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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 81,981 9.9 11,431 7.7 11,654 7.1 6,410 △4.1

22年3月期第2四半期 74,618 0.8 10,612 48.6 10,883 44.2 6,681 67.2

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 110.12 110.05
22年3月期第2四半期 114.79 ―

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 148,423 99,330 66.7 1,700.94
22年3月期 137,089 95,362 69.4 1,633.58

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  99,019百万円 22年3月期  95,092百万円

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 ― 29.00 ― 31.00 60.00
23年3月期 ― 31.00

23年3月期 
（予想）

― 31.00 62.00

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  有  
 

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 164,700 10.5 20,200 2.0 20,500 1.5 11,600 0.1 199.27



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  有  

（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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前
提としております。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】３ペ
ージ「（３）連結業績予想に関する定性的情報｝」を参照して下さい。 

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

新規 1社 （社名 Innogenetics NV ）、 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  58,446,666株 22年3月期  58,441,866株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  232,046株 22年3月期  230,851株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  58,212,285株 22年3月期2Q  58,211,372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世界経済は、先進国において景気減速懸念が拡がる一方、新興国では成長

基調を維持しており、ばらつきはあるものの全体として回復基調が続いております。わが国においては、政策効

果による個人消費の拡大は見られるものの、円高の進行などから先行き不透明な状況で推移しております。 

臨床検査業界におきましては、長期にわたる医療費の抑制、医療提供側の経営状況の悪化及び同業他社との競

争の激化を反映して、厳しい事業環境が継続しております。 

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

り組んでまいりました。 

これらの結果といたしまして、当第２四半期連結累計期間の売上高は81,981百万円(前年同四半期比9.9％増)と

なりました。受託臨床検査事業において株式会社日本医学臨床検査研究所を子会社化したこと、また、ヘルスケ

ア事業においてケアレックス株式会社を子会社化したことなどが主要因で増収となりました。利益面では、受託

臨床検査事業における増収に伴う利益増及び同事業における固定費削減等により、結果として営業利益は11,431

百万円(前年同四半期比7.7％増)、経常利益11,654百万円(前年同四半期比7.1％増)となりました。一方、四半期

純利益は資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上したことなどから、6,410百万円(前年同四

半期比4.1％減)となりました。  

以下、事業別の概況をご報告申し上げます。 

  

(セグメントの状況) 

■臨床検査薬事業 

海外子会社においてOEM・中間製品の販売が堅調であった一方、前第２四半期連結累計期間に見られた新型イン

フルエンザの流行によるインフルエンザ検査薬の販売増が、当第２四半期連結累計期間には見られなかったこと

から、売上高は減収となりました。 

利益面では、インフルエンザ検査薬の減収に伴う利益減により、減益となりました。これらの結果、売上高は

15,962百万円（前年同四半期比2.0％減）、営業利益は4,037百万円（前年同四半期比6.8％減）となりました。 

  

■受託臨床検査事業 

株式会社日本医学臨床検査研究所を子会社化したこと、また、検査受託が堅調であったことから増収となりま

した。利益面では、増収に伴う利益増及び固定費の削減が主要因となり、増益となりました。これらの結果、売

上高は52,209百万円（前年同四半期比12.1％増）、営業利益は5,766百万円（前年同四半期比20.5％増）となりま

した。 

  

■ヘルスケア関連事業 

滅菌事業につきましては、継続して受託病院の新規獲得に努めた結果、売上高は6,489百万円（前年同四半期比

6.7％増）となりました。 

治験事業につきましては、引き続き新規案件の獲得に注力した一方、既受注案件の治験の一部に発現遅延が見

られたことから、売上高はほぼ前年並みの2,808百万円となりました。 

また、介護関連事業を営むケアレックス株式会社を平成21年10月に子会社化したことから、増収に寄与しまし

た。 

これらの結果、ヘルスケア関連事業の売上高は13,809百万円（前年同四半期比17.4％増）、営業利益は1,606百

万円（前年同四半期比8.1％増）となりました。 

  

１．当四半期決算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  

① 資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ11,334百万円増加し、148,423百万円となりました。そ

の主な要因は、有価証券の減少13,199百万円があった一方、無形固定資産の増加9,477百万円、受取手形及び売

掛金の増加5,286百万円、有形固定資産の増加5,165百万円及び現金及び預金の増加3,857百万円があったためで

す。  

当第２四半期末の負債は、前連結会計年度末に比べ7,366百万円増加し、49,092百万円となりました。その主

な要因は、法人税等の支払に伴う未払法人税等の減少1,349百万円があった一方、その他固定負債の増加2,243

百万円、未払金の増加1,952百万円、その他流動負債の増加1,262百万円、社債の増加910百万円、退職給付引当

金の増加798百万円、短期借入金の増加770百万円及び資産除去債務の増加636百万円があったためです。 

当第２四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ3,968百万円増加し、99,330百万円となりました。その

主な要因は、配当金の支払1,804百万円及び為替換算調整勘定の減少547百万円があった一方、当第２四半期純

利益6,410百万円があったためであります。  

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.7％減少し、66.7％となりました。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ9,609百万円減

少し、29,891百万円となりました。   
     

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は8,879百万円（前年同四半期10,677百万円の獲得）となりました。その主な要

因は、法人税等の支払3,565百万円及び売上債権の増加2,178百万円があった一方、税金等調整前四半期純利益

10,747百万円及び非資金支出項目である減価償却費4,576百万円があったためであります。  
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動により使用した資金は15,988百万円（前年同四半期2,018百万円の使用）となりました。その主な要

因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出11,197百万円及び有形固定資産の取得による支出

3,453百万円があったためであります。  
    

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動により使用した資金は2,292百万円（前年同四半期2,271百万円の使用）となりました。その主な要

因は、配当金の支払1,800百万円があったためであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月11日に公表いたしました平成23年３月期の連結業績予想につきまして、以下の通り修正いたしま

す。 

  

＜修正の理由＞ 

平成23年３月期の連結業績は、当社の事業子会社である富士レビオ株式会社が本年９月に株式取得した

Innogenetics NVの業績が当第３四半期連結会計期間以降の連結業績に寄与する見通しであることから、上記の通

り予想を修正いたします。 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異な

る結果となる可能性があります。  

  (％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 

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 164,700 10.5 20,200 2.0 20,500 1.5 11,600 0.1 199 27
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（１）重要な子会社の異動の概要 

当第２四半期連結会計期間より、Innogenetics NVは株式を取得したため、連結の範囲に含めております。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

イ．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

ロ．棚卸資産の評価方法 

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

簿価切下げを行う方法によっております。 

ハ．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

ニ．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

す。  

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

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

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

ホ．連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

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

を行わないで相殺消去しております。 

  

② 特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（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、営業利益及び経常利益がそれぞれ30百万円減少し、税金等調整前四半期純利益が796百万円減少

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651百万円であります。  

  

②「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）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。  

  

③ 企業結合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「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「「研究開発費等に係る会

計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業

会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10

号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

２．その他の情報
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３．連結財務諸表等 
（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 19,458 15,601

受取手形及び売掛金 31,198 25,911

有価証券 10,700 23,899

商品及び製品 4,898 4,998

仕掛品 4,359 3,948

原材料及び貯蔵品 3,715 3,243

その他 7,034 7,701

貸倒引当金 △239 △45

流動資産合計 81,126 85,258

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,706 11,969

工具、器具及び備品（純額） 7,437 7,158

土地 8,832 7,649

その他（純額） 6,200 3,233

有形固定資産合計 35,176 30,010

無形固定資産   

のれん 9,432 4,685

ソフトウエア 5,344 6,009

その他 7,270 1,873

無形固定資産合計 22,046 12,568

投資その他の資産   

投資有価証券 1,724 1,751

その他 8,504 7,532

貸倒引当金 △155 △32

投資その他の資産合計 10,073 9,251

固定資産合計 67,296 51,830

資産合計 148,423 137,089
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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 9,816 9,471

短期借入金 2,771 2,001

1年内償還予定の社債 270 －

未払金 7,433 5,480

未払法人税等 3,952 5,301

賞与引当金 4,035 4,242

その他 6,611 5,349

流動負債合計 34,892 31,847

固定負債   

社債 640 －

長期借入金 280 252

退職給付引当金 6,047 5,249

役員退職慰労引当金 － 25

資産除去債務 636 －

その他 6,595 4,352

固定負債合計 14,200 9,879

負債合計 49,092 41,726

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,673 7,666

資本剰余金 23,395 23,388

利益剰余金 70,338 65,732

自己株式 △495 △491

株主資本合計 100,911 96,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80 62

為替換算調整勘定 △1,811 △1,264

評価・換算差額等合計 △1,892 △1,202

新株予約権 311 270

純資産合計 99,330 95,362

負債純資産合計 148,423 137,089

みらかホールディングス㈱ （4544）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

6



（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 74,618 81,981

売上原価 46,181 51,744

売上総利益 28,436 30,236

販売費及び一般管理費 17,823 18,805

営業利益 10,612 11,431

営業外収益   

受取利息 12 13

受取配当金 20 21

保険配当金 111 111

持分法による投資利益 15 2

その他 174 216

営業外収益合計 333 366

営業外費用   

支払利息 11 32

賃貸費用 22 21

投資事業組合運用損 14 11

その他 15 77

営業外費用合計 63 143

経常利益 10,883 11,654

特別利益   

固定資産売却益 2 0

投資有価証券売却益 － 7

退職給付制度改定益 342 －

その他 12 4

特別利益合計 358 12

特別損失   

固定資産除却損 74 112

固定資産売却損 － 0

減損損失 78 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 765

その他 33 41

特別損失合計 187 919

税金等調整前四半期純利益 11,054 10,747

法人税、住民税及び事業税 4,767 4,338

法人税等調整額 △403 △1

法人税等合計 4,363 4,336

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,410

少数株主利益 9 －

四半期純利益 6,681 6,410
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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 11,054 10,747

減価償却費 4,224 4,576

のれん償却額 229 344

賞与引当金の増減額（△は減少） 411 △325

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 8

貸倒引当金の増減額（△は減少） △138 △1

受取利息及び受取配当金 △32 △35

持分法による投資損益（△は益） △15 △2

支払利息 11 32

固定資産除却損 74 112

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 765

売上債権の増減額（△は増加） △1,159 △2,178

たな卸資産の増減額（△は増加） △494 342

仕入債務の増減額（△は減少） △391 △861

未払消費税等の増減額（△は減少） － △401

その他の流動資産の増減額（△は増加） △470 △562

その他の流動負債の増減額（△は減少） △504 △360

その他 △54 240

小計 12,759 12,443

利息及び配当金の受取額 435 34

利息の支払額 △12 △32

法人税等の支払額 △2,505 △3,565

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,677 8,879

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 △1,448 △3,453

無形固定資産の取得による支出 △452 △981

子会社株式の取得による支出 △195 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △11,197

その他 77 △355

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,018 △15,988

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △678 △65

株式の発行による収入 4 12

自己株式の取得による支出 △2 △3

配当金の支払額 △1,511 △1,800

その他 △83 △435

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,271 △2,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △158 △208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,227 △9,609

現金及び現金同等物の期首残高 27,425 39,500

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,653 29,891
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該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】  

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） 

（注）事業区分の方法 

事業は役務又は商品等の内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

  

【所在地別セグメント情報】  

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） 

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

記載を省略しております。 

  

【海外売上高】  

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） 

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

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
臨床検査 
薬事業 

（百万円） 

受託臨床
検査事業 
（百万円） 

その他
の事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  16,284  46,566  11,767  74,618  －  74,618

(2)セグメント間の内部売上 

高又は振替高 
 1,454  939  47  2,441  (2,441)  －

計  17,738  47,505  11,814  77,059  (2,441)  74,618

営業利益  4,333  4,786  1,486  10,606  6  10,612

事業区分 主要役務又は商品 

臨床検査薬事業 検査試薬・検査システムの製造販売 

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

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

菌サ－ビス、治験支援、診療所開設・運営支援 
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【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

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） 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社グループは、純粋持株会社である当社による事業活動の支配・管理の下、富士レビオ株式会社に臨床検査

薬事業の本部を置き、また、株式会社エスアールエルに受託臨床検査事業及びヘルスケア関連事業の本部を置

き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて国内及び海外の戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。 

したがって、当社グループは、それぞれの本部を基礎とした事業別のセグメントから構成されており、「臨床

検査薬事業」、「受託臨床検査事業」及び「ヘルスケア関連事業」の３つを報告セグメントとしております。  

「臨床検査薬事業」は、臨床検査薬の製造・販売を行っております。「受託臨床検査事業」は、医療機関から

検査を受託しております。「ヘルスケア関連事業」においては、滅菌事業、治験事業、健診機関業務の請負及び

介護用品のレンタル等の事業を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（注）１．セグメント利益の調整額20百万円は、セグメント間取引消去898百万円及び各報告セグメントに配分して

いない全社費用△878百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。   

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

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） 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

「臨床検査薬事業」セグメントにおいて、富士レビオ株式会社による株式取得により、Innogenetics NV及

び同社子会社を取得いたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期連結会計期間にお

いては、4,262百万円であります。   

（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。  

  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
調整額 
（注）１  

四半期連結
損益計算書 
計上額  
（注）２ 

臨床検査 
薬事業  

受託臨床
検査事業 

ヘルスケア
関連事業 

計

売上高        

外部顧客への売上高 15,962 52,209 13,809 81,981  － 81,981

セグメント間の内部売上高
又は振替高 1,488 941 78 2,507  △2,507 －

計 17,451 53,150 13,887 84,489  △2,507 81,981

セグメント利益 4,037 5,766 1,606 11,410  20  11,431

（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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