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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家向け)

(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24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 ％

25年３月期第２四半期 1,029 10.9 △28 ― △104 ― △261 ―
24年３月期第２四半期 928 △7.4 △159 ― △247 ― △235 ―

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 △257百万円( ― ％) 24年３月期第２四半期 △257百万円( ― ％)

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

25年３月期第２四半期 △78.96 ―
24年３月期第２四半期 △71.22 ―

（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 ％

25年３月期第２四半期 3,867 516 13.4
24年３月期 4,369 784 18.0

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 516百万円 24年３月期 784百万円

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

24年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

 詳細につきましては、本日公表いたしました「特別損失、繰延税金資産の計上及び業績、配当予想の修正に関する
 お知らせ」をご覧ください。

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

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 2,391 13.2 94 ― △18 ― △200 ― △60.50

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

 詳細につきましては、本日公表いたしました「特別損失、繰延税金資産の計上及び業績、配当予想の修正に関する
 お知らせ」をご覧ください。



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

（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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別するこ
とが困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事
項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。

（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) 25年３月期２Ｑ 3,306,000株 24年３月期 3,306,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 339株 24年３月期 300株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 3,305,681株 24年３月期２Ｑ 3,305,760株

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。



  

  

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 …………………………………………………  2 

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

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

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………  3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………  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 …………………………………………………………  8 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………  9 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 10 

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………… 10 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 11 

４．その他の情報（補足情報） …………………………………………………………… 12 

（１）事業等のリスク ……………………………………………………………………… 12  

（２）会社の対処すべき課題 ……………………………………………………………… 14  

○添付資料の目次

㈱ＪＣＬバイオアッセイ　（2190）　平成25年3月期　第２四半期決算短信

- 1 -



当社グループがサービスを提供する医薬品業界においては、主力医薬品の特許切れ、後発医薬品の普及
促進や薬価改定等の医療費抑制政策の影響等により、医薬品の開発競争は一層激化しており、製薬会社
は、有望な新薬開発品目確保のため、開発方針の変更や候補物質の絞り込みを行っております。 
製薬会社が医薬品開発において一層の効率化とスピード化を目指す中、医薬品開発を支援するＣＲＯ

（医薬品開発受託研究機関）の重要性は高まっているものの、ＣＲＯ各社の企業間競争は激化しており、
他社との差別化が重要となっております。 
このような状況下で当社グループは、主力のバイオアナリシスにおいては、日本と米国に研究所を有す

るというグループシナジーを活用した営業活動により、日本及び米国での受注獲得に努めております。医
薬品品質安定性試験においては、微生物限度試験及び無菌試験を試験メニューへ追加すべく準備を進めて
おります。また、業務の効率化による原価低減のため、米国ではすでに導入している試験研究に関連する
文書管理システムの日本での早期導入を目指しております。 
その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,029,383千円（前年同期比10.9％増）、営業

損失28,096千円（前年同期は営業損失159,647千円）、経常損失104,324千円（前年同期は経常損失
247,657千円）、四半期純損失261,009千円（前年同期は四半期純損失235,436千円）となりました。な
お、連結子会社JCL Bioassay USA, Inc.において、当初の計画に比べ収益性の確保に時間を要しているこ
とから、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき固定資産の減損損失491,658千円を特別損失に計上
いたしました。また、連結子会社JCL Bioassay USA, Inc.における減損損失の計上に伴い、当社において
も関係会社株式評価損を特別損失に計上したことから、税務上の繰越欠損金が発生することとなりまし
た。これにより、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監
査委員会報告第66号）に基づき慎重に回収可能性を検討した結果、繰延税金資産を計上することとし、法
人税等調整額△335,707千円を計上いたしました。 

  

当第２四半期連結累計期間における当社グループのセグメント別業績は次のとおりであります。 
・日本 
日本においては、試験の一部に中止、延期があったものの早期終了できた試験も多くあったことから、

売上高は1,018,139千円（前年同期比10.3％増）、営業利益142,366千円（前年同期は営業損失29,319千
円）となりました。 
このうちバイオアナリシスにおいては、試験の中止が想定を上回りましたが、早期終了できた試験も多

くあったことから、売上高は883,678千円（前年同期比17.7％増）となりました。一方、医薬品品質安定
性試験においては、当第２四半期連結累計期間に終了予定の試験が少なかったことから、売上高は
134,461千円（前年同期比21.8％減）となりました。 
・米国 
米国においては、受注の低迷、試験の延期等の影響により、売上高は11,243千円（前年同期比117.8％

増）となり、販売費及び一般管理費を吸収するまでには至らず、営業損失170,762千円（前年同期は営業
損失131,080千円）となりました。 

  

① 財政状態 
当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ501,742千円減少して

3,867,456千円となりました。これは主に、現金預金の減少94,500千円、売掛金の減少230,107千円、建
物及び構築物の減少306,782千円、工具、器具及び備品の減少125,179千円、土地の減少119,023千円、
繰延税金資産の増加335,707千円及び仕掛品の増加88,021千円によるものであります。なお、建物及び
構築物の減少、工具、器具及び備品の減少、土地の減少は、主に減損処理の影響によるものです。 
負債は、前連結会計年度末に比べ234,153千円減少して3,350,717千円となりました。これは主に、長

期借入金の減少137,856千円、社債の減少50,000千円、リース債務の減少60,747千円、及び前受金の増
加36,180千円によるものであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ267,589千円減少して516,738千円となりました。これは主に、当

第２四半期連結累計期間の四半期純損失261,009千円の計上、及び配当金の支払9,917千円によるもので
あります。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 
当第２四半期連結会計期間末における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94,500千円減少し、979,983千円となりました。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果獲得した資金は、239,734千円（前年同期は130,698千円の使用）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純損失の計上額595,983千円、減価償却費の計上額134,630千円、減損損失
の計上額491,658千円、及び売上債権の減少額229,968千円によるものであります。 

  
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果使用した資金は、67,655千円（前年同期比69.4％減）となりました。これは主に、有

形及び無形固定資産の取得による支出62,281千円、及び長期前払費用の増加による支出5,277千円によ
るものであります。 

  
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果使用した資金は、258,356千円（前年同期は162,037千円の獲得）となりました。これ

は長期借入金の返済による支出137,856千円、社債の償還による支出50,000千円、配当金の支払による
支出9,740千円、及びリース債務返済による支出60,747千円によるものであります。 

  

業績予想につきましては平成25年３月期の通期連結業績予想を修正しております。また、当期の期末
配当予想につきましても修正を行っております。詳細につきましては、本日公表いたしました「特別損
失、繰延税金資産の計上及び業績、配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
なお、上記予想は本資料作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際

の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

㈱ＪＣＬバイオアッセイ　（2190）　平成25年3月期　第２四半期決算短信

- 3 -



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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,484 979,983

売掛金 477,868 247,761

仕掛品 284,874 372,896

原材料及び貯蔵品 47,683 49,108

その他 87,235 217,530

貸倒引当金 △2,680 △1,090

流動資産合計 1,969,466 1,866,189

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 955,102 648,320

工具、器具及び備品（純額） 475,458 350,279

土地 463,964 344,941

その他（純額） 301,190 238,305

有形固定資産合計 2,195,717 1,581,846

無形固定資産 71,161 34,366

投資その他の資産 126,460 379,345

固定資産合計 2,393,339 1,995,558

繰延資産 6,393 5,708

資産合計 4,369,199 3,867,456

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,410 64,077

短期借入金 630,000 630,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 233,981 194,841

未払法人税等 65,864 1,363

賞与引当金 57,507 94,419

受注損失引当金 27,562 58,245

その他 439,006 428,895

流動負債合計 1,609,332 1,571,841

固定負債   

社債 400,000 350,000

長期借入金 1,175,594 1,076,878

退職給付引当金 145,486 153,509

役員退職慰労引当金 36,720 32,724

資産除去債務 14,202 14,373

その他 203,535 151,391

固定負債合計 1,975,538 1,778,875

負債合計 3,584,870 3,350,717
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 256,356 256,356

資本剰余金 271,455 271,455

利益剰余金 373,630 102,703

自己株式 △181 △194

株主資本合計 901,260 630,320

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △116,932 △113,581

その他の包括利益累計額合計 △116,932 △113,581

純資産合計 784,328 516,738

負債純資産合計 4,369,199 3,867,456

㈱ＪＣＬバイオアッセイ　（2190）　平成25年3月期　第２四半期決算短信

- 5 -



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 928,172 1,029,383

売上原価 776,228 729,947

売上総利益 151,943 299,436

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 368 －

役員報酬 37,800 29,475

給料及び手当 75,376 80,166

賞与 669 －

法定福利費 12,555 13,519

賞与引当金繰入額 16,259 15,330

退職給付費用 4,690 4,911

役員退職慰労引当金繰入額 3,502 3,004

旅費及び交通費 9,103 10,647

保険料 8,218 11,462

支払手数料 30,635 26,545

減価償却費 7,233 9,367

研究開発費 55,133 77,619

その他 50,044 45,483

販売費及び一般管理費合計 311,591 327,532

営業損失（△） △159,647 △28,096

営業外収益   

受取利息 70 89

受取配当金 － 110

保険解約返戻金 108 7,436

助成金収入 400 －

その他 2,677 1,413

営業外収益合計 3,256 9,049

営業外費用   

支払利息 13,789 16,473

社債利息 2,821 2,655

社債発行費償却 684 684

為替差損 73,917 65,282

その他 53 180

営業外費用合計 91,266 85,277

経常損失（△） △247,657 △104,324
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(単位：千円)

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失   

固定資産除却損 48 －

減損損失 － 491,658

特別損失合計 48 491,658

税金等調整前四半期純損失（△） △247,704 △595,983

法人税、住民税及び事業税 674 733

法人税等調整額 △12,941 △335,707

法人税等合計 △12,267 △334,974

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △235,436 △261,009

四半期純損失（△） △235,436 △261,009

㈱ＪＣＬバイオアッセイ　（2190）　平成25年3月期　第２四半期決算短信

- 7 -



 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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △235,436 △261,009

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △21,708 3,351

その他の包括利益合計 △21,708 3,351

四半期包括利益 △257,145 △257,658

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △257,145 △257,658

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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損失（△） △247,704 △595,983

減価償却費 119,550 134,630

減損損失 － 491,658

社債発行費償却 684 684

貸倒引当金の増減額（△は減少） 368 △1,590

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,959 36,911

受注損失引当金の増減額（△は減少） 18,730 30,682

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,658 8,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,502 △3,996

受取利息及び受取配当金 △70 △199

支払利息 13,789 16,473

社債利息 2,821 2,655

固定資産売却損益（△は益） △1 －

固定資産除却損 48 －

売上債権の増減額（△は増加） △85,756 229,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,247 △91,572

仕入債務の増減額（△は減少） 27,541 8,815

その他 156,087 57,332

小計 △15,037 324,495

利息及び配当金の受取額 70 199

利息の支払額 △16,293 △19,092

法人税等の支払額 △99,437 △65,868

営業活動によるキャッシュ・フロー △130,698 239,734

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △211,441 △62,281

有形及び無形固定資産の売却による収入 54 －

その他 △9,726 △5,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △221,113 △67,655

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 1,330,000 660,000

短期借入金の返済による支出 △1,330,000 △660,000

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △67,866 △137,856

社債の償還による支出 － △50,000

配当金の支払額 △16,282 △9,740

その他 △53,814 △60,760

財務活動によるキャッシュ・フロー 162,037 △258,356

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,210 △8,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △201,985 △94,500

現金及び現金同等物の期首残高 847,394 1,074,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 645,408 979,983
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該当事項はありません。 

  

  

  Ⅰ 前第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) 

１  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 

 
  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 923,011 5,161 928,172 928,172

計 923,011 5,161 928,172 928,172

セグメント損失（△） △29,319 △131,080 △160,399 △160,399

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △160,399

セグメント間取引消去 752

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △159,647
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  Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30日) 

１  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 

 
  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 
  

該当事項はありません。 

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,018,139 11,243 1,029,383 1,029,383

計 1,018,139 11,243 1,029,383 1,029,383

セグメント利益又は損失（△） 142,366 △170,762 △28,396 △28,396

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △28,396

セグメント間取引消去 300

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △28,096

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 計

減損損失 ― 491,658 491,658 491,658

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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当第２四半期連結累計期間において、平成24年３月期決算短信に記載した「事業等のリスク」について
変更がありましたので、以下において、当社グループの事業展開に関するリスク要因となる可能性がある
と考えられる主な事項及びその他の重要と考えられる事項を記載しております。また、必ずしもそのよう
なリスク要因に該当しない事項についても、投資判断、あるいは当社グループの事業活動を理解する上で
重要と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。 
当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避に努め、また、発生した場

合には、その影響を 小限にとどめるよう対応に努めていく方針でありますが、当社株式に関する投資判
断は、本項及び本資料中の本項以外の記載も併せて、慎重に検討した上で行われる必要があると考えてお
ります。なお、以下の記載は当社株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんの
で、この点にご留意ください。 

本項における将来に関する事項は、本資料作成日現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

① 法的規制に関して 

  当社は下記の法的規制を受けております。 

 ・薬事法(昭和35年８月10日、法律第145号) 

第14条第３項において、医薬品の承認申請のための「資料は、厚生労働大臣の定める基準に従
って収集され、かつ、作成されたものでなければならない」と規定されています。この条項の「厚生
労働大臣の定める基準」というのが、厚生省令第21号「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の
基準に関する省令」、すなわちＧＬＰ省令であり、厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準
に関する省令」、すなわちＧＣＰ省令です。当社の分析業務は、非臨床試験及び臨床試験におけるバ
イオアナリシスであるため、ＧＬＰ省令及びＧＣＰ省令に従って行わなければなりません。また、独
立行政法人医薬品医療機器総合機構による、ＧＬＰ省令を遵守して試験を実施しているかどうかにつ
いての調査（医薬品ＧＬＰ適合性調査）を、定期的に受けなければならないと定められており、当社
は、西脇ラボ・大阪ラボともに、これまで常に 上位の評価（評価Ａ）を得ております。ＧＬＰ適合
確認書には有効期限（評価Ａの場合、３年間）が設けられております。今後、有効期日までに行われ
る医薬品ＧＬＰ適合性調査によって、当社の施設が不適合（評価Ｃ）と評価された場合、またＧＬＰ
省令及びＧＣＰ省令に抵触する事態、すなわち薬事法に抵触する事態が生じた場合には、製薬会社か
らの受注試験数が激減することが予想され、当社グループの事業戦略や経営成績等に影響を与える可
能性があります。 

 ・麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年３月17日 法律第14号)  

バイオアナリシス部門及び医薬品品質安定性試験部門において受託する試験では、麻薬あるいは向
精神薬を取扱う場合があるため、麻薬取扱者免許取得者の配属（西脇ラボ 研究員１名）及び向精神
薬試験研究施設の登録（西脇ラボ、大阪ラボ）を行い、それらの取扱いは、本法に則り適切に実施し
ております。麻薬取扱者免許には有効期限（２年間、平成24年１月～平成25年12月）がありますが、
向精神薬試験研究施設の登録には有効期限がありません。麻薬及び向精神薬取締法に抵触する事態が
生じた場合には、当社グループに対する信用が失墜し、当社グループの事業戦略や経営成績等に影響
を与える可能性があります。 

② 財務安定性について 

当社グループの当四半期連結会計期間の末日現在における有利子負債（2,626,890千円）の総資産
に占める比率は67.9％と高い水準にあり、自己資本比率は13.4％と低い水準にあります。当社グルー
プでは、国内及び海外の業容拡大に伴い設備投資を必要とするなど相応の資金需要が見込まれます。
今後は自己資本の充実を図りながら、資本市場からの調達と借入金のバランスを考慮しつつ資金調達
を実施していく方針でありますが、適時、かつ当社グループの希望する条件で実行できるとは限らな
いため、当社グループの事業展開上の制約要因となる可能性があり、当社グループの財政状態及び経
営成績に影響を与えるとともに、自己資本比率の低下を招く可能性があります。 

③ 受注の減少及び受託試験の中止又は延期の可能性について 

当社グループが年度の受注高を計画するにあたっては、可能な限り正確な受注規模や受注時期を把
握すべく努力し、それらの情報を活かして策定しておりますが、何らかの予測不可能な理由等により
計画していた受注が獲得できない場合や、実際の受注額が計画を大幅に下回るなどの場合、また、製
薬会社等による開発実施計画の変更等によって、受託試験研究の中止又は延期を余儀なくされた場合
には、当社グループの事業戦略や経営成績及び財政状態等に影響を与える可能性があります。 

４．その他の情報（補足情報）

（１）事業等のリスク
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④ 人材の確保について 

当社グループの事業が拡大していくためには、高度な専門知識を有する人材の確保が必須要件であ
ります。今後は、新卒採用に加え、経験者の採用も積極的に行い、優秀な人材を確保したいと考えて
おりますが、当社グループが必要とする人材が計画どおりに採用できない場合や現在在職する人材が
多数退職するなどの事態が生じた場合には、厚生労働省のＧＬＰ認定機関としての業務遂行に支障を
きたし、当社グループの事業展開や経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 情報漏洩の可能性について  

受託試験研究は、機密保持を前提として成立するビジネスであります。したがって当社グループ
は、製薬会社等との間で機密保持契約を締結しており、受託した研究業務の遂行によって知り得た機
密事項を第三者に漏洩することは禁じられております。外部からの不正な侵入に対してはファイアー
ウォール等の一般的なセキュリティシステムは導入済であり、その他個人情報に関しましても、漏洩
を防止するために万全の管理体制を確立すべく鋭意諸々の施策を推進しております。しかしながら、
何らかの理由によりこれらの情報が漏洩した場合には、製薬会社等の信用を失い、当社グループの事
業戦略や経営成績等に影響を与える可能性があります。 

⑥ 市場環境に関して  

 ・競争激化の可能性について 

当社グループの事業において、今後、同業他社の事業拡大により競争が激化することが予想されま
す。また、顧客である国内の製薬会社が海外の製薬会社によって買収され、非臨床試験、臨床試験に
係る薬物濃度測定の委託先を変更する場合も予想されます。さらに、海外とのデータの相互利用によ
り、海外受託機関が競合相手になる可能性もあります。このような市場環境の変化が当社グループの
経営成績に影響を与える可能性があります。 
 また現在、国内外の製薬会社では世界的規模での合併や企業統合による再編が進められておりま
す。製薬会社の再編により、一時的に受託試験の絶対数が減少する可能性があるほか、既存顧客であ
る製薬会社が研究開発方針を変更することにより当社グループへの委託件数が減少することも考えら
れます。このような理由により、開発件数、非臨床試験及び臨床試験数が減少し、当社グループの受
託試験数が減少した場合には、当社グループの事業戦略及び経営成績等に影響を与える可能性があり
ます。 

 ・非臨床試験及び臨床試験のＣＲＯへのアウトソーシング減少の可能性について 

現在、製薬業界においては、研究開発費における総人件費抑制の観点から研究開発業務をアウトソ
ーシングすることが主流になっております。しかしながら今後、合理化等による人件費の低下、製薬
会社において余剰人員が発生する等何らかの理由によりアウトソーシングを減少させることも考えら
れます。そのような場合には、当社グループの費用は人件費、分析機器関連費用等の固定費の割合が
高く、売上変動に応じた支出の調整が困難であることから、利益率が低下し事業戦略及び経営成績等
に影響を与える可能性があります。 

⑦ 米国での事業展開について 

連結子会社JCL Bioassay USA, Inc.は、設立以来、米国でのＧＬＰ組織の維持・拡大のための先行
投資を続けておりますが、当初の計画に比べ、収益性の確保に時間を要しております。米国での事業
展開における課題の克服、経費削減、効率化に取り組み、収益改善を目指してまいりますが、何らか
の事由により計画どおりに進まなかった場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を与える
可能性があります。 

⑧ 為替レート変動の影響について 

当社は、連結子会社JCL Bioassay USA, Inc.に対する貸付金債権を有しているため、為替レートが
大きく変動した場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

⑨ 受注損失引当金の計上について 

分析法バリデーションは、その性格上不確定要因が多く、労力・時間を要するケースが多い一方、
後続の生体試料中薬物濃度測定試験の受託に繋がるプロセスであるため受注獲得に際しての競合が激
しく、受注価格を引き上げることが困難な状況にあり、結果として赤字受注となる場合があります。
しかしながら、分析法バリデーション試験に続く生体試料中薬物濃度測定試験には不確定要因が少な
く、効率的に試験ができることから、総合的に考えると利益を確保することができます。また、難易
度が高い測定や少数検体の測定のような採算性の悪い試験を受託し、赤字が発生する場合がありま
す。これは、顧客との密接な関係を維持するためばかりでなく、難易度の高い測定を手掛けることで
当社グループの技術レベルの向上を目指すものであります。これらを通じ、当社グループは大規模で
効率的な試験等の新規受注獲得に繋げ、全社として赤字を吸収するよう努めております。これらの実
態に鑑み、期末時点において受託している試験のうち赤字が予想される試験については受注損失引当
金を計上しております。しかしながら、受注損失引当金以上の赤字の発生や、個別試験の赤字を他の
試験で吸収できない場合、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 
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⑩ 繰延税金資産について 

当社グループは、将来の課税所得に関する予測に基づき回収可能性を慎重に検討した上で繰延税金
資産を計上しておりますが、今後の業績動向等により、計上額の見直しが必要となった場合には、当
社グループの経営成績等に影響を与える可能性があります。 

⑪ 試験遂行過程の過失により当社グループの信用が失墜し業務に支障をきたす可能性について 

当社グループは、製薬会社等と非臨床試験、臨床試験の試料を分析する研究委受託契約を締結して
おります。かかる試験の遂行過程で、過失が発生し、当該過失データに基づく報告書を製薬会社に提
出し、それに起因して製薬会社等の個別試験の科学的価値の低下や承認申請資料としての価値を喪失
した場合には、当社グループのＣＲＯとしての信頼は損なわれ、当社グループの事業戦略や経営成績
等に影響を与える可能性があります。 

⑫ 製薬業界に売上を依存していることについて 

当社グループの収益は、国内製薬業界の研究開発に依存しております。従来当社グループは、国内
製薬業界における研究開発のアウトソーシングの拡大に伴い、バイオアナリシス事業を中心として業
績を伸ばしてまいりました。しかしながら、今後、製薬業界を取り巻く事業環境や医薬品の研究開発
動向に変化が生じ、国内の非臨床試験及び臨床試験の試験数が減少した場合は、当社グループの経営
成績及び財務内容に影響を与える可能性があります。 

⑬ 研究開発の遅延・中止について 

当社グループにおいては、蓄積した質量分析技術を基礎として、バイオ医薬品分析等を事業化する
ため研究開発を行っておりますが、必ずしも順調に進まない可能性もあります。研究開発の遅延又は
中止の場合には、当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。 

⑭ 天災地変により通常業務に支障をきたす可能性について 

当社グループの業務を遂行する上で、コンピュータ制御された精密かつ高度な分析装置を順調に稼
働させる必要があります。当社グループでは、サーバー及び分析装置用電源のバックアップにより不
測の事態への対策を講じておりますが、地震、水害等の天災により電力供給が停止した場合には、通
常業務に支障をきたす可能性があります。また、火災等により受託した業務の試料や試験データ等が
消失する可能性もあります。これらが生じた場合、当社グループの経営成績等に影響を与える可能性
があります。 
  

平成24年３月期決算短信に記載した「２．経営方針 （３）中長期的な会社の経営戦略及び対処す
べき課題」について変更が生じております。以下の内容は、変更後の事業上及び財務上の対処すべき
課題の全文を一括して記載したものです。 
  
当社グループがサービスを提供している医薬品業界におきましては、今後も経営合理化のためのア

ウトソーシング拡大の流れは強まっていくことになると予想しております。このような状況の中、当
社グループは以下の４点を重点課題として取り組んでまいります。 
  

  ① 連結子会社の収益性の確保 

連結子会社JCL Bioassay USA,Inc.において、当初の計画に比べ、収益性の確保に時間を要してお
ります。米国での事業展開における課題克服、経費削減、効率化に取り組み、収益改善を目指してま
いります。 

  ② 営業力の強化 

新たに設置した営業拠点（横浜オフィス）を起点として、関東エリアの営業を強化するとともに、
営業担当者の増員等により、きめ細かな営業を展開することで受注拡大を目指してまいります。ま
た、米国に研究所を有するというグループシナジーを活用した営業活動を展開してまいります。 

  ③ 試験メニューの拡充 

医薬品品質安定性試験の受託拡大に向け、微生物限度試験及び無菌試験を試験メニューへ追加いた
します。 
 また、製薬会社が抗体医薬品や核酸医薬品などのバイオ医薬品の開発に力を入れていることから、
抗体医薬品の測定を開始しております。今後、核酸医薬品の分析サービスとともに、バイオ医薬品の
分析を事業の柱に育ててまいります。 

  ④ 効率化による原価低減 

試験研究に関連する文書管理システムを導入し、分析業務の核となる標準操作手順書の電子化や研
究員のトレーニングの効率化を図ってまいります。これらＩＴ化の推進等により、一層の業務効率化
を図り、原価低減に注力してまいります。 

（２）会社の対処すべき課題
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