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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第３四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年12月31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３四半期 1,606 20.2 5 ― 40 ― △144 ―
24年３月期第３四半期 1,336 △13.9 △236 ― △313 ― △301 ―

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 △185百万円( ― ％) 24年３月期第３四半期 △322百万円( ― ％)

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３四半期 △43.61 ―
24年３月期第３四半期 △91.32 ―

（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３四半期 3,710 588 15.9
24年３月期 4,369 784 18.0

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 588百万円 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 ： 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）

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 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 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

（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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 3,305,674株 24年３月期３Ｑ 3,305,749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。
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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３四半期連結累計期間の業績は、売上高1,606,396千円（前年同期比20.2％増）、営業

利益5,444千円（前年同期は営業損失236,420千円）、経常利益40,100千円（前年同期は経常損失313,971
千円）、四半期純損失144,160千円（前年同期は四半期純損失301,865千円）となりました。なお、第２四
半期連結会計期間において連結子会社JCL Bioassay USA, Inc.にて、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」に基づき固定資産について減損処理を行っ
ております。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いたしました。 

  

当第３四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1,572,775千円（前年同期比25.2％増）、営業利益248,443千円（前年同期は営業損失57,143千
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1,337,585千円（前年同期比29.7％増）となりました。また、医薬品品質安
定性試験においては、新たに受注し、終了できた試験が想定より多かったことから、売上高は235,189千
円（前年同期比4.5％増）となりました。 
・米国 
米国においては、受注が前年同期を上回ったものの計画の達成には至らず、試験の延期等の影響もあ

り、売上高は33,620千円（前年同期比58.0％減）となりました。また、販売費及び一般管理費を吸収でき
ず、営業損失243,450千円（前年同期は営業損失180,479千円）となりました。 

  

① 財政状態 
当第３四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658,800千円減少して

3,710,399千円となりました。これは主に、現金預金の減少268,922千円、売掛金の減少216,743千円、
建物及び構築物の減少272,603千円、工具、器具及び備品の減少102,736千円、土地の減少111,410千
円、及び繰延税金資産の増加320,071千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463,201千円減少して3,121,668千円となりました。これは主に、長

期借入金の減少195,056千円、社債の減少100,000千円、リース債務の減少91,346千円、未払法人税等の
減少65,182千円、前受金の減少32,425千円、及び受注損失引当金の増加40,284千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195,598千円減少して588,730千円となりました。これは主に、当

第３四半期連結累計期間の四半期純損失144,160千円の計上、為替換算調整勘定の減少41,506千円、及
び配当金の支払9,917千円によるものであります。 

  

通期につきましては、現時点では、平成24年11月７日に公表した業績予想に変更はありません。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

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）
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,074,484 805,561

売掛金 477,868 261,125

仕掛品 284,874 375,714

原材料及び貯蔵品 47,683 53,501

その他 87,235 175,572

貸倒引当金 △2,680 △1,179

流動資産合計 1,969,466 1,670,296

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 955,102 682,499

工具、器具及び備品（純額） 475,458 372,722

土地 463,964 352,553

その他（純額） 301,190 209,396

有形固定資産合計 2,195,717 1,617,171

無形固定資産 71,161 32,172

投資その他の資産 126,460 385,393

固定資産合計 2,393,339 2,034,737

繰延資産 6,393 5,365

資産合計 4,369,199 3,710,399

負債の部   

流動負債   

買掛金 55,410 39,253

短期借入金 630,000 627,200

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 233,981 187,700

未払法人税等 65,864 681

賞与引当金 57,507 47,015

受注損失引当金 27,562 67,846

その他 439,006 391,534

流動負債合計 1,609,332 1,461,231

固定負債   

社債 400,000 300,000

長期借入金 1,175,594 1,026,819

退職給付引当金 145,486 158,666

役員退職慰労引当金 36,720 34,799

資産除去債務 14,202 14,568

その他 203,535 125,584

固定負債合計 1,975,538 1,660,437

負債合計 3,584,870 3,121,668
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 373,630 219,552

自己株式 △181 △194

株主資本合計 901,260 747,168

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △116,932 △158,438

その他の包括利益累計額合計 △116,932 △158,438

純資産合計 784,328 588,730

負債純資産合計 4,369,199 3,710,399
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 1,336,721 1,606,396

売上原価 1,089,533 1,106,509

売上総利益 247,187 499,886

販売費及び一般管理費   

役員報酬 56,700 44,383

給料及び手当 117,693 118,578

賞与 16,616 15,676

法定福利費 18,980 20,457

賞与引当金繰入額 6,258 5,887

退職給付費用 7,080 7,157

役員退職慰労引当金繰入額 5,245 5,079

旅費及び交通費 15,287 15,833

保険料 11,876 14,205

支払手数料 41,484 42,403

減価償却費 11,478 12,465

研究開発費 100,467 128,481

その他 74,438 63,834

販売費及び一般管理費合計 483,607 494,442

営業利益又は営業損失（△） △236,420 5,444

営業外収益   

受取利息 70 89

受取配当金 － 110

為替差益 － 54,702

保険解約返戻金 108 7,568

助成金収入 2,900 －

その他 3,883 1,415

営業外収益合計 6,962 63,885

営業外費用   

支払利息 20,676 24,089

社債利息 4,238 3,916

社債発行費償却 1,027 1,027

為替差損 58,517 －

その他 53 195

営業外費用合計 84,513 29,229

経常利益又は経常損失（△） △313,971 40,100
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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 － 501,951

特別損失合計 48 501,951

税金等調整前四半期純損失（△） △314,018 △461,851

法人税、住民税及び事業税 1,035 2,381

法人税等調整額 △13,188 △320,071

法人税等合計 △12,153 △317,690

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △301,865 △144,160

四半期純損失（△） △301,865 △144,160

㈱ＪＣＬバイオアッセイ　（2190）　平成25年3月期　第３四半期決算短信

- 7 -



 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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △301,865 △144,160

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △20,935 △41,506

その他の包括利益合計 △20,935 △41,506

四半期包括利益 △322,800 △185,667

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △322,800 △185,667

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

  

  Ⅰ 前第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) 

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。 
  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 1,256,620 80,100 1,336,721 1,336,721

計 1,256,620 80,100 1,336,721 1,336,721

セグメント損失（△） △57,143 △180,479 △237,623 △237,623

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △237,623

セグメント間取引消去 1,203

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △236,420
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  Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12月31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。 

  

平成25年３月期第２四半期決算短信に記載した「事業等のリスク」について、本資料作成日現在にお
いて、重要な変更はありません。 

  

平成25年３月期第２四半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」について本資料作成日現在において、重要な変更はありません。 

(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 1,572,775 33,620 1,606,396 1,606,396

計 1,572,775 33,620 1,606,396 1,606,396

セグメント利益又は損失（△） 248,443 △243,450 4,993 4,993

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 4,993

セグメント間取引消去 450

四半期連結損益計算書の営業利益 5,444

(単位：千円)

報告セグメント

合計

日本 米国 計

減損損失 ― 501,951 501,951 501,951

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．その他の情報（補足情報）

（１）事業等のリスク

（２）会社の対処すべき課題
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