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69.2%85.8%88363.0%611バイオアナリシス

構成比金額構成比金額売上高
前年同期比

2013年3月期第2四半期2014年3月期第2四半期

【日本】 減収：バイオアナリシスは減収、医薬品品質安定性試験は増収
【米国】 増収：アライアンス等の営業力強化が寄与
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売上高構成比率

バイオアナリシス（日本）は減少
医薬品品質安定性試験・バイオアナリシス（米国）は増加

PointPoint

2013年3月期
第2四半期売上高

1,029百万円

2014年3月期
第2四半期売上高

970百万円

611百万円
63.0％

バイオアナリシス（日本） 医薬品品質安定性試験 バイオアナリシス（米国）
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損益計算書（当初計画比）

2014年3月期第2四半期 当初計画
当初計画比

単体 金額 売上高利益率 金額 売上高利益率

売上高 898 - 750 - 119.6%

売上総利益 293 32.7% 273 36.4% 107.4%

営業利益 76 8.6% 12 1.6% 625.9%

経常利益 ▲45 -5.1% ▲46 -6.2% -

四半期純利益 ▲68 -7.6% ▲29 -4.0% -

連結

売上高 970 - 880 - 110.3%

売上総利益 212 21.8% 288 32.8% 73.6%

営業利益 ▲55 -5.7% ▲28 -3.2% -

経常利益 ▲23 -2.4% ▲46 -5.3% -

四半期純利益 ▲47 -4.9% ▲29 -3.4% -

（単位：百万円）

売上計画達成：日本で下期以降に終了予定の一部試験を早期に終了
米国の売上が計画を下回ったこと等から、最終損益の赤字幅拡大

PointPoint
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損益計算書（前年同期比）

2014年3月期第2四半期 2013年3月期第2四半期
前年同期比

単体 金額 売上高利益率 金額 売上高利益率

売上高 898 - 1,018 - 88.2%

売上総利益 293 32.7% 371 36.5% 79.1%

営業利益 76 8.6% 142 14.0% 54.0%

経常利益 ▲45 -5.1% 142 14.0% -

四半期純利益 ▲68 -7.6% ▲1,118 -109.8% -

連結

売上高 970 - 1,029 - 94.3%

売上総利益 212 21.8% 299 29.1% 70.8%

営業利益 ▲55 -5.7% ▲28 -2.7% -

経常利益 ▲23 -2.4% ▲104 -10.1% -

四半期純利益 ▲47 -4.9% ▲261 -25.4% -

（単位：百万円）

減収であったものの、
減損等による特別損失計上額が減り、最終損益の赤字幅縮小

PointPoint



5

連結貸借対照表

106百万円

106百万円

47百万円

376百万円

116百万円

99百万円

55百万円

294百万円

54百万円

2013年9月末 2013年3月末 増減額 増減率 主要因

資産 3,616 3,765 -149 -4.0%
売掛金の増加

仕掛品の増加

前払費用の増加

現金及び預金の減少

リース資産の減少

流動資産 1,683 1,705 -22 -1.3%

固定資産 1,928 2,055 -126 -6.1%

繰延資産 4 5 -0 -13.6%

負債 2,893 3,186 -293 -9.2%

有利子負債の減少流動負債 1,408 1,559 -150 -9.6%

固定負債 1,484 1,627 -142 -8.8%

純資産 723 579 +144 +24.9%
資本金の増加

資本準備金の増加

利益剰余金の減少

1株当たり純資産 208.39円 175.22円 +33.17円 +18.9%

自己資本比率 20.0% 15.4% - -

（単位：百万円）

シミックホールディングスへの第三者割当増資により資本増加
自己資本比率の改善

PointPoint
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有利子負債の状況

50百万円

57百万円

39百万円

58百万円

258百万円

29百万円

社債の減少

長期借入金の減少

リース債務の減少

-14.9%

-10.5%

-20.6%

増減率

-3762,5202,143
有利子負債

合計

1年内返済予定の

長期借入金の増加

短期借入金の減少

リース債務の減少

-2281,111882
有利子負債

（短期）

-1471,4091,261
有利子負債

（長期）

増減額2013年9月末 2013年3月末 要因

（単位：百万円）

借入金返済による有利子負債の減少

PointPoint
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連結キャッシュ・フロー計算書

2013年9月期
2013年4月 1日から
2013年9月30日まで

2012年9月期
2012年4月 1日から
2012年9月30日まで

増減額 主要因

営業活動による

キャッシュ・フロー
▲112 239 -351

法人税等の支払額が減少したものの、第2四半期連結累計期
間の売上高の減少及び売上債権の回収額の減少により、前年
同期を下回った

投資活動による

キャッシュ・フロー
▲11 ▲67 +56

固定資産取得による支出が減少したことと、差入保証金の返還
による収入が増加したことにより、前年同期を上回った

財務活動による

キャッシュ・フロー
▲173 ▲258 +84

短期借入金の返済による支出及びリース債務返済による支出
が増加したものの、株式の発行による収入により、前年同期を
上回った

現金及び現金同等物
に係る換算差額 1 ▲8 +10

現金及び現金同等物
の増減額（▲は減少） ▲294 ▲94 -200

現金及び現金同等物
の期首残高 927 1,074 -147

現金及び現金同等物
の四半期末残高 632 979 -347

（単位：百万円）

減収等の影響を受け、営業CFは減少

PointPoint
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受注残の推移

（単位：百万円）

医薬品品質安定性試験の受注が堅調
営業体制強化が奏功し、米国の受注が増加

PointPoint



999

日米二極での事業展開

確立した分析法の日米相互活用

日米ともに高品質データを提供
連携メリット

大手製薬会社や大学・研究機関との
豊富な取引実績

超微量分析を可能とする技術力

超高感度分析装置を多数保有

強
み

新薬開発の効率化・スピードアップに貢献

日米に研究所を有する唯一の分析CRO

日米両国で実施する試験の受注拡大

米国・日系製薬会社との取引実績

経験豊富な日本人研究員が在籍

LIMS等電子化対応済みの最先端ラボ

強
み
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業務提携

シミックホールディングスとの業務提携 Xceleron Incとの業務提携

提携の狙いと効果

経営資源・ノウハウの融合による
サービス基盤の強化・受託機会の増加

新規受託メニューを共同開発
新規顧客を開拓

×シミックホールディングス Xceleron Inc×

提携の狙いと効果

地理的・技術面でのシナジー効果、
共同営業による欧米製薬会社からの

受託機会の増加

米国で新規顧客を開拓

開発、製造、マーケティング
営業のバリューチェーンを
広範に支援

バイオアナリシスの
高い技術を保持

日米二極での事業展開 グローバルな事業展開

液体クロマトグラフ質量
分析装置（LC-MS/MS)を
用いた分析が強み

加速器質量分析装置
(AMS)を用いた分析
が強み
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新規事業

製薬会社の動向に合った新規事業確立を目指す

新薬開発の初期段階から有用なバイオマーカーを見つけることで、

臨床試験を有効に行うことができる。

医薬品の研究開発効率化への対策：バイオマーカー測定に注目

製薬会社の動向

低分子から高分子まで目的に応じたバイオマーカーの測定法を開発

ECLを用いた特異的バイオマーカー分析

LC-MS/MSを用いたリピドミクスの網羅的分析

微量なサンプル量での脂肪酸分画の定量

用語解説

新
規
事
業

※1

※2

※3

※4

※1 バイオマーカー
疾患等に起因して発現する化学物質の量・濃度を表す数値
（例えば、生活習慣病の指標としての血糖値やコレステロール値等）

※2 ECL
電気化学発光測定装置

※3 リピドミクス
脂質（リピド）の解析のこと。脂質は特徴的な物理的性質を持ち研究対象と
することが難しいとされてきたが、測定環境の改善により可能となってきた

※4 脂肪酸分画
脂質を構成する成分（脂肪酸）に分けること
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経営課題への取り組み

経営課題にグループ一丸で取り組み、経営基盤強化を目指す

米国事業の黒字化1

アライアンス等による営業力の強化 受注拡大

LIMS(ラボ情報管理システム）の導入 電子化による信頼性の向上

競争力の強化2

受託メニューの拡充 受注拡大

原価低減プロジェクトの実施 ローコスト化

現地ニーズの強い試験研究データの電子化対応済み

マスターコントロールの導入 電子化による信頼性の向上

財務基盤の安定3

有利子負債の減少

※5

※5 LIMS（Watson, Part 11compliance ）
試験情報を一元管理するシステム
データの信頼性をトレーサビリティの面からも保証

※6

※6 マスターコントロール（GxP Process Management Software ）
研究関連文書を電子化し管理するシステム
日本のCROで初めて導入

用語解説



1313

本資料に関するお問い合わせ先

本資料における将来の予想等に関する各数値は、現時点で入手可能な情報に基づく弊社の判断

や仮定によるものであり、リスク及び不確実性が含まれております。したがって実際の業績等は、

予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

TEL：06-6151-6700

FAX：06-6151-6707

管理部ＩＲ担当

ホームページ : http://www.jclbio.com


