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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 3,076 4.3 160 6.0 106 210.4 102 ―

23年3月期第2四半期 2,950 3.8 151 41.2 34 △16.7 4 △70.3

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 111百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △15百万円 （―％）

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2四半期 5.99 ―

23年3月期第2四半期 0.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 8,470 4,253 49.8
23年3月期 7,994 4,234 52.1

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  4,216百万円 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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 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2Q 17,150,991 株 23年3月期2Q 17,152,017 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23年4月1日 至 平成23年9月30日）におけるわが国経済は、東日本大震

災の影響で低下した経済活動がサプライチェーンの復旧により持ち直したものの、欧米各国の財政悪化・金融不安

に伴う円高の進行や株価の低迷など、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

こうした中、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高30億76百万円（前年同四半期比4.3％増）、営業利益1

億60百万円（同6.0％増）、経常利益1億6百万円（同210.4％増）、四半期純利益1億2百万円（前年同四半期は4百

万円）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、当初は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

きがあったことの反動などがあったものの、その後は腫瘍マーカーの伸張など堅調に推移し、売上高は前年同四半

期を上回りました。 

基礎研究用試薬分野では、東日本大震災の影響もあり、国内研究機関への試薬販売はほぼ前年並みにとどまった

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、国内製薬企業や海外への販売が伸張したことにより、

全体の売上高は前年同四半期を上回りました。 

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30億75百万円（前年同四半期比4.3％増）、セグ

メント利益は1億71百万円（同6.7％増）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1百

万円（前年同四半期比54.6％減）、セグメント損失は10百万円（前年同四半期は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 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、84億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億76百万円増加い

たしました。 

流動資産合計は、58億18百万円となり、5億20百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加5億55

百万円によるものであります。 

固定資産合計は、26億52百万円となり、44百万円減少いたしました。これは主に、のれん及び長期前払費用の減

少によるものであります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、42億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億57百万円増加い

たしました。これは主に、長期借入金の増加2億75百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、42億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円増加いた

しました。これは主に、配当金の支払68百万円及び新株予約権の減少29百万円があったものの、四半期純利益1億2

百万円の計上があったためであります。 

これらの結果、自己資本比率は49.8％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11月1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 

第１四半期連結会計期間において持分法適用関連会社であった株式会社グライエンスは、増資引受により、持株

比率が増加したため、当第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

  

（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,880,916 2,436,631

受取手形及び売掛金 1,880,211 1,624,781

有価証券 3,496 3,872

商品及び製品 603,611 667,397

仕掛品 555,103 593,124

原材料及び貯蔵品 299,882 325,528

その他 90,921 182,109

貸倒引当金 △15,869 △14,992

流動資産合計 5,298,273 5,818,452

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 586,503 567,196

機械装置及び運搬具（純額） 89,592 79,354

土地 53,822 53,736

リース資産（純額） 94,188 102,051

建設仮勘定 27,950 20,000

その他（純額） 240,043 303,284

有形固定資産合計 1,092,100 1,125,622

無形固定資産   

のれん 163,269 137,404

その他 228,410 209,650

無形固定資産合計 391,679 347,054

投資その他の資産   

投資有価証券 227,153 213,762

長期貸付金 332,876 328,822

長期前払費用 320,771 300,899

その他 585,903 571,197

貸倒引当金 △254,192 △235,168

投資その他の資産合計 1,212,512 1,179,514

固定資産合計 2,696,292 2,652,191

資産合計 7,994,566 8,470,644



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 262,171 185,454

短期借入金 1,290,144 1,305,149

未払法人税等 28,176 30,310

その他 322,685 517,945

流動負債合計 1,903,179 2,038,859

固定負債   

長期借入金 1,696,803 1,972,232

その他 159,701 206,087

固定負債合計 1,856,505 2,178,319

負債合計 3,759,684 4,217,178

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 196,756 235,144

自己株式 △43,002 △43,002

株主資本合計 4,334,992 4,373,380

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 △65,242

繰延ヘッジ損益 △34,312 △23,163

為替換算調整勘定 △75,884 △68,869

その他の包括利益累計額合計 △165,875 △157,275

新株予約権 43,893 14,288

少数株主持分 21,871 23,073

純資産合計 4,234,881 4,253,465

負債純資産合計 7,994,566 8,470,644



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,950,638 3,076,616

売上原価 994,111 986,786

売上総利益 1,956,527 2,089,829

販売費及び一般管理費 1,804,696 1,928,940

営業利益 151,831 160,889

営業外収益   

受取利息 5,683 4,285

保険解約返戻金 － 7,745

投資事業組合運用益 － 3,300

その他 8,958 5,540

営業外収益合計 14,641 20,872

営業外費用   

支払利息 20,601 21,944

持分法による投資損失 33,611 17,538

為替差損 66,509 35,986

その他 11,595 274

営業外費用合計 132,318 75,743

経常利益 34,154 106,018

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,784 －

国庫補助金 4,010 －

投資有価証券売却益 2,446 1,193

新株予約権戻入益 － 29,605

特別利益合計 11,241 30,798

特別損失   

固定資産除却損 798 2,023

特別損失合計 798 2,023

税金等調整前四半期純利益 44,597 134,793

法人税、住民税及び事業税 38,864 31,836

法人税等合計 38,864 31,836

少数株主損益調整前四半期純利益 5,732 102,957

少数株主利益 1,679 307

四半期純利益 4,052 102,649



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 5,732 102,957

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △12,431 △9,564

繰延ヘッジ損益 △9,376 11,148

為替換算調整勘定 806 7,316

その他の包括利益合計 △21,001 8,900

四半期包括利益 △15,268 111,858

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △16,257 111,248

少数株主に係る四半期包括利益 988 609



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 44,597 134,793

減価償却費 154,055 167,343

のれん償却額 29,904 30,005

投資事業組合運用損益（△は益） 9,070 △3,115

固定資産除却損 798 2,023

新株予約権戻入益 － △29,605

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,848 △19,901

受取利息及び受取配当金 △6,150 △4,760

支払利息 20,601 21,944

為替差損益（△は益） 69,049 46,844

持分法による投資損益（△は益） 33,611 17,538

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △2,446 △1,193

売上債権の増減額（△は増加） 275,247 252,141

たな卸資産の増減額（△は増加） △96,646 △118,686

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36,452 △16,216

仕入債務の増減額（△は減少） 22,287 △81,088

未払金の増減額（△は減少） 93,443 174,596

その他の流動負債の増減額（△は減少） △53,274 △27,531

その他 2,484 3,556

小計 628,237 548,689

利息及び配当金の受取額 6,402 4,989

利息の支払額 △19,942 △20,342

法人税等の支払額 △46,748 △31,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 567,948 501,562

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △10,001

定期預金の払戻による収入 － 10,000

有形固定資産の取得による支出 △90,600 △37,884

無形固定資産の取得による支出 △12,682 △14,984

投資有価証券の取得による支出 － △119

投資有価証券の売却による収入 33,234 8,317

関係会社株式の取得による支出 － △707

貸付けによる支出 － △118,395

貸付金の回収による収入 5,130 35,261

投資その他の資産の増減額（△は増加） △86,672 △463

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,590 △128,977



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） － △130,000

長期借入れによる収入 715,200 811,000

長期借入金の返済による支出 △477,146 △390,467

自己株式の取得による支出 △663 －

配当金の支払額 △67,492 △68,059

少数株主への配当金の支払額 △146 △1,085

リース債務の返済による支出 △5,391 △7,757

財務活動によるキャッシュ・フロー 164,359 213,629

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,096 △37,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 537,620 548,944

現金及び現金同等物の期首残高 1,895,348 1,874,412

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 7,145

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,432,969 2,430,503



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第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） 

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２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  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

  
  

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  3,074,811  1,805  3,076,616  －  3,076,616

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  －  300  △300  －

計  3,075,111  1,805  3,076,916  △300  3,076,616

セグメント利益又は損失（△）  171,716  △10,827  160,889  －  160,889

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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