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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 4,664 4.8 254 51.3 158 ― 144 ―

23年3月期第3四半期 4,450 3.0 168 △7.9 △7 ― △58 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 249百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △78百万円 （―％）

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3四半期 8.40 ―

23年3月期第3四半期 △3.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 8,364 4,390 52.1
23年3月期 7,994 4,234 52.1

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  4,354百万円 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3Q 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3Q 204,711 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3Q 17,150,807 株 23年3月期3Q 17,151,690 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年4月1日 至 平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大震

災後の落ち込みから夏場にかけて持ち直したものの、米国の景気回復の遅れ、欧州の債務問題、円高の進展などの

影響で回復のペースが鈍化し、依然として不透明な状況で推移いたしました。 

こうした中、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高46億64百万円（前年同四半期比4.8％増）、営業利益 

2億54百万円（同51.3％増）、経常利益1億58百万円（前年同四半期は経常損失7百万円）、四半期純利益1億44百万

円（前年同四半期は四半期純損失58百万円）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

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新製品発売及び保険適用による売上増により、

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、国内研究機関への試薬販売は引き続きほぼ前年並みにとどまっているものの、グルー

プ企業の技術を結集した総合受託サービスや抗体、国内製薬企業や海外への売上伸張により、全体の売上高は前年

同四半期を若干上回りました。 

以上の結果、試薬事業の当第３四半期連結累計期間の売上高は46億62百万円（前年同四半期比4.9％増）、セグ

メント利益は2億71百万円（同48.7％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３四半期連結累計期間の売上高は2百

万円（前年同四半期比50.1％減）、セグメント損失は16百万円（前年同四半期は14百万円）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３四半期連結会計期間末の資産合計は、83億64百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億69百万円増加い

たしました。 

流動資産合計は、56億49百万円となり、3億51百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預金の増加1億98

百万円ならびに商品及び製品の増加79百万円によるものであります。 

固定資産合計は、27億14百万円となり、18百万円増加いたしました。これは主に、投資有価証券の増加63百万円

によるものであります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、39億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ2億14百万円増加い

たしました。これは主に、流動負債のその他に含まれる未払金の増加1億29百万円及び長期借入金の増加64百万円

によるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、43億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億55百万円増加

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

1億44百万円の計上及びその他有価証券評価差額金の増加71百万円があったためであります。 

これらの結果、自己資本比率は52.1％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 

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、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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,880,916 2,079,438

受取手形及び売掛金 1,880,211 1,783,846

有価証券 3,496 4,202

商品及び製品 603,611 682,911

仕掛品 555,103 578,893

原材料及び貯蔵品 299,882 340,266

その他 90,921 196,411

貸倒引当金 △15,869 △16,267

流動資産合計 5,298,273 5,649,702

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 586,503 575,390

機械装置及び運搬具（純額） 89,592 82,647

土地 53,822 53,271

リース資産（純額） 94,188 104,795

建設仮勘定 27,950 45,040

その他（純額） 240,043 272,654

有形固定資産合計 1,092,100 1,133,799

無形固定資産   

のれん 163,269 122,583

その他 228,410 208,672

無形固定資産合計 391,679 331,256

投資その他の資産   

投資有価証券 227,153 291,021

長期貸付金 332,876 337,790

長期前払費用 320,771 283,127

その他 585,903 569,777

貸倒引当金 △254,192 △232,096

投資その他の資産合計 1,212,512 1,249,620

固定資産合計 2,696,292 2,714,676

資産合計 7,994,566 8,364,379



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 262,171 220,548

短期借入金 1,290,144 1,297,943

未払法人税等 28,176 35,605

その他 322,685 462,311

流動負債合計 1,903,179 2,016,409

固定負債   

長期借入金 1,696,803 1,761,590

その他 159,701 195,937

固定負債合計 1,856,505 1,957,527

負債合計 3,759,684 3,973,937

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 196,756 276,645

自己株式 △43,002 △43,189

株主資本合計 4,334,992 4,414,694

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 16,227

繰延ヘッジ損益 △34,312 △17,925

為替換算調整勘定 △75,884 △58,923

その他の包括利益累計額合計 △165,875 △60,620

新株予約権 43,893 14,288

少数株主持分 21,871 22,080

純資産合計 4,234,881 4,390,441

負債純資産合計 7,994,566 8,364,379



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,450,249 4,664,166

売上原価 1,511,741 1,550,237

売上総利益 2,938,507 3,113,928

販売費及び一般管理費 2,770,429 2,859,631

営業利益 168,078 254,297

営業外収益   

受取利息 7,805 6,334

保険解約返戻金 － 7,745

投資事業組合運用益 － 4,024

その他 16,904 10,384

営業外収益合計 24,710 28,488

営業外費用   

支払利息 32,637 32,914

持分法による投資損失 37,494 22,760

為替差損 117,770 68,368

その他 12,477 454

営業外費用合計 200,379 124,497

経常利益又は経常損失（△） △7,590 158,288

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,162 －

国庫補助金 7,546 6,750

投資有価証券売却益 2,820 1,833

新株予約権戻入益 － 29,605

特別利益合計 13,528 38,188

特別損失   

固定資産除却損 3,398 2,874

特別損失合計 3,398 2,874

税金等調整前四半期純利益 2,540 193,602

法人税、住民税及び事業税 58,079 48,600

法人税等合計 58,079 48,600

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,539 145,001

少数株主利益 3,276 851

四半期純利益又は四半期純損失（△） △58,815 144,150



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△55,539 145,001

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,275 71,906

繰延ヘッジ損益 △8,795 16,386

為替換算調整勘定 2,053 16,536

その他の包括利益合計 △23,016 104,828

四半期包括利益 △78,555 249,830

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,380 249,404

少数株主に係る四半期包括利益 1,824 425



該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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  4,445,072  5,176  4,450,249  ―  4,450,249

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 450  ―  450  △450  ―

計  4,445,522  5,176  4,450,699  △450  4,450,249

セグメント利益又は損失（△）  182,328  △14,250  168,078  ―  168,078

  
  

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  4,661,583  2,583  4,664,166  ―  4,664,166

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 450  ―  450  △450  ―

計  4,662,033  2,583  4,664,616  △450  4,664,166

セグメント利益又は損失（△）  271,102  △16,804  254,297  ―  254,297

（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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