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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）

（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 46,694 12.7 2,949 △32.6 3,120 △29.6 1,676 △27.2
23年３月期第２四半期 41,442 2.4 4,377 9.0 4,430 7.2 2,302 12.1

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期1,907百万円(△16.2％) 23年３月期第２四半期2,274百万円(  －％)

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 78 97 78 78

23年３月期第２四半期 108 48 108 25

（２）連結財政状態

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 80,456 49,430 59.1

23年３月期 71,583 47,136 64.7

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 47,580百万円 23年３月期 46,284百万円

２．配当の状況

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 ― 20 00 ― 20 00 40 00

24年３月期 ― 20 00

24年３月期(予想) ― 20 00 40 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)

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 93,000 15.2 5,220 △21.2 5,450 △20.3 2,980 △17.1 140 37



  

 

 

 
  

  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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.３「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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  １社 (㈱岸本医科学研究所) 、除外  ―社

 （注）詳細は、添付資料P.3「当第２四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期２Ｑ 22,007,363株 23年３月期 22,007,363株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 775,111株 23年３月期 777,387株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 21,230,972株 23年３月期２Ｑ 21,228,727株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………３ 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 …………………………………………………３ 

    当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ………………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………８ 

（４）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………９ 

４．補足情報 …………………………………………………………………………………９ 

  販売の状況 ………………………………………………………………………………９ 

  

○添付資料の目次

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

―　1　―



医療業界は、国民医療費が高齢化の進行や医療技術の進歩を背景に過去最高を更新する中で、医療の

質の向上や効率的な医療の実現に向けた各種制度改革が実施されています。 

当期の受託臨床検査業界は、２年毎に実施されている診療報酬改定の年度に当たらず、検体検査に係

る保険点数（公定価格）の引き下げはなかったものの、業者間競争が一段と激化していることなどによ

り受託価格は弱含みで推移しています。また、第１四半期に顕著であった東日本大震災の影響による受

託検体数の減少は、徐々に平常化の兆しを見せ始めていますが、依然として注視が必要な状況にありま

す。 

こうした環境の下、当社グループは、臨床検査事業につきましては、引き続きクリニック市場の開拓

を図るとともに、大型施設へのFMS/ブランチラボ方式（検査機器・システムなどの賃貸と運営支援/院

内検査室の運営受託）による提案営業を行い、事業基盤の拡大を図りました。また、当期より連結対象

子会社に加わった㈱岸本医科学研究所、および㈱リンテックが寄与したことから当第２四半期の検査数

量は順調に増加し、同事業の売上高は、前年同期比13.3％増加しました。一方、利益面においては、新

たな連結対象子会社にかかわる検査の統合費用や老朽機器の更新投資およびのれん代の償却負担などが

発生したことに加え、電力使用量制限への対策費用や一部事業所の移転費用などにより減益となりまし

た。 

その他検査事業の食品衛生事業につきましては、㈱BMLフード・サイエンスが食品衛生コンサルティ

ング業務や食品関係従事者の腸内細菌検査の受注が堅調に推移し、前期比増収増益となりました。 

医療情報システム事業につきましては、診療所版電子カルテ「メディカルステーション（MS）」の新

規導入が低調だったものの、既存ユーザーのリプレイスが堅調に推移いたしました。また、今年4月に

販売を開始した新電子カルテ「クオリス」の新規導入については、診療科目や販売対象地域が限定的だ

ったことにより計画を下回りました。この結果、事業全体の売上高は、前年同期比2.6％の減少となり

ました。今後、「クオリス」の販売対象先等を順次拡大していくと同時に、他社レセプト電算データの

コンバート機能などを充実させ拡販につなげる予定です。 

その他事業につきましては、SMO※/CRO※ 事業を営む㈱アレグロが、治験の受託件数に復調の兆しが

見られ、売上高で前年同期比14.2％増加しました。利益についても通期で黒字化を展望できる状況で

す。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高46,694百万円（前年同期比12.7％増）、

営業利益2,949百万円（前年同期比32.6％減）、経常利益3,120百万円（前年同期比29.6％減）、四半期

純利益1,676百万円（前年同期比27.2％減）となりました。 

  

 ※SMO：特定の医療機関（治験実施施設）と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関をいう。 

 ※CRO：医薬品の開発において、製薬メーカーが行なう治験に関わる様々な業務の全て又は一部を代行・支援する機

関をいう。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産80,456百万円（前期末比8,873百万円増）、

純資産49,430百万円（前期末比2,293百万円増）、自己資本比率59.1％（前期末比5.6%減）となってい

ます。主な増減項目は、資産の部では、流動資産で現金及び預金が920百万円、受取手形及び売掛金が

2,797百万円、有形固定資産で土地が1,964百万円、無形固定資産でのれんが2,959百万円、それぞれ増

加しています。負債の部では、流動負債で支払手形及び買掛金で1,248百万円、固定負債で長期借入金

が1,923百万円、それぞれ増加しています。また、純資産の部では、利益剰余金が1,193百万円、少数株

主持分が999百万円、それぞれ増加しています。 

  

②連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前年同期に比べ366百万円増加し、18,219百

万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりで

す。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,942百万円の資金収入（前年同期比339百万円減）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純利益が634百万円減少したことなどによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,492百万円の資金支出（前年同期比334百万円減）となりま

した。これは主に、有形固定資産の取得による支出が360百万円減少したことなどによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、3,575百万円の資金支出（前年同期比2,828百万円増）となり

ました。これは主に、長期借入金の返済による支出が2,617百万円増加したことなどによるものです。 

  

  

通期の連結業績予想につきましては、期初の予想を変更しておりません。 

  

  

第１四半期連結会計期間より、子会社において吸収分割による事業承継を行ったため、重要性が増し

た㈱岸本医科学研究所を連結の範囲に含めております。 

  

  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

  当第２四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 17,980 18,900

受取手形及び売掛金 13,867 16,664

商品及び製品 185 235

仕掛品 381 517

原材料及び貯蔵品 1,180 1,334

その他 2,555 2,714

貸倒引当金 △36 △282

流動資産合計 36,113 40,084

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,369 10,139

土地 10,882 12,846

その他（純額） 5,881 6,604

有形固定資産合計 26,133 29,590

無形固定資産   

のれん 153 3,113

その他 2,861 2,768

無形固定資産合計 3,015 5,881

投資その他の資産   

その他 6,351 4,926

貸倒引当金 △31 △26

投資その他の資産合計 6,320 4,899

固定資産合計 35,469 40,371

資産合計 71,583 80,456

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,456 10,705

短期借入金 1,030 1,349

未払法人税等 1,589 1,953

その他 5,941 7,620

流動負債合計 18,018 21,628

固定負債   

長期借入金 － 1,923

退職給付引当金 3,684 4,234

役員退職慰労引当金 159 158

その他 2,584 3,080

固定負債合計 6,427 9,397

負債合計 24,446 31,025

㈱ビー・エム・エル（4694）　平成24年３月期　第２四半期決算短信

―　4　―



（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,045 6,045

資本剰余金 6,646 6,646

利益剰余金 34,844 36,037

自己株式 △1,259 △1,255

株主資本合計 46,278 47,475

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 6 105

その他の包括利益累計額合計 6 105

新株予約権 67 66

少数株主持分 784 1,783

純資産合計 47,136 49,430

負債純資産合計 71,583 80,456
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（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：百万円）

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 41,442 46,694

売上原価 25,317 29,569

売上総利益 16,124 17,124

販売費及び一般管理費 11,746 14,175

営業利益 4,377 2,949

営業外収益   

不動産賃貸料 25 48

その他 84 190

営業外収益合計 109 239

営業外費用   

支払利息 28 46

不動産賃貸原価 7 10

その他 20 11

営業外費用合計 56 68

経常利益 4,430 3,120

特別利益   

貸倒引当金戻入額 12 －

株式割当益 15 －

持分変動利益 － 592

その他 3 37

特別利益合計 32 629

特別損失   

固定資産除却損 32 16

抱合せ株式消滅差損 － 15

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 80 －

その他 12 14

特別損失合計 125 46

税金等調整前四半期純利益 4,337 3,702

法人税、住民税及び事業税 2,104 1,976

法人税等調整額 △142 △82

法人税等合計 1,962 1,894

少数株主損益調整前四半期純利益 2,374 1,808

少数株主利益 71 131

四半期純利益 2,302 1,676
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 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：百万円)

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 2,374 1,808

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △99 98

その他の包括利益合計 △99 98

四半期包括利益 2,274 1,907

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,203 1,775

少数株主に係る四半期包括利益 71 131
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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 4,337 3,702

減価償却費 2,088 2,330

のれん償却額 46 382

退職給付引当金の増減額（△は減少） 129 115

支払利息 28 46

持分変動損益（△は益） － △592

固定資産除却損 32 16

売上債権の増減額（△は増加） △970 △1,196

たな卸資産の増減額（△は増加） 15 △32

仕入債務の増減額（△は減少） 484 729

未払消費税等の増減額（△は減少） △180 118

その他 △25 △59

小計 5,985 5,561

利息の支払額 △28 △46

法人税等の支払額 △1,836 △1,633

その他の収入 161 61

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,282 3,942

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 △1,441 △1,080

無形固定資産の取得による支出 △320 △317

貸付けによる支出 △52 △102

その他 △13 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,827 △1,492

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） － △103

リース債務の返済による支出 △162 △392

長期借入金の返済による支出 － △2,617

配当金の支払額 △530 △424

その他 △53 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △747 △3,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,708 △1,125

現金及び現金同等物の期首残高 16,145 17,308

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 17

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,957

吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 57

株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 4

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,853 18,219
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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）  

該当事項はありません。 

  

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）  

該当事項はありません。 

  

  

  

 
(注)金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

販売の状況

検査区分

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) 増減率(％)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

検査事業 臨床検査事業

 生化学的検査 17,376 41.9 19,687 42.2 13.3

 血液学的検査 3,509 8.5 3,986 8.6 13.6

 免疫学的検査 8,309 20.0 9,527 20.4 14.7

 微生物学的検査 2,373 5.7 2,667 5.7 12.4

 病理学的検査 2,725 6.6 3,089 6.6 13.4

 その他検査 3,884 9.4 4,307 9.2 10.9

(臨床検査事業小計) 38,179 92.1 43,266 92.7 13.3

その他検査事業 1,480 3.6 1,676 3.6 13.3

検査事業小計 39,660 95.7 44,942 96.3 13.3

医療情報システム事業 1,690 4.1 1,647 3.5 △2.6

その他事業 91 0.2 104 0.2 14.2

合計 41,442 100.0 46,694 100.0 12.7
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