平成20年６月25日～

 平成30年６月24日 

 (注)６ 

  



  

(注)１ 付与対象者数及び付与数は、発行日時点での対象者数と付与数である。 

２ 権利行使時において、当社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役会が正

当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 

３ 権利行使時において、当社の取締役の地位にあることを要す。ただし、当社の取締役会が正当な理由がある

と認めた場合はこの限りではない。 

４ 権利者は、権利行使期間であっても、発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券取引所に上場さ

れる日までは、本新株予約権は行使できない。また、権利者が、発行会社、発行会社の子会社（将来の子会社

を含むものとする。）の役員（監査役を含む）または従業員のいずれの地位をも喪失した場合は、権利者が有

する未行使の新株予約権全部について本新株予約権を放棄したものとみなす。なお、発行会社の取締役会にお

いて、本新株予約権の継続所有を特に認めた場合は、この限りではない。 

５  権利者は、発行会社の普通株式にかかる株券が日本国内外の証券取引所に上場される日まで、本新株予約権

を行使できない。ただし、発行会社の取締役会において、本新株予約権の権利行使を特に認めた場合は、この

限りではない。また、権利者が、発行会社、発行会社の子会社（将来の子会社を含むものとする）の役員（監

査役を含む）または従業員たる地位、あるいは発行会社の取締役会において、社外協力者（株主、取引先、業

務提携先、顧問、アドバイザー、コンサルタント等当社または当社子会社との間で協力関係にある者）として

認定された地位、のいずれの地位をも喪失した場合は、権利者が有する未行使の新株予約権全部について本新

株予約権の権利を放棄したものとみなす。ただし、発行会社の取締役会において、本新株予約権の継続所有を

特に認めた場合は、この限りではない。 

  

 会社名 
 G&Gサイエンス 

 株式会社 

 G&Gサイエンス 

 株式会社 

  

  

 名称  第２回新株予約権  第３回新株予約権    

 決議年月日  平成20年３月27日  平成20年３月27日   

ストッ

ク・オ

プショ

ンの数 

権利確定前 (株)       

 前連結会計年度末 － －

 付与 － －

 失効 － －

 権利確定 － －

 未確定残 － －

権利確定後 (株)       

 前連結会計年度末 320,991,082 25,800,000

 権利確定 － －

 権利行使 － －

 失効 － 1,500,000

 未行使残 320,991,082 24,300,000

単価 

情報 

  

  

 権利行使価格 (円)  2 2

 行使時平均株価

（円） 
－ －

 付与日における公正

な評価単価（円） 
0 0

 ストック・オプションの公正

な評価単価の見積方法 
(注)７ (注)７

 当連結会計年度末における 

 ストック・オプションの 

 本源的価値合計額（円） 

0 0



６ 割当時に(1)の身分を有していた権利者が下記いずれの身分とも喪失した場合、割当時に(2)または(3)の身

分を有していた権利者が下記(2)、(3)、(4)のいずれの身分とも喪失した場合、及び割当時に(4)の身分を有し

ていた権利者が下記(1)、(2)、(3)、(4)いずれの身分とも喪失した場合、本新株予約権は行使できない。ただ

し、取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。 

(1) 発行会社の株主 

(2) 発行会社または発行会社の子会社の取締役または監査役 

(3) 発行会社または発行会社の子会社の使用人 

(4) 顧問、アドバイザー、コンサルタントその他名目の如何を問わず発行会社または発行会社の子会社との間

で委任、請負等の継続的な契約関係、その他協力関係にある者 

７ ストック・オプションは、公正な評価単価に替えて、付与日におけるストック・オプションの単位当たりの

本源的価値の見積に基づいて会計処理を行っている。なお、本源的価値の見積時における自社株式の評価に

は、ディスカウント・キャッシュ・フロー法を用いている。 

  

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（企業結合等関係）



 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額       236.34円

１株当たり当期純損失（△）      △114.77円

１株当たり純資産額        円253.16

１株当たり当期純利益       円15.55

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また希薄化効果を有し

ている潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在していないた

め記載しておりません。 

項目 前連結会計年度 当連結会計年度

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  4,109,385  4,406,715

普通株式に係る純資産額（千円）  4,054,232  4,342,546

差額の主な内訳（千円）            

新株予約権  44,466  43,893

少数株主持分  10,686  20,275

普通株式の発行済株式数（株）  17,355,000  17,355,000

普通株式の自己株式数（株）  201,034  201,934

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 

（株） 
 17,153,966  17,153,066

項目 前連結会計年度 当連結会計年度

連結損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △1,982,819  266,658

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △1,982,819  266,658

普通株式の期中平均株式数（株）  17,277,004  17,153,921

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

潜在株式の数 534,000株 

新株予約権 

潜在株式の数 株 531,000

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,545,464 1,491,221

受取手形 269,934 251,133

売掛金 ※2  1,307,476 ※2  1,452,582

有価証券 22,921 1,930

商品及び製品 496,149 521,104

仕掛品 446,243 483,601

原材料及び貯蔵品 319,003 235,649

前渡金 33,159 ※2  29,809

前払費用 9,508 5,619

短期貸付金 ※2  235,178 ※2  160,000

未収入金 ※2  78,491 ※2  143,069

その他 ※2  39,208 ※2  83,383

貸倒引当金 △306,912 △279,227

流動資産合計 4,495,827 4,579,877

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,604,955 1,611,335

減価償却累計額 △1,023,126 △1,068,633

建物（純額） 581,829 542,702

構築物 73,045 73,045

減価償却累計額 △49,020 △52,903

構築物（純額） 24,025 20,141

機械及び装置 ※1  985,882 ※1  980,514

減価償却累計額 △861,901 △894,470

機械及び装置（純額） 123,980 86,043

車両運搬具 425 425

減価償却累計額 △282 △371

車両運搬具（純額） 142 53

工具、器具及び備品 ※1  279,935 ※1  359,189

減価償却累計額 △227,189 △268,958

工具、器具及び備品（純額） 52,746 90,231

土地 44,537 44,537

リース資産 8,945 51,472

減価償却累計額 △894 △5,343

リース資産（純額） 8,050 46,129

有形固定資産合計 835,312 829,840

無形固定資産   

特許権 20,886 132,079

借地権 3,770 3,770

商標権 － 400



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

ソフトウエア 80,520 69,569

リース資産 － 4,648

電話加入権 5,603 5,603

無形固定資産合計 110,782 216,072

投資その他の資産   

投資有価証券 373,233 245,351

関係会社株式 540,674 548,674

出資金 10 0

関係会社出資金 174,018 242,444

長期貸付金 28,969 190,178

従業員に対する長期貸付金 41,675 34,519

関係会社長期貸付金 988,458 1,026,436

長期前払費用 8,547 12,540

差入保証金 58,770 57,612

保険積立金 101,106 88,544

会員権 1,800 1,800

長期預金 300,000 300,000

貸倒引当金 △69,729 △273,029

投資その他の資産合計 2,547,535 2,475,073

固定資産合計 3,493,629 3,520,986

資産合計 7,989,457 8,100,863

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※2  213,918 ※2  275,347

短期借入金 398,500 430,000

1年内返済予定の長期借入金 836,400 824,773

リース債務 1,747 10,514

未払金 ※2  250,806 ※2  208,231

未払費用 590 671

未払法人税等 21,200 19,717

未払消費税等 14,069 33,300

前受金 1,388 2,297

預り金 36,381 47,402

流動負債合計 1,775,003 1,852,255

固定負債   

長期借入金 1,978,402 1,696,794

リース債務 6,868 43,786

債務保証損失引当金 140,000 －

デリバティブ債務 29,771 34,642

固定負債合計 2,155,042 1,775,223

負債合計 3,930,045 3,627,478



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,228,600 2,228,600

資本剰余金   

資本準備金 3,372,550 1,952,637

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 3,372,550 1,952,637

利益剰余金   

利益準備金 106,400 －

その他利益剰余金   

別途積立金 1,165,000 －

繰越利益剰余金 △2,691,312 372,752

利益剰余金合計 △1,419,912 372,752

自己株式 △42,005 △42,311

株主資本合計 4,139,232 4,511,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94,515 △47,543

繰延ヘッジ損益 △29,771 △34,642

評価・換算差額等合計 △124,286 △82,186

新株予約権 44,466 43,893

純資産合計 4,059,411 4,473,384

負債純資産合計 7,989,457 8,100,863



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 3,739,201 3,901,083

商品売上高 1,349,948 1,267,571

その他の売上高 ※1  51,953 ※1  39,568

売上高合計 5,141,103 5,208,223

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 337,923 248,138

当期製品製造原価 ※2  1,400,653 ※2  1,382,265

合計 1,738,576 1,630,403

製品他勘定振替高 ※2  27,502 ※2  41,343

製品期末たな卸高 248,138 265,994

製品売上原価 1,462,935 1,323,066

商品売上原価   

商品期首たな卸高 284,107 248,010

当期商品仕入高 823,493 768,911

合計 1,107,600 1,016,922

商品他勘定振替高 ※2  32,008 ※2  23,378

商品期末たな卸高 248,010 255,110

商品売上原価 827,581 738,433

その他売上原価 3,141 19,240

売上原価合計 2,293,658 2,080,741

売上総利益 2,847,444 3,127,482

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 46,026 51,749

販売促進費 34,522 26,276

試供品費 ※2  44,162 ※2  53,718

貸倒引当金繰入額 2,573 74,697

役員報酬 137,967 113,784

給料及び手当 615,870 668,528

福利厚生費 101,774 105,347

旅費及び交通費 118,489 124,049

賃借料 108,590 107,702

減価償却費 93,711 63,477

研究開発費 ※3  906,447 ※3  917,883

その他 401,968 375,139

販売費及び一般管理費合計 2,612,104 2,682,354

営業利益 235,340 445,128



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 36,689 ※4  17,153

有価証券利息 7,394 2,485

受取賃貸料 ※4  12,980 ※4  13,500

為替差益 9,817 －

保険配当金 － 6,147

その他 9,260 9,050

営業外収益合計 76,141 48,336

営業外費用   

支払利息 32,237 42,273

投資事業組合運用損 7,014 23,789

為替差損 － 28,405

賃貸収入原価 7,815 7,513

その他 978 395

営業外費用合計 48,046 102,376

経常利益 263,435 391,087

特別利益   

投資有価証券売却益 3,393 2,337

新株予約権戻入益 382 573

固定資産売却益 － ※5  38

債務保証損失引当金戻入額 － 140,000

特別利益合計 3,775 142,949

特別損失   

たな卸資産評価損 166,930 －

貸倒引当金繰入額 359,062 130,000

債務保証損失引当金繰入額 140,000 －

固定資産除却損 ※6  24,314 ※6  1,004

投資有価証券評価損 1,083,197 17,898

関係会社株式評価損 694,084 1,530

減損損失 ※7  437,742 －

特別損失合計 2,905,333 150,433

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,638,121 383,604

法人税、住民税及び事業税 10,812 10,852

法人税等調整額 112,527 －

法人税等合計 123,339 10,852

当期純利益又は当期純損失（△） △2,761,460 372,752



製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 原材料費    629,346  42.6  732,793  50.8

Ⅱ 労務費    387,136  26.2  376,185  26.1

Ⅲ 経費 ※１  461,795  31.2  332,527  23.1

当期総製造費用    1,478,278  100.0  1,441,507  100.0

仕掛品期首たな卸高    569,480        446,243      

合計    2,047,759        1,887,750      

他勘定振替高 ※２  200,862        21,883      

仕掛品期末たな卸高    446,243        483,601      

当期製品製造原価    1,400,653        1,382,265      

 （注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。  （注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

項目 
前事業年度
（千円） 

特許使用料  246,486

消耗品費  85,612

減価償却費  53,251

項目
当事業年度
（千円） 

特許使用料  156,726

消耗品費  58,765

減価償却費  48,762

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりでありま

す。 

項目 
前事業年度
（千円） 

たな卸資産評価損  166,930

商品原価振替高  33,931

計  200,862

項目
当事業年度
（千円） 

商品原価振替高  21,883

（原価計算の方法） 

 当社の原価計算は、工程別製品別総合原価

計算を採用しております。 

（原価計算の方法） 

同左 



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,228,600 2,228,600

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,228,600 2,228,600

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,372,550 3,372,550

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △1,419,912

当期変動額合計 － △1,419,912

当期末残高 3,372,550 1,952,637

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 1,419,912

欠損填補 － △1,419,912

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 3,372,550 3,372,550

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － △1,419,912

当期変動額合計 － △1,419,912

当期末残高 3,372,550 1,952,637

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 106,400 106,400

当期変動額   

利益準備金の取崩 － △106,400

当期変動額合計 － △106,400

当期末残高 106,400 －

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,165,000 1,165,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △1,165,000

当期変動額合計 － △1,165,000

当期末残高 1,165,000 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 139,559 △2,691,312

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

利益準備金の取崩 － 106,400

別途積立金の取崩 － 1,165,000

欠損填補 － 1,419,912

当期純利益又は当期純損失（△） △2,761,460 372,752

当期変動額合計 △2,830,871 3,064,064

当期末残高 △2,691,312 372,752

利益剰余金合計   

前期末残高 1,410,959 △1,419,912

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

欠損填補 － 1,419,912

当期純利益又は当期純損失（△） △2,761,460 372,752

当期変動額合計 △2,830,871 1,792,664

当期末残高 △1,419,912 372,752

自己株式   

前期末残高 △1,813 △42,005

当期変動額   

自己株式の取得 △40,191 △305

当期変動額合計 △40,191 △305

当期末残高 △42,005 △42,311

株主資本合計   

前期末残高 7,010,295 4,139,232

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,761,460 372,752

自己株式の取得 △40,191 △305

当期変動額合計 △2,871,063 372,446

当期末残高 4,139,232 4,511,678



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △67,585 △94,515

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △26,929 46,971

当期変動額合計 △26,929 46,971

当期末残高 △94,515 △47,543

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △23,739 △29,771

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,032 △4,871

当期変動額合計 △6,032 △4,871

当期末残高 △29,771 △34,642

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △91,324 △124,286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,962 42,100

当期変動額合計 △32,962 42,100

当期末残高 △124,286 △82,186

新株予約権   

前期末残高 40,897 44,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,568 △573

当期変動額合計 3,568 △573

当期末残高 44,466 43,893

純資産合計   

前期末残高 6,959,869 4,059,411

当期変動額   

剰余金の配当 △69,410 －

当期純利益又は当期純損失（△） △2,761,460 372,752

自己株式の取得 △40,191 △305

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △29,394 41,527

当期変動額合計 △2,900,457 413,973

当期末残高 4,059,411 4,473,384



 該当事項はありません。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

  

  

  (2) 子会社及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(1) 子会社及び関連会社株式 

同左 

  (3) その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定） 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品・製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品 

 総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）によっております。  

（会計方針の変更）  

  当事業年度より「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日公表分）を適用してお

 ります。 

  これにより税引前当期純損失は、   

 166,930千円増加しております。 

商品・製品・原材料・仕掛品及び貯蔵品 

同左 

  

  

────── 

  

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備は除く）につい

ては、定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  建物及び構築物   ３年～50年   

  機械装置及び運搬具 ２年～８年   

  (2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左  



  

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

   (3) リース資産 

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 

 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。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

ては、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す。 

(3) リース資産 

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 

同左 

  

  (4) 長期前払費用 

均等償却 

(4) 長期前払費用 

同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

        同左 

  (2) 債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被保

証者の財政状態を勘案し、損失負担見込額

を計上しております。 

────── 

  

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。

ただし、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を採用してお

ります。 

 また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を満たしている場合に

は、振当処理をしております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

(ヘッジ手段）   （ヘッジ対象） 

金利スワップ    借入金の利息 

クーポンスワップ   外貨建債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

 当社のデリバティブに対する方針は、

借入金の金利変動リスクを回避するた

め、また外貨建による輸入実績を踏まえ

た上で、必要な範囲内で「組織規程」及

び「経理規程」並びに「職務権限規程」

の定めに従い、リスクヘッジをしており

ます。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) ヘッジ有効性評価の方法 

 主として半期毎に内部規定により、ヘ

ッジの有効性の事前及び事後テストを実

施し有効性の確認を実施しております。

ただし特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略して

おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



  

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理方法 

同左 

会計処理の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（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、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、当事業年度より「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開

始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。  

―――――― 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外費用の「その他」として表示

しておりました「投資事業組合運用損」は、営業外費用の

総額の100分の10超となったため、当事業年度より区分掲

記することに変更しました。なお、前事業年度の「投資事

業組合運用損」は3,001千円であります。  

（損益計算書） 

 前事業年度において営業外収益の「その他」として表示

しておりました「保険配当金」は、営業外収益の総額の

100分の10超となったため、当事業年度より区分掲記する

ことに変更しました。なお、前事業年度の「保険配当金」

は 千円であります。  4,994



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 国庫補助金の受入れにより取得価額より控除し  

   た固定資産の圧縮記帳累計額 

※１ 国庫補助金の受入れにより取得価額より控除し  

   た固定資産の圧縮記帳累計額 

機械及び装置       146,502 千円

工具、器具及び備品  9,580  

合計     156,083     

機械及び装置       146,502 千円

工具、器具及び備品  9,580  

合計     156,083     

当事業年度において、国庫補助金の受入れにより取

得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額はありま

せん。 

当事業年度において、国庫補助金の受入れにより取

得価額から控除した固定資産の圧縮記帳額はありま

せん。 

※２ 関係会社に対する資産及び負債 ※２ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金       96,554 千円

短期貸付金       70,000  

未収入金      72,988  

流動資産（その他）     16,515  

買掛金      50,483  

未払金 20,715  

売掛金       109,051 千円

前渡金  2,166

短期貸付金       160,000  

未収入金      139,917  

流動資産（その他）     64,265  

買掛金      57,112  

未払金 19,987  

 ３ 保証債務 

関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。 

関係会社のリース債務に対して、次のとおり債務 

保証を行っております。 

株式会社抗体研究所       100,000 千円

G&Gサイエンス株式会社 

株式会社サイクレックス 

   150,000

40,000

 

 

 ３ 保証債務 

関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のと

おり債務保証を行っております。 

  

  

関係会社のリース債務に対して、次のとおり債務 

保証を行っております。 

G&Gサイエンス株式会社       100,000 千円

G&Gサイエンス株式会社      34,148 千円 G&Gサイエンス株式会社      25,239 千円

 ４ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため日 

   本生命保険相互会社とコミットメントライン契 

   約を締結しております。この契約に基づく当事 

   業年度末の借入未実行残高は次のとおりであり 

   ます。 

────── 

貸出コミットメントの総額      400,000 千円

借入実行残高 ―  

差引額  400,000  

  



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ その他売上高の内訳は下記のとおりであります。 ※１ その他売上高の内訳は下記のとおりであります。 

特許等使用許諾料     4,485 千円

委託研究受託料       40,207  

その他      7,260  

計 51,953         

特許等使用許諾料     3,990 千円

委託研究受託料       23,768  

その他      11,808  

計     39,568     

※２ 他勘定振替高の内訳は下記のとおりであります。 ※２ 他勘定振替高の内訳は下記のとおりであります。 

試供品費      44,162 千円

製品製造原価振替     15,348  

計 59,511     

試供品費      53,718 千円

製品製造原価振替     11,003  

計 64,721     

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   は、下記のとおりであります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

   は、下記のとおりであります。 

一般管理費      906,447 千円

当期製造費用 ―  

計 906,447     

一般管理費      917,883 千円

当期製造費用 ―  

計 917,883     

研究開発費の内訳は下記のとおりであります。 研究開発費の内訳は下記のとおりであります。 

研究材料費      114,200 千円

人件費      437,186  

減価償却費       113,804  

支払手数料  121,239  

その他      120,015  

計 906,447     

研究材料費      133,704 千円

人件費      496,484  

減価償却費       61,376  

支払手数料  107,737  

その他      118,579  

計 917,883     

  

  

────── 

       

  

※４ この内、関係会社に対するもの  12,980 千円

※５ 固定資産売却益の内訳は下記のとおりであります。

※４ この内、関係会社に対するものは下記のとおりで 

   あります。  

   受取利息  9,599 千円

   受取賃貸料 13,500

   機械及び装置  38 千円

※６ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。 ※６ 固定資産除却損の内訳は下記のとおりであります。

機械及び装置     2,084 千円

工具、器具及び備品  22,230  

計 24,314     

機械及び装置     848 千円

工具、器具及び備品  156  

計 1,004     

※７ 減損損失の内訳は下記のとおりであります。 ────── 

長期前払費用      437,742 千円   



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加198,774株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加198,000株、単

元未満株式の買取りによる増加774株であります。 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式に関する事項 

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加900株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） （注）  2,260  198,774 ―  201,034

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） （注）  201,034  900 ―  201,934



 前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平

成22年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

リース取引に関する会計基準適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
機械及び
装置 
（千円） 

工具、器具

及び備品 
（千円） 

ソフト
ウェア 
（千円） 

合計
（千円）

取得価額
相当額  8,825  233,190  6,669  248,684

減価償却
累計額 
相当額 

 1,365  144,035  5,890  151,292

期末残高
相当額  7,459  89,154  778  97,392

  
機械及び装
置 
（千円） 

工具、器具及

び備品 
（千円） 

合計
（千円） 

取得価額相
当額  8,825  143,937  152,762

減価償却累
計額 
相当額 

 2,626  92,442  95,068

期末残高相
当額  6,198  51,494  57,693

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内       41,406千円

１年超  61,898

合計  103,304

１年以内        千円30,356

１年超  31,541

合計  61,898

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料       57,080千円

減価償却費相当額  48,951

支払利息相当額  7,349

支払リース料        千円43,770

減価償却費相当額  37,479

支払利息相当額  4,720

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

減価償却費相当額の算定方法 

同左 

利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

利息相当額の算定方法 

同左 

ファイナンス・リース取引 

（借主側）  

(1)リース資産の内容 

 ・有形固定資産 

 臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業におけ

る測定機器（工具、器具及び備品）であります。 

(2)リース資産の減価償却の方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として

算定する方法によっております。 

ファイナンス・リース取引 

（借主側）  

(1)リース資産の内容 

 ・有形固定資産 

同左 

  

(2)リース資産の減価償却の方法 

同左 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）



 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益又は当期純損失（△） 

 該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額      234.05円       円 258.23

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）     △159.83円      円 21.73

   潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、1株当たり当

期純損失であり、また希薄化効果

を有している潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

項目 前事業年度 当事業年度

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円）  4,059,411  4,473,384

普通株式に係る純資産額（千円）  4,014,945  4,429,491

差額の主な内訳（千円）            

新株予約権  44,466  43,893

普通株式の発行済株式数（株）  17,355,000  17,355,000

普通株式の自己株式数（株）  201,034  201,934

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数

（株） 
 17,153,966  17,153,066

項目 前事業年度 当事業年度

損益計算書上の当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △2,761,460  372,752

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △2,761,460  372,752

普通株式の期中平均株式数（株）  17,277,004  17,153,921

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

潜在株式の数 534,000株 

新株予約権 

潜在株式の数 株 531,000

（重要な後発事象）



(1) 役員の異動 

      該当事項はありません。 

(2) 生産、受注及び販売の状況 

  

① 生産実績 

  

  ② 受注の状況 

   見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

６．その他

品目 

前連結会計年度
 自平成20年４月１日 
 至平成21年３月31日 

当連結会計年度
自平成21年４月１日  
至平成22年３月31日  

比較増減

生産高（千円） 構成比（％） 生産高（千円）  構成比（％） 金額（千円）

基礎研究用試薬  860,310  21.3  854,596  19.1 △5,714

自己免疫疾患検査試薬  2,225,728  55.1  2,571,779  57.5  346,051

血漿蛋白定量検査試薬  59,325  1.5  7,495  0.2 △51,830

ウィルス・感染症検査試薬  171,042  4.2  170,333  3.8 △709

血液学的検査試薬  102,546  2.5  92,781  2.0 △9,764

腫瘍マーカー  258,272  6.4  345,223  7.7  86,951

製造受託  353,197  8.8  388,709  8.7  35,512

その他  8,083  0.2  43,760  1.0  35,676

合計  4,038,506  100.0  4,474,680  100.0  436,173



  ③ 販売実績 

  

  

品目 

前連結会計年度
 自平成20年４月１日 
 至平成21年３月31日 

当連結会計年度
自平成21年４月１日  
至平成22年３月31日  

比較増減

売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円）  構成比（％） 金額（千円）

臨床検査薬及び 
基礎研究用試薬周辺事業           

（製品）           

基礎研究用試薬  569,391  9.7  514,236  8.4 △55,155

自己免疫疾患検査試薬  2,097,881  35.6  2,461,308  40.4  363,427

血漿蛋白定量検査試薬  63,154  1.1  7,417  0.1 △55,736

ウィルス・感染症検査試薬  163,643  2.8  176,329  2.9  12,686

血液学的検査試薬  105,433  1.8  97,227  1.6 △8,205

腫瘍マーカー  254,836  4.3  314,021  5.2  59,184

製造受託  343,817  5.8  385,712  6.3  41,895

その他  10,015  0.2  21,295  0.3  11,280

（商品）            

基礎研究用試薬  977,853  16.6  1,149,858  18.9  172,004

自己免疫疾患検査試薬  417,388  7.1  419,035  6.9  1,646

血漿蛋白定量検査試薬  132,802  2.3  123,245  2.0 △9,556

ウィルス・感染症検査試薬  17,326  0.3  18,379  0.3  1,052

血液学的検査試薬  2,758  0.1  3,218  0.1  459

腫瘍マーカー  47,096  0.8  85,553  1.4  38,457

細胞診解析関連  356,038  6.0  65,370  1.1 △290,668

その他  24,771  0.4  63,609  1.0  38,837

（その他）  248,706  4.2  143,933  2.4 △104,772

小計  5,832,914  99.1  6,049,751  99.3  216,836

投資関連事業  53,033  0.9  43,942  0.7 △9,091

合計  5,885,947  100.0  6,093,693  100.0  207,745
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