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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 1,517 4.3 67 △3.7 60 273.4 71 595.1
23年3月期第1四半期 1,454 6.8 69 ― 16 △66.8 10 △69.8

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 70百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △18百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.16 ―

23年3月期第1四半期 0.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 7,798 4,206 53.5
23年3月期 7,994 4,234 52.1

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,170百万円 23年3月期  4,169百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 4.00 4.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 3,068 4.0 59 △60.7 10 △69.4 4 22.7 0.29
通期 6,518 4.3 347 △12.0 233 19.5 186 ― 10.90



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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．当四半期決算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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 17,355,000 株 23年3月期 17,355,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 204,009 株 23年3月期 204,009 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,150,991 株 23年3月期1Q 17,152,728 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年4月１日 至 平成23年6月30日）のわが国経済は、平成23年3月11日

に発生した東日本大震災を受けて急速に落ち込んだものの、サプライチェーンの復旧にともない鉱工業生産が回復

に転じるなど、持ち直しの動きとなっております。個人消費は、震災後の自粛ムードが和らぐにつれて持ち直しつ

つありますが、電力不足への懸念、雇用情勢の低迷などから、依然先行きは不透明な状況にあります。 

こうした中、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高15億17百万円（前年同期比4.3％増）、営業利益67百

万円（同3.7％減）、経常利益60百万円（同273.4％増）、四半期純利益71百万円（同595.1％増）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、細胞診関連を含み、東日本大震災の影響による受診者の減少、3月に顧客において在庫を

確保する動きなどがあった結果、当第１四半期連結累計期間の販売は全体として低調となり、売上高は前年同期を

下回りました。 

基礎研究用試薬分野では、東日本大震災の影響により国内での試薬販売は低調であったものの、グループ企業の

技術を結集した総合受託サービスにおいては堅調に推移し、また海外への輸出が伸張したことにより、全体の売上

高は前年同期を上回りました。 

以上の結果、試薬事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は15億16百万円（前年同期比4.4％増）、セグメン

ト利益は72百万円（同2.5％減）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１四半期連結累計期間の売上高は1百

万円（前年同期比58.2％減）、セグメント損失は4百万円（前年同期はセグメント損失4百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、77億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億96百万円減少い

たしました。 

流動資産合計は、51億51百万円となり、1億46百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減

少1億81百万円によるものであります。 

固定資産合計は、26億46百万円となり、49百万円減少いたしました。これは主に、のれん、建物及び構築物、建

設仮勘定ならびに長期前払費用の減少によるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、35億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億67百万円減少い

たしました。これは主に、長期借入金ならびに支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、42億6百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円減少いた

しました。これは四半期純利益71百万円の計上があったものの、配当金の支払68百万円及び新株予約権の減少29百

万円等によるものであります。 

これらの結果、自己資本比率は53.5％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年5月13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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,880,916 1,819,966

受取手形及び売掛金 1,880,211 1,698,930

有価証券 3,496 3,722

商品及び製品 603,611 591,665

仕掛品 555,103 544,057

原材料及び貯蔵品 299,882 313,844

その他 90,921 194,384

貸倒引当金 △15,869 △15,062

流動資産合計 5,298,273 5,151,508

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 586,503 578,346

機械装置及び運搬具（純額） 89,592 85,765

土地 53,822 54,011

リース資産（純額） 94,188 91,367

建設仮勘定 27,950 20,000

その他（純額） 240,043 242,225

有形固定資産合計 1,092,100 1,071,716

無形固定資産   

のれん 163,269 148,317

その他 228,410 221,674

無形固定資産合計 391,679 369,991

投資その他の資産   

投資有価証券 227,153 229,324

長期貸付金 332,876 332,437

長期前払費用 320,771 313,375

その他 585,903 580,966

貸倒引当金 △254,192 △251,100

投資その他の資産合計 1,212,512 1,205,004

固定資産合計 2,696,292 2,646,712

資産合計 7,994,566 7,798,221



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 262,171 158,245

短期借入金 1,290,144 1,279,547

未払法人税等 28,176 17,117

その他 322,685 461,879

流動負債合計 1,903,179 1,916,790

固定負債   

長期借入金 1,696,803 1,519,060

その他 159,701 156,236

固定負債合計 1,856,505 1,675,297

負債合計 3,759,684 3,592,088

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 196,756 199,494

自己株式 △43,002 △43,002

株主資本合計 4,334,992 4,337,730

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △55,678 △53,817

繰延ヘッジ損益 △34,312 △34,931

為替換算調整勘定 △75,884 △78,904

その他の包括利益累計額合計 △165,875 △167,654

新株予約権 43,893 14,288

少数株主持分 21,871 21,769

純資産合計 4,234,881 4,206,133

負債純資産合計 7,994,566 7,798,221



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,454,772 1,517,694

売上原価 497,516 500,953

売上総利益 957,255 1,016,741

販売費及び一般管理費 887,461 949,550

営業利益 69,794 67,190

営業外収益   

受取利息 2,225 1,767

為替差益 － 9,932

投資事業組合運用益 － 3,586

その他 2,083 2,392

営業外収益合計 4,309 17,679

営業外費用   

支払利息 11,377 10,324

持分法による投資損失 24,623 14,104

為替差損 15,009 －

その他 6,906 －

営業外費用合計 57,916 24,429

経常利益 16,186 60,440

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,017 －

国庫補助金 4,010 －

投資有価証券売却益 1,190 712

新株予約権戻入益 － 29,605

特別利益合計 7,218 30,317

特別損失   

固定資産除却損 223 244

特別損失合計 223 244

税金等調整前四半期純利益 23,181 90,513

法人税、住民税及び事業税 12,116 18,863

法人税等合計 12,116 18,863

少数株主損益調整前四半期純利益 11,064 71,649

少数株主利益 800 308

四半期純利益 10,263 71,341



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,064 71,649

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,066 1,860

繰延ヘッジ損益 △14,258 △619

為替換算調整勘定 △152 △2,344

その他の包括利益合計 △29,476 △1,103

四半期包括利益 △18,412 70,546

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,423 69,562

少数株主に係る四半期包括利益 1,011 983



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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 

（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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

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 

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
  

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） 
（注）２ 

試薬事業 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客への売上高  1,452,220  2,552  1,454,772  －  1,454,772

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 150  －  150  △150  －

計  1,452,370  2,552  1,454,922  △150  1,454,772

セグメント利益又は損失（△）  73,929  △4,135  69,794  －  69,794

  
  

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） 
（注）２ 

試薬事業 
（千円） 

売上高           

(1) 外部顧客への売上高  1,516,627  1,066  1,517,694  －  1,517,694

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 150  －  150  △150  －

計  1,516,777  1,066  1,517,844  △150  1,517,694

セグメント利益又は損失（△）  72,094  △4,904  67,190  －  67,190

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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