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（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 ％

26年３月期第３四半期 5,057 3.4 △462 － △364 － △274 －

25年３月期第３四半期 4,889 4.8 74 △70.8 47 △70.1 △39 －

（注）包括利益 26年３月期第３四半期 △309百万円（－％） 25年３月期第３四半期 △29百万円（－％）

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

26年３月期第３四半期 △10.62 －

25年３月期第３四半期 △2.31 －

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

26年３月期第３四半期 12,918 8,790 67.7 338.48

25年３月期 13,402 9,203 68.4 354.47

（参考）自己資本 26年３月期第３四半期 8,751百万円 25年３月期 9,164百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 4.00 4.00

26年３月期 － 0.00 －

26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

（％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 7,378 6.6 △275 － △185 － △132 － △5.11

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  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

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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。

※  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】P.3「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予

測情報に関する説明」をご覧ください。

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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 ： 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） 26年３月期３Ｑ 26,059,000株 25年３月期 26,059,000株

②  期末自己株式数 26年３月期３Ｑ 204,248株 25年３月期 204,248株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期３Ｑ 25,854,752株 25年３月期３Ｑ 17,149,592株
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（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日）のわが国経済は、政府及び日銀の

経済・金融政策への期待から、円安・株高の傾向が継続し、企業収益の改善や個人消費の底堅さなど景気回復の兆

しが見られるものの、輸入品の価格上昇、新興国の経済成長鈍化などに伴う輸出の伸び悩みに加え、来春に実施さ

れる消費税増税への懸念など、依然として先行きの不透明な状況が続いております。

こうした中、当第３四半期連結累計期間の売上高は50億57百万円（前年同四半期比3.4％増）、営業損失4億62百

万円（前年同四半期は営業利益74百万円）、経常損失3億64百万円（前年同四半期は経常利益47百万円）、四半期

純損失2億74百万円（前年同四半期は四半期純損失39百万円）となりました。

セグメントの業績は次のとおりです。

（ア）試薬事業

臨床検査薬分野では、主力の自己免疫疾患検査試薬においては、引き続き競合等により厳しい状況が続いてお

りますが、販売に注力しておりますステイシア MEBLuxTMテストへの切替が順調であり、新規項目の採用も売上

増に貢献しました。また、免疫グロブリンIgG4検査試薬を含む血漿蛋白測定試薬、及び多発性骨髄腫などの診断

補助検査試薬であるFREELITEなどのがん関連検査試薬の継続的な伸長により、分野全体の売上高は前年同四半期

をやや上回りました。

基礎研究用試薬分野では、MHCテトラマー試薬に加え、オリゴ核酸合成受託やiPS細胞を作製するCytoTune-iPS

キットの売上が伸長したことなどから、分野全体の売上高は前年同四半期を大きく上回りました。

細胞診関連分野においては、今期より発売しておりますMEBGENTM HPVキットが売上増に貢献しました。

試薬事業全体の当第３四半期連結累計期間の売上高は50億56百万円（前年同四半期比3.4％増）となりまし

た。しかし、売上原価率の上昇及び研究開発費等の増加により、セグメント損失は4億48百万円（前年同四半期

はセグメント利益92百万円）となりました。

（イ）投資事業

投資事業については、当第３四半期連結累計期間の売上高は6百万円（前年同四半期比219.4％増）、セグメン

ト損失は13百万円（前年同四半期はセグメント損失17百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（ア）資産

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、129億18百万円となり、前連結会計年度末より4億83百万円減少し

ました。

・流動資産：当第３四半期連結会計期間末で97億71百万円となり、前連結会計年度末より7億61百万円減少しま

した。

これは主に、商品及び製品が1億78百万円増加した一方で、現金及び預金が7億11百万円、受取手形及び売掛金

が3億40百万円減少したためです。

・固定資産：当第３四半期連結会計期間末で31億47百万円となり、前連結会計年度末より2億77百万円増加しま

した。

１）有形固定資産は14億2百万円となり、前連結会計年度末より1億57百万円増加しました。

これは主に、機械装置及び運搬具が41百万円、リース資産が52百万円、建設仮勘定が46百万円増加したた

めです。

２）無形固定資産は4億64百万円となり、前連結会計年度末より35百万円増加しました。

これは主に、のれんが51百万円増加したためです。

３）投資その他の資産は12億79百万円となり、前連結会計年度末より84百万円増加しました。

これは主に、投資有価証券が1億21百万円増加したためです。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（イ）負債

当第３四半期連結会計期間末における負債の額は41億28百万円となり、前連結会計年度末より70百万円減少し

ました。

・流動負債：当第３四半期連結会計期間末で23億37百万円となり、前連結会計年度末より52百万円増加しまし

た。

これは主に、短期借入金が77百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が93百万円、未払法人税等が17百万

円増加したためです。

・固定負債：当第３四半期連結会計期間末で17億90百万円となり、前連結会計年度末より1億23百万円減少しま

した。

これは主に、長期借入金が1億33百万円減少したためです。

（ウ）純資産

当第３四半期連結会計期間末における純資産の額は87億90百万円となり、前連結会計年度末より4億12百万円

減少しました。

これは主に、配当金の支払い及び四半期純損失の計上により、利益剰余金が3億77百万円減少したためです。

この結果、自己資本比率は67.7％（前連結会計年度末は68.4％）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第３四半期連結会計期間の業績を踏まえ、前回（平成25年5月13日）公表いた

しました予想を下回る見通しであることから、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、本日（平成26年１月31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。

本資料に掲載されている業績予想等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて算出したもので

あり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があります。

（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

該当事項はありません。

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

前回発表予想（Ａ）
百万円

8,693

百万円

232

百万円

197

百万円

162

円 銭

6.27

今回修正予想（Ｂ） 7,378 △275 △185 △132 △5.11

増減額（Ｂ－Ａ） △1,315 △507 △383 △295 ―

増 減 率 （ ％ ） △15.1 ― ― ― ―

（ご参考）前期実績

（平成25年３月期）
6,924 238 319 213 12.39

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25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,441,255 5,729,789

受取手形及び売掛金 2,313,856 1,973,281

有価証券 6,408 7,986

商品及び製品 661,154 839,265

仕掛品 540,931 528,175

原材料及び貯蔵品 414,119 445,729

その他 158,080 255,837

貸倒引当金 △2,805 △8,412

流動資産合計 10,532,999 9,771,653

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 565,851 566,624

機械装置及び運搬具（純額） 88,793 130,655

土地 54,402 66,620

リース資産（純額） 189,504 242,105

建設仮勘定 54,880 101,029

その他（純額） 291,779 295,579

有形固定資産合計 1,245,212 1,402,614

無形固定資産

のれん 158,278 209,409

その他 270,373 255,137

無形固定資産合計 428,651 464,547

投資その他の資産

投資有価証券 339,258 461,026

長期貸付金 437,925 427,661

長期前払費用 363,509 336,319

その他 279,196 274,551

貸倒引当金 △224,618 △219,714

投資その他の資産合計 1,195,271 1,279,845

固定資産合計 2,869,136 3,147,007

資産合計 13,402,135 12,918,660



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 348,676 441,976

短期借入金 1,328,256 1,250,526

未払法人税等 23,688 41,093

その他 584,008 603,790

流動負債合計 2,284,629 2,337,385

固定負債

長期借入金 1,707,156 1,573,724

その他 207,026 217,118

固定負債合計 1,914,182 1,790,842

負債合計 4,198,811 4,128,228

純資産の部

株主資本

資本金 4,482,936 4,482,936

資本剰余金 4,198,820 4,198,820

利益剰余金 596,070 218,133

自己株式 △43,493 △43,493

株主資本合計 9,234,332 8,856,396

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 74,372 55,726

為替換算調整勘定 △143,934 △160,863

その他の包括利益累計額合計 △69,561 △105,137

新株予約権 14,288 14,288

少数株主持分 24,264 24,886

純資産合計 9,203,323 8,790,432

負債純資産合計 13,402,135 12,918,660



（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

売上高 4,889,054 5,057,510

売上原価 1,891,115 2,158,223

売上総利益 2,997,939 2,899,286

販売費及び一般管理費 2,923,792 3,361,774

営業利益又は営業損失（△） 74,146 △462,487

営業外収益

受取利息 5,096 11,664

為替差益 － 107,046

保険配当金 4,458 4,637

その他 5,902 17,101

営業外収益合計 15,457 140,450

営業外費用

支払利息 28,371 27,160

持分法による投資損失 7,552 14,552

為替差損 3,230 －

その他 3,083 483

営業外費用合計 42,237 42,197

経常利益又は経常損失（△） 47,367 △364,234

特別利益

国庫補助金 － 25,657

固定資産売却益 1,450 207

投資有価証券売却益 870 －

受取補償金 － 15,728

特別利益合計 2,321 41,592

特別損失

固定資産除却損 2,987 2,007

投資有価証券評価損 7,679 －

減損損失 46,042 －

特別損失合計 56,709 2,007

税金等調整前四半期純損失（△） △7,020 △324,649

法人税、住民税及び事業税 33,841 24,480

法人税等還付税額 － △71,650

法人税等合計 33,841 △47,169

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,861 △277,479

少数株主損失（△） △1,329 △2,962

四半期純損失（△） △39,532 △274,517



（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24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △40,861 △277,479

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 338 △18,646

繰延ヘッジ損益 10,744 －

為替換算調整勘定 690 △13,327

その他の包括利益合計 11,773 △31,973

四半期包括利益 △29,088 △309,453

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,811 △310,093

少数株主に係る四半期包括利益 △1,276 639



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）

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３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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

（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。

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（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 4,888,071 983 4,889,054 ― 4,889,054

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
450 1,000 1,450 △1,450 ―

計 4,888,521 1,983 4,890,504 △1,450 4,889,054

セグメント利益又は損失（△） 92,066 △17,919 74,146 ― 74,146

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 5,055,676 1,834 5,057,510 ― 5,057,510

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
450 4,500 4,950 △4,950 ―

計 5,056,126 6,334 5,062,460 △4,950 5,057,510

セグメント損失（△） △448,598 △13,888 △462,487 ― △462,487
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