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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 2,950 3.8 151 41.2 34 △16.7 4 △70.3

22年3月期第2四半期 2,841 4.0 107 51.2 41 13.1 13 ―

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 0.24 ―

22年3月期第2四半期 0.80 ―

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 8,492 4,322 50.1 248.21
22年3月期 8,246 4,406 52.7 253.16

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  4,257百万円 22年3月期  4,342百万円

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 ― 0.00 ― 4.00 4.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 4.00

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 6,273 3.0 580 21.0 475 47.3 340 27.8 19.86



(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  無  
（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報告書のレビュー手続の対象外であります。なお、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報告書のレビュー手続は終了しております。 

※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、【添付資料】P.2「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】P.2「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  17,355,000株 22年3月期  17,355,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  203,913株 22年3月期  201,934株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  17,152,017株 22年3月期2Q  17,153,966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（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）のわが国経済は、政府の景気刺激策や

中国をはじめとするアジア諸国を中心とした外需により、企業業績や設備投資に改善傾向が見られたものの、円高

の進行による国内経済の下振れの懸念が強まりました。 

こうしたなか、当第２四半期連結累計期間の売上高は29億50百万円（前年同期比103.8％）、営業利益151百万円

（前年同期比141.2％）、経常利益34百万円（前年同期比83.3％）、四半期純利益4百万円（前年同期比29.7％）と

なりました。 

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（試薬事業） 

臨床検査薬分野では、主力の自己免疫疾患検査試薬の販売がほぼ前年並みだったものの、腫瘍マーカーの中核製

品である抗p53抗体検査試薬の需要が引き続き堅調であったことなどから、業績は概ね予想どおりに推移いたしま

した。 

基礎研究用試薬分野の売上高は、自社製品（抗体及びキット）、テトラマー試薬、グループ企業と共同で行って

いる総合受託サービスなどが伸長したものの、一部品目で前年割れとなったことから、合計で、前年同期比横ばい

となりました。 

細胞診関連分野では、子宮頚部細胞採取ブラシと抗ミュラー管ホルモン測定試薬の販売が大幅伸長したことか

ら、全体の売上高が前年同期を大きく上回りました。 

以上の結果、試薬事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は29億46百万円、セグメント利益は1億60百万円と

なりました。 

（その他事業） 

その他事業においては、投資事業における手数料収入の減少により、当第２四半期連結累計期間の売上高は3百

万円、営業損失は9百万円となりました。 

  

（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資産合計は、84億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億45百万円増加い

たしました。流動資産合計は、56億79百万円となり、3億14百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金

の増加5億17百万円によるものであります。 

固定資産合計は、28億12百万円となり、69百万円減少いたしました。これは主に、建物及び構築物（純額）、機

械装置及び運搬具（純額）、のれんの減少によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、41億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億30百万円増加い

たしました。これは主に、長期借入金の増加2億67百万円によるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、43億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ84百万円減少いた

しました。これは第１四半期連結会計期間における配当金の支払等によるものであります。 

これらの結果、自己資本比率は50.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月2日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

（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 

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 

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。 

これに伴う損益に与える影響はありません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第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 2,411,173 1,893,417

受取手形及び売掛金 1,520,293 1,782,165

有価証券 21,796 1,930

商品及び製品 810,076 759,274

仕掛品 537,534 513,125

原材料及び貯蔵品 310,060 300,791

その他 84,135 127,483

貸倒引当金 △15,148 △13,161

流動資産合計 5,679,921 5,365,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 607,331 631,536

機械装置及び運搬具（純額） 105,954 126,773

土地 54,619 55,031

リース資産（純額） 87,779 90,784

建設仮勘定 27,704 －

その他（純額） 216,499 175,692

有形固定資産合計 1,099,887 1,079,819

無形固定資産   

のれん 193,173 223,077

その他 215,944 233,824

無形固定資産合計 409,117 456,901

投資その他の資産   

投資有価証券 234,031 284,469

長期貸付金 343,295 354,610

長期前払費用 337,303 323,589

その他 612,452 612,833

貸倒引当金 △223,641 △230,476

投資その他の資産合計 1,303,441 1,345,025

固定資産合計 2,812,447 2,881,746

資産合計 8,492,369 8,246,775



（単位：千円）

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 240,317 220,805

短期借入金 1,353,635 1,359,461

未払法人税等 17,286 24,338

その他 416,950 366,238

流動負債合計 2,028,189 1,970,844

固定負債   

長期借入金 1,976,476 1,709,029

その他 165,678 160,186

固定負債合計 2,142,155 1,869,216

負債合計 4,170,345 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 1,952,637 1,952,637

利益剰余金 313,595 378,155

自己株式 △42,975 △42,311

株主資本合計 4,451,858 4,517,081

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △70,603 △58,171

繰延ヘッジ損益 △44,019 △34,642

為替換算調整勘定 △80,223 △81,720

評価・換算差額等合計 △194,845 △174,535

新株予約権 43,893 43,893

少数株主持分 21,118 20,275

純資産合計 4,322,024 4,406,715

負債純資産合計 8,492,369 8,246,775



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 2,841,867 2,950,638

売上原価 972,024 994,111

売上総利益 1,869,842 1,956,527

販売費及び一般管理費 1,762,332 1,804,696

営業利益 107,509 151,831

営業外収益   

受取利息 6,279 5,683

受取補償金 3,360 －

その他 4,633 8,958

営業外収益合計 14,273 14,641

営業外費用   

支払利息 34,259 20,601

持分法による投資損失 24,495 33,611

為替差損 13,299 66,509

その他 8,703 11,595

営業外費用合計 80,758 132,318

経常利益 41,024 34,154

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,067 4,784

国庫補助金 － 4,010

投資有価証券売却益 508 2,446

新株予約権戻入益 191 －

特別利益合計 8,766 11,241

特別損失   

固定資産除却損 192 798

特別損失合計 192 798

税金等調整前四半期純利益 49,599 44,597

法人税、住民税及び事業税 36,487 38,864

法人税等合計 36,487 38,864

少数株主損益調整前四半期純利益 － 5,732

少数株主利益又は少数株主損失（△） △538 1,679

四半期純利益 13,650 4,052



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 49,599 44,597

減価償却費 128,925 154,055

のれん償却額 29,751 29,904

投資事業組合運用損益（△は益） 10,469 9,070

固定資産除却損 192 798

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,331 △4,848

受取利息及び受取配当金 △6,691 △6,150

支払利息 34,259 20,601

為替差損益（△は益） 20,250 69,049

持分法による投資損益（△は益） 24,495 33,611

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △508 △2,446

売上債権の増減額（△は増加） 201,506 275,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,076 △96,646

その他の流動資産の増減額（△は増加） 179 36,452

仕入債務の増減額（△は減少） △10,382 22,287

未払金の増減額（△は減少） 65,560 93,443

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,511 △53,274

その他 1,272 2,484

小計 508,960 628,237

利息及び配当金の受取額 7,555 6,402

利息の支払額 △30,907 △19,942

法人税等の支払額 △30,384 △46,748

営業活動によるキャッシュ・フロー 455,222 567,948

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 △58,896 △90,600

有形固定資産の売却による収入 311 －

無形固定資産の取得による支出 △14,184 △12,682

投資有価証券の取得による支出 △23,340 －

投資有価証券の売却による収入 158,615 33,234

関係会社株式の取得による支出 △8,000 －

関係会社出資金の払込による支出 △60,000 －

貸付けによる支出 △50,000 －

貸付金の回収による収入 3,827 5,130

投資その他の資産の増減額（△は増加） △11,887 △86,672

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,555 △151,590



（単位：千円）

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) 

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） 1,500 －

長期借入れによる収入 46,742 715,200

長期借入金の返済による支出 △420,514 △477,146

自己株式の取得による支出 － △663

配当金の支払額 △352 △67,492

少数株主への配当金の支払額 － △146

リース債務の返済による支出 △862 △5,391

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 △365,624 164,359

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28,147 △43,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,104 537,620

現金及び現金同等物の期首残高 1,973,580 1,895,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,971,476 2,432,969



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）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 各事業区分の主な製品 

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。 

  

［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）  

（注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(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。  

  

［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） 

（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） 

売上高                              

(1) 外部顧客に対する売上高  2,819,087  22,780  2,841,867  －  2,841,867

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  －  300 (300)  －

計  2,819,387  22,780  2,842,167 (300)  2,841,867

営業利益  101,242  6,267  107,509  －  107,509

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、細胞診解析関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業 

  
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） 

売上高              

(1)外部顧客に対する売上高  2,273,274  543,236  25,356  2,841,867  －  2,841,867

(2)セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 136,084  16,968  26,684  179,737 (179,737)  －

計  2,409,359  560,205  52,041  3,021,605 (179,737)  2,841,867

営業利益  26,539  77,984  2,985  107,509  －  107,509

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  377,029  238,099  615,129

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  2,841,867

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 13.27  8.38  21.65



（注）１ 地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(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。 

  

［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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

締役会等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、製商品の区分別のセグメントから構成されており、「試薬事業」を報告セグメントとしてお

ります。 

「試薬事業」は臨床検査薬及び基礎研究用試薬の仕入、製造及び販売並びに検査用機器及び器具他の仕入、販

売を行っております。 

  

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 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、バイオ関連企業への投資事業であ

ります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。   

  

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  

該当事項はありません。 

  

（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。 

  

  
  

報告セグメント その他
（千円） 
（注）１  

合計 

（千円）  

調整額 
（千円）  

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円）  

試薬事業 
（千円）  

売上高           

(1) 外部顧客への売上高  2,946,662  3,976  2,950,638  －  2,950,638

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  －  300  △300  －

計  2,946,962  3,976  2,950,938  △300  2,950,638

セグメント利益又は損失（△）  160,924  △9,093  151,831  －  151,831

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



生産、受注及び販売の状況 

 (1) 生産実績 

（試薬事業） 

 （注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ セグメント情報の区分に実質的な変更がないため、前年同期比を記載しております。 

(2) 商品仕入実績 

（試薬事業） 

 （注）１ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ セグメント情報の区分に実質的な変更がないため、前年同期比を記載しております。 

(3) 受注状況 

 見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

４．補足情報

分類 

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) 

（千円） 

  
前年同期比 
（％） 

  

基礎研究用試薬  354,180  +2.9

自己免疫疾患検査試薬  1,243,071  △2.4

血漿蛋白定量検査試薬  177  △96.3

ウイルス・感染症検査試薬  76,006  △5.7

血液学的検査試薬  44,693  +19.4

腫瘍マーカー  182,345  +3.8

細胞診解析関連  11,261  +155.5

製造受託  179,830  +18.4

その他  22,041  +221.8

合計  2,113,608  +1.6

分類 

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) 

（千円） 

  
前年同期比  
（％） 

  

基礎研究用試薬  254,797  +5.4

その他  221,593  +32.8

合計  476,390  +16.6



(4) 販売実績 

（注）１ 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。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ セグメント情報の区分に実質的な変更がないため、前年同期比を記載しております。 

  

セグメント 

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) 

（千円） 

  
前年同期比  
（％） 

  

試薬事業            

（製品）            

基礎研究用試薬  184,259  △0.4

自己免疫疾患検査試薬  1,215,985  △2.0

血漿蛋白定量検査試薬  299  △95.5

ウイルス・感染症検査試薬  91,741  △1.3

血液学的検査試薬  46,727  △5.4

腫瘍マーカー  172,311  +11.6

細胞診解析関連  5,929  +448.3

製造受託  173,631  +14.5

その他  13,742  +288.1

（商品）            

基礎研究用試薬  507,146  △2.7

自己免疫疾患検査試薬  230,921  +10.8

血漿蛋白定量検査試薬  82,922  +94.0

ウイルス・感染症検査試薬  11,863  +42.2

血液学的検査試薬  1,839  0.0

腫瘍マーカー  41,170  △0.2

細胞診解析関連  49,600  +49.6

その他  22,739  △6.3

（その他）  93,831  +77.0

小計  2,946,662  +4.5

その他            

バイオ関連企業への投資事業  3,976  △82.5

合計  2,950,638  +3.8

相手先

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) 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

東邦薬品株式会社  702,536  24.7  710,917  24.1

アルフレッサ株式会社  －  －  312,775  10.6
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