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（２）連結財政状態 
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  （百万円未満切捨て）

（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  3,038 △1.2 △41 － △79  － △99 －

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

（注）包括利益 25年３月期第２四半期 △101百万円（ ％） －   24年３月期第２四半期 111百万円 （ ％） －

  
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 △5.82 －

24年３月期第２四半期  5.99 －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭

25年３月期第２四半期  8,730  4,395  49.9  254.16

24年３月期  8,405  4,565  53.9  264.08

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 4,358百万円   24年３月期 4,528百万円 

  
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 － 4.00  4.00

25年３月期  － 0.00   

25年３月期（予想）     － 4.00  4.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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）

  （％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  6,812  3.8  143 △62.4  96 △68.7  76  △75.9  4.48

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（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 

  

※  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

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）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、【添付資料】P.2「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。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 17,355,000株 24年３月期 17,355,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 205,535株 24年３月期 205,211株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 17,149,670株 24年３月期２Ｑ 17,150,991株

 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。

 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。
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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24年4月1日 至 平成24年9月30日）のわが国経済は、東日本大震災から

の復興関連需要を中心とした設備投資の増加等により、緩やかな回復傾向を見せたものの、欧州債務危機及び円高

の長期化に加え、新興国の経済成長の鈍化や電力の安定供給への懸念により、先行きは不透明な状況が続きまし

た。 

こうした中、当第２四半期連結累計期間の売上高は30億38百万円（前年同四半期比1.2％減）、営業損失41百万

円（前年同四半期は営業利益1億60百万円）、経常損失79百万円（前年同四半期は経常利益1億6百万円）、四半期

純損失99百万円（前年同四半期は四半期純利益1億2百万円）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、自己免疫疾患検査試薬における競合等による減収が、需要の伸長している腫瘍マーカーや

ウイルス・感染症検査試薬等の増収を上回った状況となっており、分野全体の売上高は前年同四半期を下回りまし

た。 

基礎研究用試薬分野では、国内での試薬販売は積極的な営業活動の結果前年同四半期を上回りましたが、海外へ

の輸出が大きく前年割れとなり、分野全体の売上高は前年同四半期並みにとどまりました。 

細胞診関連分野におけるヒトパピローマウイルスの遺伝子判定用キットの売上増という好材料はあったものの、

以上の減収をカバーし切れず、 終的に試薬事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は30億37百万円（前年同四

半期比1.2％減）、セグメント損失は29百万円（前年同四半期はセグメント利益1億71百万円）となりました。 

（投資事業） 

投資事業においては、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26.2％減）、セグメント損失は12百万円（前年同四半期はセグメント損失10百万円）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、87億30百万円となり、前連結会計年度末に比べ3億24百万円増加い

たしました。 

流動資産合計は、57億46百万円となり、98百万円増加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少は

あったものの、現金及び預金ならびに商品及び製品の増加があったためであります。 

固定資産合計は、29億83百万円となり、2億26百万円増加いたしました。これは主に、建設仮勘定及び長期貸付

金の増加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、43億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億95百万円増加い

たしました。これは主に、長期借入金及び流動負債のその他に含まれる未払金の増加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、43億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億70百万円減少

いたしました。これは主に、四半期純損失の計上及び配当金の支払によるものであります。 

  

これらの結果、自己資本比率は49.9％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、平成24年11月5日に通期の業績予想

を修正いたしました。 

詳細につきましては、同日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（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 

（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） 

当社及び国内連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響は軽微であります。 

  

１．当四半期決算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



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 1,837,701 2,235,859

受取手形及び売掛金 2,099,376 1,705,675

有価証券 23,579 5,008

商品及び製品 631,019 736,842

仕掛品 557,862 546,655

原材料及び貯蔵品 340,961 401,290

その他 176,202 120,087

貸倒引当金 △18,307 △4,627

流動資産合計 5,648,396 5,746,791

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 565,325 573,533

機械装置及び運搬具（純額） 77,385 87,707

土地 53,395 53,574

リース資産（純額） 107,867 128,144

建設仮勘定 73,584 183,934

その他（純額） 241,213 275,840

有形固定資産合計 1,118,771 1,302,734

無形固定資産   

のれん 107,498 77,814

その他 209,983 223,859

無形固定資産合計 317,482 301,673

投資その他の資産   

投資有価証券 270,712 236,679

長期貸付金 402,605 497,886

長期前払費用 283,081 261,555

その他 594,992 610,303

貸倒引当金 △230,642 △227,326

投資その他の資産合計 1,320,749 1,379,097

固定資産合計 2,757,002 2,983,506

資産合計 8,405,398 8,730,297



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 356,973 313,774

短期借入金 1,295,856 1,387,320

未払法人税等 41,816 22,484

その他 419,116 633,546

流動負債合計 2,113,762 2,357,124

固定負債   

長期借入金 1,543,443 1,842,486

その他 182,235 135,173

固定負債合計 1,725,679 1,977,659

負債合計 3,839,441 4,334,784

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 451,301 282,887

自己株式 △43,321 △43,401

株主資本合計 4,589,217 4,420,723

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,605 △12,173

繰延ヘッジ損益 △10,744 －

為替換算調整勘定 △64,116 △49,865

その他の包括利益累計額合計 △60,256 △62,039

新株予約権 14,288 14,288

少数株主持分 22,708 22,541

純資産合計 4,565,957 4,395,513

負債純資産合計 8,405,398 8,730,297



（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 3,076,616 3,038,274

売上原価 986,786 1,160,840

売上総利益 2,089,829 1,877,433

販売費及び一般管理費 1,928,940 1,918,898

営業利益又は営業損失（△） 160,889 △41,464

営業外収益   

受取利息 4,285 3,350

保険解約返戻金 7,745 －

投資事業組合運用益 3,300 －

その他 5,540 3,170

営業外収益合計 20,872 6,521

営業外費用   

支払利息 21,944 18,503

持分法による投資損失 17,538 4,475

為替差損 35,986 17,942

その他 274 3,245

営業外費用合計 75,743 44,166

経常利益又は経常損失（△） 106,018 △79,110

特別利益   

国庫補助金 － 2,465

固定資産売却益 － 1,482

投資有価証券売却益 1,193 870

新株予約権戻入益 29,605 －

特別利益合計 30,798 4,818

特別損失   

固定資産除却損 2,023 2,353

投資有価証券評価損 － 234

特別損失合計 2,023 2,588

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

134,793 △76,880

法人税、住民税及び事業税 31,836 23,172

法人税等合計 31,836 23,172

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（△）

102,957 △100,052

少数株主利益又は少数株主損失（△） 307 △238

四半期純利益又は四半期純損失（△） 102,649 △99,814



（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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

102,957 △100,052

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,564 △26,779

繰延ヘッジ損益 11,148 10,744

為替換算調整勘定 7,316 14,694

その他の包括利益合計 8,900 △1,340

四半期包括利益 111,858 △101,393

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 111,248 △101,598

少数株主に係る四半期包括利益 609 205



（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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

134,793 △76,880

減価償却費及びその他の償却費 167,343 165,913

のれん償却額 30,005 29,934

投資事業組合運用損益（△は益） △3,115 3,681

固定資産除売却損益（△は益） 2,023 871

新株予約権戻入益 △29,605 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19,901 △16,995

受取利息及び受取配当金 △4,760 △3,808

支払利息 21,944 18,503

為替差損益（△は益） 46,844 23,320

持分法による投資損益（△は益） 17,538 4,475

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △1,193 △636

売上債権の増減額（△は増加） 252,141 494,001

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 375

たな卸資産の増減額（△は増加） △118,686 △125,480

その他の流動資産の増減額（△は増加） △16,216 △79,192

仕入債務の増減額（△は減少） △81,088 △45,093

未払金の増減額（△は減少） 174,596 104,702

その他の流動負債の増減額（△は減少） △27,531 △86,449

その他 3,556 2,451

小計 548,689 413,695

利息及び配当金の受取額 4,989 3,920

利息の支払額 △20,342 △17,561

法人税等の支払額 △31,773 △30,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 501,562 369,405

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 △10,003

定期預金の払戻による収入 10,000 10,002

有形固定資産の取得による支出 △37,884 △204,006

有形固定資産の売却による収入 － 1,761

無形固定資産の取得による支出 △14,984 △45,088

投資有価証券の取得による支出 △119 △21,100

投資有価証券の売却による収入 8,317 10,288

関係会社株式の取得による支出 △707 △5,150

貸付けによる支出 △118,395 △2,001

貸付金の回収による収入 35,261 5,833

投資その他の資産の増減額（△は増加） △463 △4,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,977 △263,467



（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) 

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） △130,000 100,000

長期借入れによる収入 811,000 861,600

長期借入金の返済による支出 △390,467 △590,717

自己株式の取得による支出 － △80

配当金の支払額 △68,059 △67,805

少数株主への配当金の支払額 △1,085 △371

リース債務の返済による支出 △7,757 △13,146

財務活動によるキャッシュ・フロー 213,629 289,478

現金及び現金同等物に係る換算差額 △37,270 △15,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 548,944 379,585

現金及び現金同等物の期首残高 1,874,412 1,851,278

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 2,430,503 2,230,864



該当事項はありません。 

  

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 

（単位：千円） 

※ 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 

（単位：千円） 

※ セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。 

  

２．報告セグメントの変更等に関する事項 

当第２四半期連結会計期間から、従来「その他」として表示していた「投資事業」について、量的な重要性

が増したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの区分

に基づき作成したものを開示しております。 

  

（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

（６）セグメント情報等

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

※ 試薬事業 投資事業 

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

  

報告セグメント

合計 調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

※ 試薬事業 投資事業 

売上高           

(1) 外部顧客への売上高  3,036,942  1,331  3,038,274  ―  3,038,274

(2) セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
 300  ―  300  △300  ―

計  3,037,242  1,331  3,038,574  △300  3,038,274

セグメント損失（△）  △29,392  △12,072  △41,464  ―  △41,464
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