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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 14,010 0.9 1,580 26.2 1,570 16.1 916 20.9
22年3月期第2四半期 13,890 3.2 1,252 7.5 1,352 0.5 757 3.7

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

23年3月期第2四半期 50.44 50.27
22年3月期第2四半期 41.75 41.64

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

23年3月期第2四半期 29,996 19,883 66.0 1,089.81
22年3月期 29,314 19,275 65.5 1,057.09

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  19,796百万円 22年3月期  19,195百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00

23年3月期 ― 12.00

23年3月期 
（予想）

― 13.00 25.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 27,080 0.9 2,040 7.2 2,050 1.9 1,250 2.9 68.81



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半
期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信
【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q  21,770,719株 22年3月期  21,770,719株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,605,174株 22年3月期  3,611,683株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  18,162,800株 22年3月期2Q  18,156,545株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とした新興国の経済成長や政府の経済対策に支え

られ、緩やかな回復基調となりました。しかし、第２四半期後半は、長びく雇用情勢や所得水準の低迷に加えて、

世界的な金融不安を背景に、輸出企業の想定を上回る円高が進行し、企業業績の下振れ懸念や株式市場の低迷な

ど、依然として先行きの不透明感が払拭されない状況となっております。 

臨床検査薬業界におきましては、平成22年度の診療報酬改定で10年ぶりのプラス改定となりましたが、検査実施

料では小幅な引き下げが見られ、より一層の経営の効率化と合理化が求められる状況となっております。 

   このような環境の下、当社グループは、新経営構想“EIKEN ROAD MAP 2009”の方針に基づいて、国内市場での主

力製品の売上拡大に努めるとともに、欧米諸国を中心に海外展開の拡大を図ってまいりました。 

これらの結果といたしまして、当第２四半期連結累計期間における売上高は140億10百万円（前年同期比0.9％

増）となりました。 

製品の種類別区分ごとの売上高では、細菌学的検査用試薬は、薬剤感受性検査用試薬が売上に寄与し、22億98百

万円（同1.2％増）となりました。一般検査用試薬は、全自動尿分析装置用の専用試薬「ウロペーパーα」の売上

が堅調に推移し、10億１百万円（同2.1％増）となりました。免疫血清学的検査用試薬は、主力製品の便潜血検査

用試薬及び東ソー株式会社から導入・販売している医療機器の専用試薬（AIA関連試薬、HbA1c試薬）が堅調に推移

したことに加えて、汎用自動分析装置用の免疫試薬である「LZテスト‘栄研’シリーズ」が伸長し、78億64百万円

（同2.0％増）となりました。生化学的検査用試薬は、価格競争の激化と分析装置の進歩による試薬使用量の減少

の影響を受け、４億18百万円（同8.2％減）となりました。器具・食品環境関連培地は、価格競争の激化が影響

し、12億36百万円（同6.4％減）となりました。その他（医療機器・遺伝子関連等）は、医療機器の販売が伸び、

11億91百万円（同3.8％増）となりました。 

なお、海外向け売上高は、米国及び欧州を中心に便潜血検査用試薬・装置を展開しましたが、米国での便潜血測

定装置「OCセンサーDIANA」の展開が当初の予定より遅れていることも影響し、６億86百万円（同3.1％減）となり

ました。 

費用面では、仕入商品など原価率の比較的高い製品の販売が増加する傾向が続くなかで、製造原価の低減に努め

た結果、売上原価率は前年同期比1.1ポイント改善いたしました。また、販売費及び一般管理費については、経費

の効率的な使用により、前年同期比2.8％削減いたしました。 

 その結果、営業利益は15億80百万円（同26.2％増）、経常利益は15億70百万円（同16.1％増）、四半期純利益は

９億16百万円（同20.9％増）となりました。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

    当第２四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。 

 前連結会計年度末に比べ総資産は６億82百万円の増加、負債は73百万円の増加、純資産は６億８百万円増加いた

しました。自己資本比率は前連結会計年度末の65.5％から66.0％となりました。 

 増減の主なものとして、資産の部では、売上の増加により受取手形及び売掛金が７億28百万円増加、たな卸資産

が商品及び製品で２億67百万円減少、仕掛品で28百万円減少しております。負債の部では、法人税等の納付により

未払法人税等が１億25百万円減少、固定負債のその他に含まれるリース債務が１億40百万円増加しております。純

資産の部では、配当金の支払があったものの、四半期純利益の計上により利益剰余金が６億78百万円増加いたしま

した。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に売上債権の増加が７億30百万円あ

ったものの、税金等調整前四半期純利益が15億28百万円あったことにより、前連結会計年度末に比べ１億62百万円

増加し71億99百万円となりました。 

 当第２四半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。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金は、６億42百万円の増加（前年同四半期は８億55百万円の増加）となりました。これは主

に、売上債権の増加により７億30百万円の減少があったものの、税金等調整前四半期純利益が15億28百万円あった

ことと、たな卸資産の減少により２億96百万円の増加があったことによります。 

    なお、減価償却費は４億22百万円、発生いたしました。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金は、１億78百万円の減少（前年同四半期は２億57百万円の減少）となりました。これは主

に、生産設備等の設備投資による支出が１億71百万円あったことによります。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金は、２億69百万円の減少（前年同四半期は１億92百万円の減少）となりました。これは主

に、配当金の支払額が２億36百万円あったことによります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、平成22年４月27日公表の業績予想から変更はありませ

ん。  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①棚卸資産の評価方法 

   当第２四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、前連結会計年度末の実地棚卸高を

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。 

  

  ②税金費用の計算 

   税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結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。 

  

  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ０百万円、税金等調整前四半期純

利益は11百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は29百万円であり

ます。  

  

②表示方法の変更（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

   該当事項はありません。  
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,199 7,037

受取手形及び売掛金 8,883 8,154

商品及び製品 2,477 2,745

仕掛品 911 940

原材料及び貯蔵品 611 610

その他 1,232 1,062

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 21,314 20,549

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,765 12,783

減価償却累計額 △9,260 △9,148

建物及び構築物（純額） 3,505 3,635

機械装置及び運搬具 5,115 5,204

減価償却累計額 △4,396 △4,441

機械装置及び運搬具（純額） 718 762

工具、器具及び備品 2,822 2,882

減価償却累計額 △2,556 △2,584

工具、器具及び備品（純額） 266 298

その他（純額） 1,503 1,280

有形固定資産合計 5,993 5,976

無形固定資産 390 430

投資その他の資産   

その他 2,305 2,424

貸倒引当金 △6 △6

投資損失引当金 － △58

投資その他の資産合計 2,298 2,358

固定資産合計 8,682 8,765

資産合計 29,996 29,314
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,342 5,261

未払法人税等 685 811

賞与引当金 657 662

返品調整引当金 4 5

資産除去債務 1 －

その他 1,981 2,022

流動負債合計 8,673 8,763

固定負債   

環境対策引当金 3 －

資産除去債務 28 －

その他 1,407 1,276

固定負債合計 1,439 1,276

負債合計 10,113 10,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,897 6,897

資本剰余金 7,892 7,892

利益剰余金 8,528 7,849

自己株式 △3,425 △3,431

株主資本合計 19,892 19,207

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 28

為替換算調整勘定 △99 △40

評価・換算差額等合計 △95 △11

新株予約権 86 79

純資産合計 19,883 19,275

負債純資産合計 29,996 29,314
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 13,890 14,010

売上原価 8,166 8,084

売上総利益 5,724 5,926

販売費及び一般管理費 4,471 4,345

営業利益 1,252 1,580

営業外収益   

受取利息 2 0

受取配当金 4 2

受取家賃 － 6

デリバティブ評価益 9 －

補助金収入 17 －

その他 69 22

営業外収益合計 104 32

営業外費用   

支払利息 1 3

保険解約損 1 －

為替差損 － 34

コミットメントフィー 1 －

その他 0 4

営業外費用合計 4 42

経常利益 1,352 1,570

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 5

貸倒引当金戻入額 12 0

投資有価証券受贈益 － 14

特別利益合計 13 19

特別損失   

固定資産除売却損 17 10

投資有価証券評価損 － 37

投資損失引当金繰入額 58 －

その他 － 14

特別損失合計 76 61

税金等調整前四半期純利益 1,289 1,528

法人税等 531 612

少数株主損益調整前四半期純利益 － 916

少数株主利益 － －

四半期純利益 757 916
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,289 1,528

減価償却費 444 422

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 0

返品調整引当金の増減額（△は減少） △0 △1

投資損失引当金の増減額（△は減少） 58 △58

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △5

受取利息及び受取配当金 △7 △3

支払利息 1 3

デリバティブ評価損益（△は益） △9 －

固定資産除売却損益（△は益） 17 10

投資有価証券評価損益（△は益） － 37

投資有価証券売却損益（△は益） － △5

投資有価証券受贈益 － △14

売上債権の増減額（△は増加） △1,152 △730

たな卸資産の増減額（△は増加） 620 296

仕入債務の増減額（△は減少） 14 81

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他 1 △214

小計 1,250 1,362

利息及び配当金の受取額 7 3

利息の支払額 △1 △3

法人税等の支払額 △400 △728

法人税等の還付額 － 9

営業活動によるキャッシュ・フロー 855 642

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 △302 △171

無形固定資産の取得による支出 △47 △9

投資有価証券の売却による収入 － 14

長期預金の払戻による収入 100 －

その他 △7 △11

投資活動によるキャッシュ・フロー △257 △178

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △181 △236

その他 △10 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △192 △269

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 381 162

現金及び現金同等物の期首残高 5,418 7,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,799 7,199
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 該当事項はありません。 

  

  

当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントとなるため、記載は省略しております。 

  

（追加情報）  

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

  

 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

（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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生産、受注及び販売の状況 

 当社グループは、検査薬事業のみの単一セグメントとなるため、生産、受注及び販売の状況については製品の種類

別区分ごとに記載しております。  

(1) 生産実績  

当第２四半期連結累計期間における生産実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。 

(注) １．金額は、売価換算値で表示しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。  

(2) 商品仕入実績 

当第２四半期連結累計期間における商品仕入実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。

(注) 本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 受注状況  

生産計画による見込生産を行っているため、受注生産は行っておりません。 

  

４．補足情報

製品の種類別区分の名称 

当第２四半期連結累計期間 

前年同期比（％）（自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日）

細菌学的検査用試薬（百万円）  1,897  99.6

一般検査用試薬（百万円）  1,013  122.0

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  3,054  99.8

生化学的検査用試薬（百万円）  37  90.1

器具・食品環境関連培地（百万円）  517  81.3

その他（百万円）  98  142.8

合計（百万円）  6,619   101.2

製品の種類別区分の名称 
当第２四半期連結累計期間 

前年同期比（％） （自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日）

細菌学的検査用試薬（百万円）  301  131.8

一般検査用試薬（百万円）  2  300.5

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  3,048  102.9

生化学的検査用試薬（百万円）  152  83.6

器具・食品環境関連培地（百万円）  546  107.6

その他（百万円）  877  105.6

 合計（百万円）  4,929  104.6
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(4) 販売実績 

当第２四半期連結累計期間における販売実績を製品の種類別区分ごとに示すと、次のとおりであります。  

(注) １．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び

当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

  

  

  

製品の種類別区分の名称 
当第２四半期連結累計期間 

前年同期比（％） （自 平成22年４月１日

至 平成22年９月30日）

細菌学的検査用試薬（百万円）  2,298  101.2

一般検査用試薬（百万円）  1,001  102.1

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  7,864  102.0

生化学的検査用試薬（百万円）  418  91.8

器具・食品環境関連培地（百万円）  1,236  93.6

その他（百万円）  1,191  103.8

合計（百万円）  14,010  100.9

相手先 

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 （自 平成22年４月１日

至 平成21年９月30日） 至 平成22年９月30日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％） 

㈱スズケン  2,022  14.6  1,972  14.1

東邦薬品㈱  1,677  12.1  1,761  12.6

アルフレッサ㈱  1,666  12.0  1,747  12.5
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