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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 27,562 2.7 2,709 42.4 2,775 38.0 1,672 37.7
22年3月期 26,841 2.8 1,902 4.0 2,011 △1.0 1,214 6.8

（注）包括利益 23年3月期 1,604百万円 （29.3％） 22年3月期 1,240百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 92.06 91.39 8.5 9.0 9.8
22年3月期 66.87 66.50 6.5 7.0 7.1

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―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

23年3月期 32,642 20,451 62.3 1,120.32
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  20,351百万円 22年3月期  19,195百万円

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

23年3月期 2,212 △4,127 954 6,045
22年3月期 2,709 △660 △431 7,037

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 12.00 ― 13.00 25.00 453 37.4 2.4
23年3月期 ― 12.00 ― 18.00 30.00 544 32.6 2.8

24年3月期(予想) ― 12.00 ― 13.00 25.00 42.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 14,290 2.0 1,600 1.2 1,640 4.4 940 2.6 51.75
通期 27,610 0.2 2,210 △18.4 2,280 △17.8 1,080 △35.4 59.45



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料23ページ「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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 3,605,174 株 22年3月期 3,611,683 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 18,164,165 株 22年3月期 18,157,787 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 27,561 2.7 2,729 37.5 2,813 36.0 1,710 34.2
22年3月期 26,837 2.8 1,985 3.6 2,068 △2.1 1,274 4.6

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

23年3月期 94.16 93.48
22年3月期 70.20 69.80

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 33,159 20,950 62.9 1,147.82
22年3月期 29,736 19,685 65.9 1,079.70

（参考） 自己資本 23年3月期  20,850百万円 22年3月期  19,606百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続
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 
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２ページ「１．経営成
績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

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) 14,270 1.8 1,600 0.4 1,640 1.7 940 △1.9 51.75
通期 27,580 0.1 2,210 △19.0 2,280 △19.0 1,080 △36.9 59.45
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(1)経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、所得水準の低迷や失業率が高水準にあるなど厳しい雇用環境が続く一方、

政府の経済対策や新興国市場の需要拡大による輸出関連企業の復調等に支えられ、景気は緩やかな回復基調となりま

した。しかしながら、年度末に発生した東日本大震災が国内の経済活動に及ぼす影響は小さくないほか、企業や家計

のマインドの悪化を通じて景気回復の足取りが鈍くなる可能性があるなど、今後の国内経済の先行きは見通せない状

況となりました。 

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、引き続き厳

しい経営環境が続いており、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。また、平成23年３月11日

に発生いたしました東日本大震災以降、他社製品の代替と在庫確保の動きから製品全般に需要が発生し、供給体制の

確保に努めました。 

これらの結果といたしまして、当連結会計年度における売上高は275億62百万円（前年同期比2.7％増）となり、11

期連続の増収を達成いたしました。 

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、細菌検査用培地が堅調に推移したほか「ドライプレ

ート‘栄研’」などの薬剤感受性検査用試薬が大きく伸長し、46億51百万円（同4.5％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」が牽引し、19億48百万円（同4.0％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）が大きく伸長したことに加えて、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」が堅調に推移し、149億３百万円（同3.1％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、８億８百万円（同6.5％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、24億41百万円（同4.4％減）となりました。その他（医療機器・遺伝

子関連等）は、医療機器が堅調に推移したほか、特許権実施料収入が売上に貢献し、28億９百万円（同6.1％増）とな

りました。 

なお、海外向け売上高は、欧州及びアジア向けの便潜血検査用試薬・装置が売上を伸ばし、16億89百万円（同3.5％

増）となりました。 

費用面につきましては、市場価格の低下が続くなかで製造原価の低減に継続して努めた結果、売上原価率は前年同

期比1.2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きましては、全般的な経費の効率的な使用によ

り、前年同期比2.1％削減いたしました。 

なお、東日本大震災による被害につきましては、建物の壁面の一部ひび割れの修繕費、備品・棚卸資産の落下等に

よる破損等、総額20百万円の損害が発生いたしました。これらは災害義援金20百万円と合わせまして特別損失に計上

いたしました。 

その結果、営業利益は27億９百万円（同42.4％増）、経常利益は27億75百万円（同38.0％増）、当期純利益は16億

72百万円（同37.7％増）となりました。 

  

次事業年度の見通し 

次期のわが国経済は、東日本大震災による生産活動の停滞が長引く可能性があるなど、景気の先行きは不透明とな

っております。また、当社におきましても、震災による被害は軽微な損失にとどまりましたが、東北地方を中心に多

くの医療機関が被災したほか、電力使用制限による生産活動への影響など、将来の予測が難しい状況にあります。 

このような経営環境の下、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

力製品のさらなるシェア拡大に努めるとともに、欧州での市場展開の加速、中国での生産・販売体制の強化など、グ

ループ全体でのグローバル化を推進し、海外展開の拡大を図ってまいります。また、東金工場の閉鎖（平成24年８

月）に伴う野木工場への生産移管の取り組みをはじめ、製造原価の低減、全般的な経費削減による収益構造の強化を

継続的に進めてまいります。 

次期の業績見通しにつきましては、東日本大震災後の他社製品の代替需要と在庫確保の動きによる需要の前倒しが

なくなるほか、被災地域の医療機関の復旧の遅れが懸念されますが、売上高は276億10百万円（前年同期比0.2％増）

を見込んでおります。営業利益につきましては、研究開発費の増加を見込んで22億10百万円（同18.4％減）、経常利

益は22億80百万円（同17.8％減）といたしました。当期純利益につきましては、東金工場閉鎖による損失額を見積も

ることは現時点では困難ですが、概ね保守的に５億円を見込んで特別損失に計上したことにより、10億80百万円（同

35.4％減）としております。 

なお、海外向け売上高は、19億11百万円（同13.1％増）を見込んでおります。 

１．経営成績
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(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度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。）は、前連結会計年度末に比べ

９億91百万円減少し、当連結会計年度末には60億45百万円となりました。 

当連結会計年度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、22億12百万円の増加（前連結会計年度は27億９百万円の増加）となりました。これは主

に、売上債権の増加により３億94百万円の減少及び法人税等の支払が12億97百万円あったものの、税金等調整前当期

純利益が26億42百万円あったことと、仕入債務の増加により３億53百万円の増加があったことによります。 

なお、減価償却費は９億23百万円発生しております。 

（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、41億27百万円の減少（前連結会計年度は６億60百万円の減少）となりました。これは主

に、本社ビル建設用地等の有形固定資産取得による支出が40億82百万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、９億54百万円の増加（前連結会計年度は４億31百万円の減少）となりました。これは主

に、配当金の支払額が４億54百万円あったものの、本社ビル建設用地の取得資金調達により、長期借入れによる収入

が15億円あったことによります。 

（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／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）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）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）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。 

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題のひとつと位置づけたうえで、財務体質の強化と積極的

な事業展開に必要な内部留保の充実を勘案し安定した配当政策を実施すること、また、中間配当と期末配当の年２回

の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。具体的には、上記方針を踏まえ連結配当性向30％以上の配当

を目標といたします。これらの剰余金の配当の決定機関については、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締

役会の決議によって剰余金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。 

当事業年度の期末配当金につきましては、株主の皆様に対する、利益還元重視と30％以上の連結配当性向目標の観

点から、１株18円とさせていただきました。すでに平成22年12月１日に中間配当金12円をお支払いいたしましたの

で、年間配当金といたしましては１株当たり30円となります。 

次期の１株当たり配当金につきましては、普通配当金として、中間配当金12円、期末配当金13円を予定しておりま

す。 

内部留保金につきましては、中長期的な視点にたって、さらなる経営基盤の強化を目指して研究開発投資や設備投

資及び経営効率の向上のための投資等に有効活用してまいります。  

  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 平成23年３月期

自己資本比率（％）  69.1  68.5  65.8  65.5  62.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 101.0  62.6  40.2  58.1  54.0

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 0.1  0.2  0.1  0.1  0.8

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 1,418.1  383.1  647.8  636.4  184.3
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(4）事業等のリスク 

当社グループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性のある主なリスクは、以下のとおりであります。当社

は、これらのリスク発生を認識した上で、可能な限り発生の未然防止に努めるとともに、発生した場合、迅速かつ的

確な対応に努めていく方針であります。 

なお、これらのほかにも、現在及び将来において、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性のある様々なリ

スクが存在しており、ここに記載されたリスクは当連結会計年度末現在において判断したものであって、当社グルー

プのすべてのリスクではありません。 

① 医療費抑制策 

日本では医療費抑制策の一環として、医療制度の抜本改革や２年に１回診療報酬における薬価及び検査実施料の引

き下げが継続して実施されております。 

今後もこれらの医療費抑制策が推進されれば、当社グループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があ

ります。 

② 企業間の開発・販売競争 

当社グループは、効率的な研究開発に努め、新製品開発及び改良を行っておりますが、臨床検査薬業界は技術革新

に伴う開発競争が激しく、他社製品との間に開発・販売競争が継続的に展開されております。競争の結果によっては

財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

③ 品質問題 

当社グループは、薬事法関連法規及び品質マネジメントシステムに基づいて、厳格な品質管理のもとに製品の製造

を行っております。しかし、全ての製品に品質問題が発生しないという保証はありません。製品に重大な品質問題が

発生した場合には、回収等の措置を取る可能性があり、売上の減少、コストの増加などにより財政状態及び経営成績

に悪影響を与える可能性があります。 

④ 重大な訴訟 

当社グループは国内及び海外で事業を展開するにあたって、製造物責任（PL）関連、労務関連、知的財産関連、商

取引関連その他に関して、もし訴訟を提起された場合には、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がありま

す。 

⑤ ITシステム及び個人情報 

当社グループは、業務上、各種ITシステムを使用しており、災害等のシステム障害により、業務が阻害される可能

性があります。また、事業展開に関連して様々な個人情報を保有しておりますが、不測の事態により個人情報が流出

した場合には、損害賠償請求や社会的信用の失墜により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がありま

す。 

⑥ 工場の操業停止 

当社グループの工場が、火災、地震等の災害や重大な設備事故、技術上の問題、使用原材料の供給停止等が発生し

た場合には事業活動の停止、制約等により、財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑦ 海外事業展開 

当社グループは北米、欧州並びにアジア地域への販売活動を積極的に展開しております。また、平成16年９月に検

査薬の製造販売を主な事業の目的として、中国に現地法人を設立しております。これらのグローバル事業を展開する

にあたっては、予期しない法律または規則の変更、政情不安または経済要因、為替レートの大幅な変動、戦争・テ

ロ・暴動・疫病その他の要因による社会的混乱等のリスクが内在しております。これらの事態が発生した場合は、財

政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性があります。 

⑧ 知的財産権 

当社グループの製品は、特許、実用新案等によって一定期間保護されております。当社グループでは、特許権、実

用新案権を含む知的財産権を厳重に管理し、第三者からの侵害、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権

を侵害するおそれについても常に監視しておりますが、当社グループの保有する知的財産権が第三者から侵害を受け

た場合、あるいは当社グループの製品が第三者の知的財産権を侵害した場合には、財政状態及び経営成績に悪影響を

与える可能性があります。 
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当社グループは、当社（栄研化学㈱）、連結子会社１社（栄研生物科技（上海）有限公司）、非連結子会社１社

（㈱栄研ミリオンスタッフ）により構成されており、検査薬の製造販売を主な事業として営んでおります。 

なお、連結子会社の栄研生物科技（上海）有限公司は、当社検査薬の加工生産及び検査薬の製造販売を主な事業と

して営んでおります。また、非連結子会社の㈱栄研ミリオンスタッフは、損害保険の取扱代理店及びOA機器関連商品

の仕入販売を主な事業として営んでおります。 

 以上のことを事業の系統図として示すと次のとおりであります。 

  

  

［事業系統図］ 

 

２．企業集団の状況
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(１)会社の経営の基本方針 

当社グループは、創立70周年を機に新経営構想として策定した「EIKEN WAY」の中で「ヘルスケアを通じて人々

の健康を守ります」を経営理念といたしました。この理念のもと、経営ビジョンとして「EIKENグループは、人々

の健康を守るために、検査のパイオニアとしてお客様に信頼される製品・サービスを提供し、企業価値の向上を図

ります」を掲げ、グループ全体でこの経営ビジョンを実践することにより持続的な企業価値の向上を図り、取引先

の繁栄と株主への責務を果たしてまいります。 

  

(２)目標とする経営指標 

検査分野におけるグローバル企業の実現に向けて、連結売上高300億円、海外売上比率10％以上の早期達成を目

標としております。また、堅実かつ収益性を重視した経営を実践し、売上高営業利益率10％以上の早期達成を目標

としております。 

  

(３)中長期的な会社の経営戦略 

“EIKEN ROAD MAP 2009”では、創立80周年にあたる2018年度を１つの目標点として捉え、グランドビジョンと

して「2018年までに、検査のパイオニアとして人々の健康を守るため、グローバル企業“EIKEN”を実現する」を

掲げております。その中で「臨床検査事業」、「食品・環境検査事業」の２つを事業ドメインと定め、着実な成長

と収益性向上を実現し、また、次の成長を担う新規事業を創出することを目指しております。 

なお、基本戦略は以下のとおりであります。 

①国内市場での自社製品シェアアップ 

②グローバル展開の推進 

③コア技術の洗練 

④生産性の向上 

⑤市場優位性の確立 

⑥新規事業・新規市場の創出 

⑦戦略的提携の実施 

⑧コーポレートブランドの向上 

  

(４)会社の対処すべき課題 

次期は以下の点を重点課題として、グローバル企業“EIKEN”の実現に向けて推進してまいります。 

①グローバル展開の推進 

②高付加価値製品・サービスの提供 

③生産性の向上 

④人材の育成 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,037 6,045

受取手形及び売掛金 8,154 8,547

リース投資資産 72 140

商品及び製品 2,745 2,651

仕掛品 940 886

原材料及び貯蔵品 610 627

繰延税金資産 491 483

その他 499 814

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,549 20,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,783 12,924

減価償却累計額 △9,148 △9,277

建物及び構築物（純額） 3,635 3,646

機械装置及び運搬具 5,204 5,005

減価償却累計額 △4,441 △4,325

機械装置及び運搬具（純額） 762 679

工具、器具及び備品 2,882 2,904

減価償却累計額 △2,584 △2,558

工具、器具及び備品（純額） 298 346

土地 1,140 4,580

リース資産 187 497

減価償却累計額 △46 △142

リース資産（純額） 140 355

建設仮勘定 － 44

有形固定資産合計 5,976 9,652

無形固定資産 430 380

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  354 ※1  234

前払年金費用 890 780

その他 1,179 1,405

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 2,358 2,413

固定資産合計 8,765 12,446

資産合計 29,314 32,642
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,261 5,614

1年内返済予定の長期借入金 － 286

リース債務 123 264

未払法人税等 811 528

賞与引当金 662 651

返品調整引当金 5 5

災害損失引当金 － 10

資産除去債務 － 2

その他 1,899 2,042

流動負債合計 8,763 9,405

固定負債   

長期借入金 － 1,214

リース債務 329 661

繰延税金負債 287 208

長期未払金 353 352

環境対策引当金 － 3

資産除去債務 － 28

その他 306 317

固定負債合計 1,276 2,785

負債合計 10,039 12,191

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 7,849 9,066

自己株式 △3,431 △3,425

株主資本合計 19,207 20,430

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 28 11

為替換算調整勘定 △40 △91

その他の包括利益累計額合計 △11 △79

新株予約権 79 99

純資産合計 19,275 20,451

負債純資産合計 29,314 32,642
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 26,841 27,562

売上原価 ※1  15,976 ※1  16,079

売上総利益 10,865 11,483

返品調整引当金戻入額 5 5

返品調整引当金繰入額 5 5

差引売上総利益 10,864 11,484

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  8,962 ※2, ※3  8,774

営業利益 1,902 2,709

営業外収益   

受取利息 3 0

受取配当金 5 3

受取技術料 20 －

受取賃貸料 － 40

受取家賃 17 －

補助金収入 17 19

為替変動調整受取 － 12

その他 59 41

営業外収益合計 124 117

営業外費用   

支払利息 4 13

コミットメントフィー 3 4

保険解約損 4 －

為替差損 － 28

その他 3 6

営業外費用合計 16 52

経常利益 2,011 2,775

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 0

投資有価証券売却益 － 5

投資有価証券受贈益 － 14

特別利益合計 15 19
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

災害義援金 － 20

災害による損失 － 20

固定資産除売却損 ※4  18 ※4  38

投資有価証券評価損 － 37

投資損失引当金繰入額 58 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

解体撤去費用 － 20

その他 16 4

特別損失合計 93 151

税金等調整前当期純利益 1,932 2,642

法人税、住民税及び事業税 1,102 1,030

法人税等調整額 △383 △59

法人税等合計 718 970

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,672

少数株主利益 － －

当期純利益 1,214 1,672
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,672

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △17

為替換算調整勘定 － △50

その他の包括利益合計 － ※2  △67

包括利益 － ※1  1,604

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,604

少数株主に係る包括利益 － －

- 11 -



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,897 6,897

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,897 6,897

資本剰余金   

前期末残高 7,892 7,892

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,892 7,892

利益剰余金   

前期末残高 7,035 7,849

当期変動額   

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,214 1,672

自己株式の処分 △0 △1

当期変動額合計 814 1,217

当期末残高 7,849 9,066

自己株式   

前期末残高 △3,437 △3,431

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 5 6

当期変動額合計 5 6

当期末残高 △3,431 △3,425

株主資本合計   

前期末残高 18,388 19,207

当期変動額   

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,214 1,672

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 5

当期変動額合計 819 1,223

当期末残高 19,207 20,430
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10 28

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △17

当期変動額合計 17 △17

当期末残高 28 11

為替換算調整勘定   

前期末残高 △48 △40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8 △50

当期変動額合計 8 △50

当期末残高 △40 △91

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △38 △11

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 26 △67

当期変動額合計 26 △67

当期末残高 △11 △79

新株予約権   

前期末残高 57 79

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 20

当期変動額合計 22 20

当期末残高 79 99

純資産合計   

前期末残高 18,407 19,275

当期変動額   

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,214 1,672

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 48 △47

当期変動額合計 868 1,175

当期末残高 19,275 20,451
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,932 2,642

減価償却費 922 923

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 0

返品調整引当金の増減額（△は減少） 0 △0

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） △6 △11

災害損失引当金の増減額（△は減少） － 10

株式報酬費用 27 25

受取利息及び受取配当金 △9 △4

支払利息 4 13

為替差損益（△は益） △7 29

デリバティブ評価損益（△は益） △9 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 18 38

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） △471 △394

たな卸資産の増減額（△は増加） 748 131

その他の流動資産の増減額（△は増加） △339 △308

投資その他の資産の増減額（△は増加） 155 135

仕入債務の増減額（△は減少） 133 353

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

その他の流動負債の増減額（△は減少） 398 △67

その他の固定負債の増減額（△は減少） △35 10

小計 3,506 3,500

利息及び配当金の受取額 9 4

利息の支払額 △4 △12

法人税等の支払額 △802 △1,297

法人税等の還付額 － 16

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,709 2,212
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 100 －

有形固定資産の取得による支出 △802 △4,082

有形固定資産の売却による収入 0 －

無形固定資産の取得による支出 △54 △34

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 －

その他の支出 △25 △24

その他の収入 21 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △660 △4,127

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 1,500

自己株式の買取・処分による収入及び支出 △0 0

配当金の支払額 △399 △454

その他 △31 △91

財務活動によるキャッシュ・フロー △431 954

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,618 △991

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期末残高 ※1  7,037 ※1  6,045
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該当事項はありません。  

（５）継続企業の前提に関する注記
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（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1）連結子会社の数及び名称   １社 

栄研生物科技(上海)有限公司 

(1）連結子会社の数及び名称   １社 

同左 

  (2）非連結子会社の数及び名称  １社 

㈱栄研ミリオンスタッフ 

(2）非連結子会社の数及び名称  １社 

同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、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、連結の適用範囲から除

外しております。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する

事項 

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等 

㈱栄研ミリオンスタッフ 

（持分法を適用しない理由） 

持分法非適用会社は、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）等は、連結財務諸表に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、重要性がないた

め持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

持分法を適用していない非連結子会社の名

称等 

同左 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

連結子会社である栄研生物科技(上海)有限

公司の決算日は12月31日であります。 

従来、連結決算日との差異が３ヶ月を超え

ないことから、同日現在の財務諸表を使用

し、連結上必要な調整を行っておりまし

た。連結ベースの財務情報を適時に把握す

るため、海外子会社の管理体制を整備し、

早期に財務情報が入手できるようになった

ことから、当連結会計年度から正規の決算

に準ずる合理的な手続きによる決算（仮決

算）を実施する方法に変更しております。 

この仮決算の実施により、当連結会計年度

は平成21年１月１日から平成22年３月31日

までの15ヶ月決算となっております。 

これによる影響額は軽微であります。 

連結子会社である栄研生物科技(上海)有限

公司の決算日は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、正規の

決算に準ずる合理的な手続きによる決算

（仮決算）を実施する方法によって作成し

ております。 

  

- 17 -



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用してお

ります。   

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

―――――――  

  その他有価証券 

（時価のあるもの） 

決算日の市場価格等（株式につ

いては決算日前１ヶ月の市場価

格の平均）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 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品  

移動平均法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用

しております。  

③ たな卸資産 

商品、製品、原材料及び仕掛品  

同左 

  貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。 

貯蔵品 

同左   

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

当社は定率法を採用し、在外連結子会

社は定額法によっております。 

ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（建物附属設備を除

く）については、定額法を採用してお

ります。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物   10年～50年 

機械装置及び運搬具 ４年～10年 

工具、器具及び備品 ５年～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  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。  

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  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。 

リース資産 

同左  

  (3）重要な引当金の計上基準 

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、将来の支給見込額の

うち当連結会計年度の負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 返品調整引当金 

当連結会計年度の売上高に対して予

想される返品損失に備えるため、将

来の返品見込損失額のうち、当連結

会計年度の負担額を計上しておりま

す。 

③ 返品調整引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  ④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

計上しております。   

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（３年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数 

（12年）による定額法により按分し

た額をそれぞれの発生の翌連結会計

年度から費用処理することとしてお

ります。 

（会計方針の変更）  

 当連結会計年度より、「「退職給

付に係る会計基準」の一部改正（そ

の３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しておりま

す。 

なお、これによる営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に

与える影響はありません。 

⑤ 投資損失引当金  

市場価格のない有価証券等に対し、

将来発生する可能性のある損失に備

えるため、必要と認められる額を計

上しております。 

――――――― 

  

  

  

  

――――――― 

  

④ 退職給付引当金 

同左  

 ―――――――   

  

  

  

  

  

  

  

  

――――――― 

  

  

  

  

⑥ 環境対策引当金 

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分等に

かかる支出に備えるため、今後発生

すると見込まれる金額を計上してお

ります。 

⑦ 災害損失引当金 

  災害により損傷した建物等の修繕に

よる支払に備えるため、損失負担見

込額を計上しております。 

- 20 -



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

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、在外子会社の資産及び負

債、収益及び費用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

額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振

当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている場

合には特例処理を採用しておりま

す。 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針 

当社の内規に基づき、為替変動リス

クをヘッジしております。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

針 

当社の内規に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクを回避する目

的で行っております。 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。 

  

     ヘッジ手段…為替予約 a.ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建買入債務  

  ヘッジ対象…外貨建買入債務 b.ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金  

    

③ ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建買入債務は、為替予約の締結

時にリスク管理方針に従って、外貨

建による同一金額で同一期日の為替

予約を各々の買入債務に振当ててお

ります。そのため、その後の為替相

場の変動による相関関係は完全に確

保されており、決算日における有効

性の評価を省略しております。 

  

③ ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ対象に

対し同一通貨建による同一金額で同

一期日の為替予約を各々の買入債務

に振当てております。そのため、そ

の後の為替相場の変動による相関関

係は完全に確保されており、決算日

における有効性の評価を省略してお

ります。また、金利スワップについ

ては、特例処理の要件を充たしてお

りますので、決算日における有効性

の評価を省略しております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

――――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

  

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に換

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取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資等か

らなっております。 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手

許現金、随時引き出し可能な預金及び

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

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資等からなっておりま

す。 

(7）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

同左 

  

――――――― 

  

  

――――――― 
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（７）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

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― (資産除去債務に関する会計基準の適用) 

当連結会計年度より、「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、経常利益はそれぞれ２百万円、

税金等調整前当期純利益は13百万円減少しております。 

（８）表示方法の変更

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

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「過年度

関税等支払額」（当連結会計年度は２百万円）は、特別

損失の総額の100分の10以下となったため、特別損失の

「その他」に含めて表示することにいたしました。 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「減損損

失」（当連結会計年度は０百万円）は、金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めて表示することにい

たしました。 

  

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」

は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏しくな

ったため「その他」に含めております。なお、当連結会

計年度の「その他」に含まれている「減損損失」は０百

万円であります。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取技

術料」（当連結会計年度は０百万円）は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、営業外収益の「その

他」に含めて表示することにいたしました。 

前連結会計年度まで表示しておりました営業外収益の

「受取家賃」（当連結会計年度は13百万円）は、新たに

本社ビル建設用土地に関する賃貸料収入（当連結会計年

度は26百万円）が発生したため、これと合算し、当連結

会計年度より「受取賃貸料」の科目で表示しておりま

す。  

当連結会計年度より、「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

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則等の一部を改定する内閣府令」（平成21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。  

―――――――― 

  

（９）追加情報

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

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

―――――――― 

  

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び、「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年

度の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差

額等合計」の金額を記載しております。  
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（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

※１．非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資その他の資産    

 投資有価証券（株式） 30百万円

投資その他の資産    

 投資有価証券（株式） 30百万円

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら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。 

２．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら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。 

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コミ
ットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

  

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。  

  89百万円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損（洗替法によ

る戻入額相殺後の額）が売上原価に含まれており

ます。  

  △9百万円

※２．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のと

おりであります。 

給料 1,913百万円

賞与引当金繰入額 360百万円

退職給付費用 195百万円

研究開発費 1,924百万円

給料 1,952百万円

賞与引当金繰入額 356百万円

退職給付費用 171百万円

研究開発費 1,884百万円

※３．研究開発費の総額 ※３．研究開発費の総額 

一般管理費 1,924百万円 一般管理費 1,884百万円

※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損       

建物及び構築物 5百万円

機械装置及び運搬具 10百万円

工具、器具及び備品 1百万円

固定資産除却損       

建物及び構築物 28百万円

機械装置及び運搬具 7百万円

工具、器具及び備品 2百万円

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益   1,240百万円

少数株主に係る包括利益   －百万円

計   1,240百万円

その他有価証券評価差額金    17百万円

為替換算調整勘定  8百万円

計  26百万円
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加27株は、単元未満株式の買取りによる増加27株であり、減少6,000株は、スト

ック・オプションの権利行使による減少6,000株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  21,770,719  －  －  21,770,719

合計  21,770,719  －  －  21,770,719

自己株式         

普通株式 (注)  3,617,656  27  6,000  3,611,683

合計  3,617,656  27  6,000  3,611,683

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結
会計年度末

残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－  －  －  －  －  79

合計 －  －  －  －  －  79

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年４月27日 

取締役会 
普通株式  181  10 平成21年３月31日 平成21年６月９日 

平成21年10月27日 

取締役会 
普通株式  217  12 平成21年９月30日 平成21年12月１日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年４月27日 

取締役会 
普通株式  236 利益剰余金   13 平成22年３月31日 平成22年６月８日
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによる増加40株であり、減少6,549株は、スト

ック・オプションの権利行使による減少6,500株、単元未満株式の買増請求による減少49株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．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 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  21,770,719      －  －  21,770,719

合計  21,770,719  －  －  21,770,719

自己株式         

普通株式 (注)  3,611,683  40  6,549  3,605,174

合計  3,611,683  40  6,549  3,605,174

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる 
株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  当連結
会計年度末

残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
 －  －  －  －  －  99

合計  －  －  －  －  －  99

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年４月27日 

取締役会 
普通株式  236  13 平成22年３月31日 平成22年６月８日 

平成22年10月26日 

取締役会 
普通株式  217  12 平成22年９月30日 平成22年12月１日 

（決議） 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成23年４月27日 

取締役会 
普通株式  326 利益剰余金   18 平成23年３月31日 平成23年６月８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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 7,037百万円

現金及び現金同等物 7,037百万円

現金及び預金勘定 6,045百万円

現金及び現金同等物 6,045百万円
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(1)事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

  

(2)所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

(3)海外売上高 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

(4)セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

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、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

当連結会計年度より、「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。  

（セグメント情報等）
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 １．ファイナンス・リース取引 

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容  

有形固定資産 

研究開発設備及び事務機器（工具、器具及び備

品）並びに生産設備（機械装置及び運搬具）であ

ります。 

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容  

同左 

リース資産の減価償却の方法 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項（２）重要な減価償

却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

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、その内容は次のとおり

であります。  

リース資産の減価償却の方法 

同左  

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 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び 
運搬具  116  100  16

工具、器具及
び備品  1,532  1,072  460

無形固定資産  598  469  128

合計  2,247  1,641  605

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具  70  70 －

工具、器具及
び備品  1,104  917  187

無形固定資産  391  353  38

合計  1,567  1,341  225

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年内 383百万円

１年超 247百万円

合計 630百万円

１年内 192百万円

１年超 49百万円

合計 242百万円

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 590百万円

減価償却費相当額 554百万円

支払利息相当額 16百万円

支払リース料 404百万円

減価償却費相当額 372百万円

支払利息相当額 7百万円

④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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤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。 

⑤利息相当額の算定方法 

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

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(2)貸主側 

 リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

リース料債権部分 83百万円 

受取利息相当額 △10百万円 

リース投資資産 72百万円 

リース料債権部分 251百万円 

受取利息相当額 △16百万円 

リース投資資産 234百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    72

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   75

２年超 

３年以内  
   76

３年超 

４年以内  
   60

４年超 

５年以内  
   22

５年超   0

(2)貸主側 

 リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

リース料債権部分 155百万円 

受取利息相当額 △15百万円 

リース投資資産 140百万円 

リース料債権部分 440百万円 

受取利息相当額 △23百万円 

リース投資資産 417百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    140

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   143

２年超 

３年以内  
   128

３年超 

４年以内  
   89

４年超 

５年以内  
   43

５年超   11

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、その内容は次のとおりであり

ます。 

同左  

 未経過リース料期末残高相当額  未経過リース料期末残高相当額 

１年内 282百万円 

１年超 154百万円 

合計  437百万円 

１年内 123百万円 

１年超 31百万円 

合計  154百万円 

(注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経過

リース料期末残高相当額であります。 

なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件で

第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上記の

借主側の未経過リース料期末残高相当額に含まれてお

ります。 

同左 
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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当社は、平成22年12月22日に東京都千代田区に本社ビルの建設用地を取得しており、建設時期が確定するまで

の期間、駐車場経営会社に賃貸しております。平成23年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸収益は26

百万円であります。 

 また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりでありま

す。 

(注)１．当連結会計年度増減額は、本社ビル建設用地の取得による増加額であります。 

  ２．当連結会計年度末の時価は、取得時期から決算日までが短期間であることから、取得価額同額としておりま

す。  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

  未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

 （借主側） 

  未経過リース料 

１年内 190百万円 

１年超 400百万円 

合計  591百万円 

１年内 190百万円 

１年超 209百万円 

合計  400百万円 

（賃貸等不動産関係）

連結貸借対照表計上額  当連結会計年度末の時価 

  前連結会計年度末残高 当連結会計年度増減額 当連結会計年度末残高 

         － 3,440百万円 3,440百万円 3,440百万円
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（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

（１株当たり情報）

前 連 結 会 計 年 度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当 連 結 会 計 年 度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,057.09円 

１株当たり当期純利益 66.87円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

66.50円 

  

１株当たり純資産額 1,120.32円 

１株当たり当期純利益 92.06円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

91.39円 

  

  
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  1,214  1,672

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,214  1,672

期中平均株式数（千株）  18,157  18,164

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額             

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  103  133

（うち新株予約権） （ ） 103 （ ） 133

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 －  －
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（重要な後発事象）

前 連 結 会 計 年 度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当 連 結 会 計 年 度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― 

  

当社は、平成23年４月４日開催の取締役会において、当

社生産拠点の１つである東金工場（千葉県東金市）を閉鎖

することを決議いたしました。 

（１）東金工場閉鎖の理由 

 当社は、生産性の向上を目的とし 適な生産体制を

確立すべく、東金工場を閉鎖し、野木工場（栃木県野

木町）に集約することといたしました。 

 なお、野木工場につきましては、平成24年１月竣工

予定のオペレーションマネージメントセンター（事務

棟、製造棟）内に東金工場生産品の製造場所を確保

し、東金工場より生産の移管を受ける予定でありま

す。 

（２）東金工場の概要 

①所在地 ：千葉県東金市家徳154 

②事業内容：細菌学的検査用試薬及び検査用器

具・器材の製造 

③敷地面積：5,377㎡  

④有形固定資産の帳簿価額：523百万円（平成23年

３月31日現在） 

⑤従業員数：82名（平成23年４月１日現在） 

（３）スケジュール（予定） 

①工場閉鎖の時期：平成24年８月 

②従業員の取扱：社員につきましては、原則とし

て配置転換を予定しております。 

（４）業績に与える影響 

 現在、野木工場への生産移管計画を推進中であ

り、現時点では、今後の業績に与える影響を見積る

ことは困難であります。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,677 5,786

受取手形 127 116

売掛金 8,027 8,438

リース投資資産 72 140

商品及び製品 2,750 2,655

仕掛品 937 880

原材料及び貯蔵品 608 617

前払費用 97 110

繰延税金資産 491 482

その他 514 694

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 20,303 19,921

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,684 11,830

減価償却累計額 △8,504 △8,615

建物（純額） 3,179 3,214

構築物 643 634

減価償却累計額 △581 △583

構築物（純額） 62 51

機械及び装置 5,013 4,818

減価償却累計額 △4,362 △4,235

機械及び装置（純額） 650 582

車両運搬具 43 41

減価償却累計額 △39 △38

車両運搬具（純額） 4 3

工具、器具及び備品 2,873 2,895

減価償却累計額 △2,579 △2,552

工具、器具及び備品（純額） 293 343

土地 1,140 4,580

リース資産 187 497

減価償却累計額 △46 △142

リース資産（純額） 140 355

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 5,472 9,131

無形固定資産   

特許権 63 54

借地権 43 43

商標権 6 3

ソフトウエア 133 111

その他 9 9

無形固定資産合計 257 223
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 323 204

関係会社株式 30 30

出資金 0 0

関係会社出資金 1,095 1,095

関係会社長期貸付金 240 360

長期前払費用 37 29

長期預金 500 500

生命保険積立金 116 134

前払年金費用 890 780

リース投資資産 － 417

その他 534 338

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 3,703 3,882

固定資産合計 9,433 13,237

資産合計 29,736 33,159

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,157 1,162

買掛金 4,118 4,474

1年内返済予定の長期借入金 － 286

リース債務 123 264

未払金 1,172 1,296

未払費用 280 281

未払法人税等 811 528

前受金 349 253

預り金 32 38

賞与引当金 662 651

返品調整引当金 5 5

災害損失引当金 － 10

資産除去債務 － 2

設備関係支払手形 61 168

流動負債合計 8,774 9,422

固定負債   

長期借入金 － 1,214

リース債務 329 661

繰延税金負債 287 208

長期未払金 353 352

環境対策引当金 － 3

資産除去債務 － 28

その他 306 317

固定負債合計 1,276 2,785

負債合計 10,050 12,208

- 35 -



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,897 6,897

資本剰余金   

資本準備金 7,892 7,892

資本剰余金合計 7,892 7,892

利益剰余金   

利益準備金 338 338

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 324 261

別途積立金 4,330 4,330

繰越利益剰余金 3,226 4,544

利益剰余金合計 8,219 9,474

自己株式 △3,431 △3,425

株主資本合計 19,578 20,839

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 11

評価・換算差額等合計 28 11

新株予約権 79 99

純資産合計 19,685 20,950

負債純資産合計 29,736 33,159

- 36 -



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 12,435 12,709

商品売上高 14,401 14,852

売上高合計 26,837 27,561

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 3,107 2,750

当期製品製造原価 5,992 5,827

当期商品仕入高 9,659 10,222

商品及び製品期末たな卸高 2,750 2,655

売上原価合計 ※1  16,008 ※1  16,145

売上総利益 10,829 11,415

返品調整引当金戻入額 5 5

返品調整引当金繰入額 5 5

差引売上総利益 10,829 11,416

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  8,843 ※2, ※3  8,686

営業利益 1,985 2,729

営業外収益   

受取利息 7 5

受取配当金 5 3

受取技術料 20 －

受取賃貸料 － 26

補助金収入 17 19

為替変動調整受取 － 12

その他 47 40

営業外収益合計 99 108

営業外費用   

支払利息 4 13

コミットメントフィー 3 4

保険解約損 4 －

その他 3 6

営業外費用合計 16 23

経常利益 2,068 2,813

特別利益   

貸倒引当金戻入額 15 0

投資有価証券売却益 － 5

投資有価証券受贈益 － 14

特別利益合計 15 19
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

災害義援金 － 20

災害による損失 － 20

固定資産除売却損 ※4  15 ※4  38

投資有価証券評価損 － 37

投資損失引当金繰入額 58 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10

解体撤去費用 － 20

その他 16 4

特別損失合計 90 151

税引前当期純利益 1,992 2,681

法人税、住民税及び事業税 1,102 1,030

法人税等調整額 △383 △59

法人税等合計 718 971

当期純利益 1,274 1,710
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,897 6,897

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,897 6,897

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,892 7,892

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,892 7,892

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 338 338

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 338 338

その他利益剰余金   

固定資産圧縮特別勘定積立金   

前期末残高 465 －

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 △465 －

当期変動額合計 △465 －

当期末残高 － －

圧縮記帳積立金   

前期末残高 248 324

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 157 －

圧縮記帳積立金の取崩 △81 △63

当期変動額合計 75 △63

当期末残高 324 261

別途積立金   

前期末残高 4,330 4,330

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,330 4,330
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,961 3,226

当期変動額   

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 465 －

圧縮記帳積立金の積立 △157 －

圧縮記帳積立金の取崩 81 63

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,274 1,710

自己株式の処分 △0 △1

当期変動額合計 1,264 1,318

当期末残高 3,226 4,544

自己株式   

前期末残高 △3,437 △3,431

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 5 6

当期変動額合計 5 6

当期末残高 △3,431 △3,425

株主資本合計   

前期末残高 18,697 19,578

当期変動額   

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,274 1,710

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 5

当期変動額合計 880 1,261

当期末残高 19,578 20,839

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 10 28

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 17 △17

当期変動額合計 17 △17

当期末残高 28 11
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 57 79

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 20

当期変動額合計 22 20

当期末残高 79 99

純資産合計   

前期末残高 18,765 19,685

当期変動額   

剰余金の配当 △399 △454

当期純利益 1,274 1,710

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 4 5

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 40 3

当期変動額合計 920 1,264

当期末残高 19,685 20,950
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 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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（５）重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）を採用しております。  

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

──────── 

子会社株式  

移動平均法による原価法 

子会社株式  

同左 

その他有価証券 

(時価のあるもの) 

決算日の市場価格等（株式については、決算日

前１ヶ月の市場価格の平均）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 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法 

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を

採用しております。  

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品、製品、原材料及び仕掛品 

 同左 

貯蔵品 

終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）を採用しております。  

貯蔵品 

 同左  

４．固定資産の減価償却の方法 

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

（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

４．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

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。 

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。 

  

建物 15年～50年 

構築物 10年～30年 

機械及び装置 ８年 

車両運搬具 ４年～６年 

工具、器具及び備品 ５年～８年 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

リース資産 

同左 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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。 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額

を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）返品調整引当金 

当事業年度の売上高に対して予想される返品損失

に備えるため、将来の返品見込損失額のうち当事

業年度の負担額を計上しております。 

(3）返品調整引当金 

同左 

(4）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。 

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（３年）による定額法

により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（12年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。 

(4）退職給付引当金 

同左   

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平

成20年７月31日）を適用しております。  

なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前

当期純利益に与える影響はありません。 

(5）投資損失引当金   

市場価格のない有価証券等に対し、将来発生する可

能性のある損失に備えるため、必要と認められる額

を計上しております。 

──────── 

  

  

  
──────── 

  

──────── 

  

  

  

  

  

──────── 

  

  

   

(6)環境対策引当金 

  ポリ塩化ビフェニル(PCB)の処分等にかかる支出に

備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上

しております。 

(7)災害損失引当金 

  災害により損傷した建物等の修繕による支払に備え

るため、損失負担見込額を計上しております。 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処理を採用しており

ます。 

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件

を充たしている場合には振当処理を、金利スワッ

プについて特例処理の条件を充たしている場合に

は特例処理を採用しております。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社の内規に基づき、為替変動リスクをヘッジし

ております。 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであります。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針 

当社の内規に基づき、為替変動リスク及び金利変

動リスクを回避する目的で行っております。 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ対象と

ヘッジ手段は以下のとおりであります。 

  

ヘッジ手段…為替予約 a.ヘッジ手段…為替予約 

  ヘッジ対象…外貨建買入債務  

ヘッジ対象…外貨建買入債務 b.ヘッジ手段…金利スワップ 

  ヘッジ対象…借入金 

  

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

外貨建買入債務は、為替予約の締結時にリスク管

理方針に従って、外貨建による同一金額で同一期

日の為替予約を各々の買入債務に振当てておりま

す。そのため、その後の為替相場の変動による相

関関係は完全に確保されており、決算日における

有効性の評価を省略しております。 

  

(3）ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約については、ヘッジ対象に対し同一通貨

建による同一金額で同一期日の為替予約を各々の

買入債務に振当てております。そのため、その後

の為替相場の変動による相関関係は完全に確保さ

れており、決算日における有効性の評価を省略し

ております。また、金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしておりますので、決算日に

おける有効性の評価を省略しております。  

７．消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

７．消費税等の会計処理 

同左 
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（６）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当事業年度より、「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、経常利益はそれぞれ２百万円、

税引前当期純利益は13百万円減少しております。  

（７）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― 

  

  

  

  

   

（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「過年度関税

等支払額」（当事業年度２百万円）は、特別損失の総額

の100分の10以下となったため、特別損失の「その他」に

含めて表示することにいたしました。  

前事業年度まで区分掲記しておりました「減損損失」

（当事業年度０百万円）は、金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他」に含めて表示することにいたしまし

た。 

（貸借対照表） 

前事業年度まで投資その他の資産の「その他」に含め

て表示しておりました「リース投資資産」は、当事業年

度において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲

記いたしました。なお、前事業年度における「リース投

資資産」は234百万円であります。   

（損益計算書） 

前事業年度まで区分掲記しておりました「受取技術

料」（当事業年度０百万円）は、営業外収益の総額の100

分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含

めて表示することにいたしました。  

  

（８）個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

１．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら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。 

１．運転資金の効率的な調達を行うため当座貸越契約

及び貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。これら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。 

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円

当座貸越極度額及び貸出コ
ミットメントの総額 5,400百万円

借入実行残高 －百万円

差引額 5,400百万円
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に

含まれております。 

  89百万円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損（洗替法によ

る戻入額相殺後の額）が売上原価に含まれており

ます。 

  △9百万円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

57

43

 給料 1,886百万円

 賞与引当金繰入額 360百万円

 退職給付費用 195百万円

 旅費交通費 505百万円

荷造運送費 599百万円

 研究開発費 1,924百万円

 償却費 150百万円

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

56

44

 給料 1,929百万円

 賞与引当金繰入額 356百万円

 退職給付費用 171百万円

 旅費交通費 515百万円

荷造運送費 602百万円

 研究開発費 1,884百万円

 償却費 163百万円

※３．研究開発費の総額 

一般管理費 1,924百万円

※３．研究開発費の総額 

一般管理費 1,884百万円

※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損     

構築物 2百万円

機械及び装置 10百万円

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 1百万円

※４．固定資産除売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

固定資産除却損     

建物  27百万円

構築物 0百万円

機械及び装置 7百万円

車両運搬具 0百万円

工具、器具及び備品 2百万円
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加27株は、単元未満株式の買取りによる増加27株であり、減少6,000株は、スト

ック・オプションの権利行使による減少6,000株であります。 

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加40株は、単元未満株式の買取りによる増加40株であり、減少6,549株は、スト

ック・オプションの権利行使による減少6,500株、単元未満株式の買増請求による減少49株であります。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  3,617,656  27  6,000  3,611,683

合計  3,617,656  27  6,000  3,611,683

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）  3,611,683  40  6,549  3,605,174

合計  3,611,683  40  6,549  3,605,174
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．ファイナンス・リース取引 

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

有形固定資産 

研究開発設備及び事務機器（工具、器具及び備

品）並びに生産設備（機械装置及び運搬具）であ

ります。 

１．ファイナンス・リース取引 

(1)借主側 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

リース資産の内容 

同左  

リース資産の減価償却の方法 

重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」

に記載のとおりであります。 

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、その内容は次のとおり

であります。  

リース資産の減価償却の方法 

同左  

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 

  
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置  116  100  16

工具、器具及
び備品  1,532  1,072  460

ソフトウエア  598  469  128

合計  2,247  1,641  605

  
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械及び装置  70  70 －

工具、器具及
び備品  1,104  917  187

ソフトウエア  391  353  38

合計  1,567  1,341  225

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年内 383百万円

１年超 247百万円

合計 630百万円

１年内 192百万円

１年超 49百万円

合計 242百万円

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 590百万円

 減価償却費相当額 554百万円

 支払利息相当額 16百万円

 支払リース料 404百万円

 減価償却費相当額 372百万円

 支払利息相当額 7百万円

④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。 

④減価償却費相当額の算定方法 

同左 

⑤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。 

⑤利息相当額の算定方法 

同左 
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前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(2)貸主側  (2)貸主側  

リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

リース料債権部分 83百万円 

受取利息相当額 △10百万円 

リース投資資産 72百万円 

リース料債権部分 251百万円 

受取利息相当額 △16百万円 

リース投資資産 234百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    72

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   75

２年超 

３年以内  
   76

３年超 

４年以内  
   60

４年超 

５年以内  
   22

５年超   0

リース投資資産の内訳 

 流動資産 

 投資その他の資産 

 リース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後

の回収予定額 

流動資産  

 投資その他の資産 

リース料債権部分 155百万円 

受取利息相当額 △15百万円 

リース投資資産 140百万円 

リース料債権部分 440百万円 

受取利息相当額 △23百万円 

リース投資資産 417百万円 

  
 リース投資資産 

（百万円）  

１年以内    140

  
リース投資資産 

（百万円） 

１年以内    －

１年超 

２年以内  
   143

２年超 

３年以内  
   128

３年超 

４年以内  
   89

４年超 

５年以内  
   43

５年超   11

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、その内容は次のとおりであり

ます。 

同左 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 282百万円 

１年超 154百万円 

合計  437百万円 

１年内 123百万円 

１年超 31百万円 

合計  154百万円 

 (注) 上記はすべて転貸リース取引に係る貸主側の未経

過リース料期末残高相当額であります。 

 なお、当該転貸リース取引はおおむね同一の条件

で第三者にリースしているのでほぼ同額の残高が上

記の借主側の未経過リース料期末残高相当額に含ま

れております。 

同左 
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（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 

  

  

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側）  

  未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

（借主側）  

  未経過リース料 

１年内 190百万円 

１年超 400百万円 

合計  591百万円 

１年内 190百万円 

１年超 209百万円 

合計  400百万円 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,079.70円 

１株当たり当期純利益 70.20円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

69.80円 

  

１株当たり純資産額 1,147.82円 

１株当たり当期純利益 94.16円 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益  

93.48円 

  

  
前事業年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（百万円）  1,274  1,710

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,274  1,710

期中平均株式数（千株）  18,157  18,164

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額             

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  103  133

（うち新株予約権） （ ） 103 （ ） 133

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金額の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

 －  －
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――――― 

  

当社は、平成23年４月４日開催の取締役会において、当

社生産拠点の１つである東金工場（千葉県東金市）を閉鎖

することを決議いたしました。 

なお、詳細は「４．連結財務諸表（10）連結財務諸表に

関する注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであ

ります。  
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(1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 和田  守史（現 常務執行役生産統括部野木工場長兼東金工場長） 

③就任予定日 

 平成23年６月22日 

  

(2）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であるため、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 

  当連結会計年度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。 

  

６．その他

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）  3,904  104.9

一般検査用試薬（百万円）  1,974  111.3

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  6,221  104.0

生化学的検査用試薬（百万円）   78  93.6

器具・食品環境関連培地（百万円）   1,007  85.2

その他（百万円）  283  132.2

合計（百万円）  13,469  103.9
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②商品仕入実績 

  当連結会計年度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販売実績 

  当連結会計年度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）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）   659  134.5

一般検査用試薬（百万円）  3  115.7

免疫血清学的検査用試薬（百万円）  6,045  103.2

生化学的検査用試薬（百万円）  310  92.7

器具・食品環境関連培地（百万円）  1,097  104.7

その他（百万円）  2,076  108.0

合計（百万円）  10,192  105.5

製品の種類別区分の名称 
当連結会計年度

（自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日） 

前年同期比（％）

細菌学的検査用試薬（百万円）  4,651  104.5

一般検査用試薬（百万円）  1,948  104.0

免疫血清学的検査用試薬（百万円）   14,903  103.1

生化学的検査用試薬（百万円）   808  93.5

器具・食品環境関連培地（百万円）  2,441  95.6

その他（百万円）  2,809  106.1

合計（百万円）  27,562  102.7
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