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１． 2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年３月期第２四半期 59,828 △3.4 4,973 △19.7 5,275 △17.8 3,514 △13.7

2020年３月期第２四半期 61,908 5.3 6,197 6.6 6,415 7.7 4,071 9.5

(注) 包括利益 2021年３月期第２四半期 3,448百万円 (△20.7％) 2020年３月期第２四半期 4,346百万円 (11.4％)

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

2021年３月期第２四半期 86.52 86.42

2020年３月期第２四半期 95.58 95.45

（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 ％

2021年３月期第２四半期 119,174 82,746 65.8

2020年３月期 116,273 80,422 65.4

(参考) 自己資本 2021年３月期第２四半期 78,426百万円 　2020年３月期 76,099百万円

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

　2020年３月期 ― 20.00 ― 25.00 45.00

　2021年３月期 ― 20.00

　2021年３月期(予想) ― 25.00 45.00

(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． 2021年３月期の連結業績予想（2020年４月１日～2021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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 121,000 0.2 10,000 2.4 11,000 7.7 7,000 9.8 172.27

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　連結業績予想の修正については、本日（2020年11月10日）公表しました「業績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、除外 ― 社

（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 ： 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

（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) 2021年３月期２Ｑ 44,014,726株 2020年３月期 44,014,726株

② 期末自己株式数 2021年３月期２Ｑ 3,376,432株 2020年３月期 3,393,015株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年３月期２Ｑ 40,627,973株 2020年３月期２Ｑ 42,601,971株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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「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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響から持ち直しの動きがみら

れるものの依然として厳しい状況にあります。雇用情勢は弱い動きとなっている中で、雇用者数などの動きに底堅

さもみられ、企業収益につきましては、大幅な減少が続いておりますが業況判断は改善の動きがみられます。

このような状況のもと受託臨床検査業界におきましては、新型コロナウイルスの感染拡大により患者の受診控え

が発生していましたが、緊急事態宣言の解除後は徐々に持ち直しの動きがみられます。しかしながら同業者間での

激しい業者間競争が続いていることから、事業環境は引き続き厳しい状況にあります。

こうした中で、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高59,828百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益

4,973百万円（前年同期比19.7％減）、経常利益5,275百万円（前年同期比17.8％減）、親会社株主に帰属する四半

期純利益3,514百万円（前年同期比13.7％減）となりました。

以下に事業別の概況をご報告いたします。

臨床検査事業につきましては、新規獲得の強化を図るとともに、新規検査項目、独自検査項目、重点検査項目拡

販などの深耕営業を実施し、業績の拡大を図りました。さらに新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)検査につきまして

は、より多くの検査が提供できるようキャパシティの拡大、体制の強化に取り組んでおります。新型コロナウイル

スの感染拡大に伴う緊急事態宣言が解除された６月以降の検査数量は戻りつつあるものの、当第２四半期連結累計

期間の検査数量は減少しています。これに伴い臨床検査事業の売上高は、前年同期比2.6％の減収となりました。

食品検査事業につきましても、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け取引先の営業自粛等に伴い食品コン

サルティング、腸内細菌検査等が減少いたしました。これらにより、売上高は前年同期比21.7％の減収となりまし

た。

以上の結果、検査事業の売上高は前年同期比3.3％の減収となりました。

医療情報システム事業の売上高は前年同期比4.4％の減収となりました。クラウド版電子カルテにつきましては、

上市できるよう開発を進めています。

その他事業につきましては、調剤薬局事業の売上が外来患者数の減少や、診療報酬(薬価)の引き下げの影響を受

けたこと、さらにSMO事業の売上が減少したことにより前年同期比5.2％の減収となりました。

※SMO:特定の医療機関（治験実施施設）と契約し、その施設に限定して治験業務を支援する機関をいう。

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の連結財政状態は、総資産119,174百万円（前期末比2,900百万円増）、純資産

82,746百万円（前期末比2,323百万円増）、自己資本比率65.8％（前期末比0.4％増）となっています。

主な増減項目は、資産の部では、流動資産で受取手形及び売掛金が3,494百万円増加しています。負債の部では、

支払手形及び買掛金が875百万円増加しています。純資産の部では利益剰余金が2,499百万円増加しています。

　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の残高は、前年同期に比べ3,391百万円減少し、

47,758百万円となりました。各活動区分別のキャッシュ・フローの状況及び主な増減要因は、以下のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、3,181百万円の資金収入（前年同期比3,490百万円収入減）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益が903百万円の収入減、売掛債権の増減額（△は増加）が2,391百万円

の支出増となったことなどによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,904百万円の資金支出（前年同期比1,454百万円支出減）となりまし

た。これは主に、投資有価証券の売却による収入が431百万円増加し、投資活動によるキャッシュ・フローのその

他が738百万円の支出減となったことなどによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,766百万円の資金支出（前年同期比129百万円支出増）となりました。

　



株式会社ビー・エム・エル(4694) 2021年３月期 第２四半期決算短信

― 3 ―

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想の修正について

2021年３月期 通期連結業績予想数値の修正（2020年４月１日～2021年３月31日）

　（単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

前回発表予想（Ａ）
(2020年８月11日発表)

117,450 7,350 7,850 4,850 119円36銭

今回修正予想（Ｂ） 121,000 10,000 11,000 7,000 172円27銭

増減額（Ｂ－Ａ） 3,550 2,650 3,150 2,150 ―

増減率（ ％ ） 3.0 36.1 40.1 44.3 ―

(ご参考)前期通期実績
(2020年３月期通期)

120,732 9,763 10,211 6,375 151円27銭

通期業績予想修正の理由

2021年３月期の連結業績予想につきまして、2020年８月11日に公表いたしました連結業績予想を上回る見込とな

りましたので、直近の状況を踏まえ、現時点で入手可能な情報をもとに上記のとおり修正いたします。

新型コロナウイルスの感染拡大により４月～５月にかけて患者の受診控えが発生しましたが、緊急事態宣言の解

除後は徐々に前年の水準に戻りつつあり、今後もこの傾向が続くと想定しています。また、新型コロナウイルス関

連検査の受託数は増加しており、売上に寄与しています。

さらに当社グループでは、BML総合研究所および全国拠点ラボで受託体制の強化に取り組んでおり、2021年１月に

は検査能力を20,000件/日程度に拡充する計画(予定)を立てています。

以上のことから2020年８月11日公表の業績予想を上回る見込となりました。

※ 上記予想は、現時点において入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は、今後様々な要因

によって予想数値と異なる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 51,213 51,097

受取手形及び売掛金 21,175 24,670

商品及び製品 262 339

仕掛品 545 674

原材料及び貯蔵品 2,324 2,626

その他 1,194 1,002

貸倒引当金 △105 △91

流動資産合計 76,610 80,321

固定資産

有形固定資産

土地 13,556 13,554

その他（純額） 16,199 16,094

有形固定資産合計 29,755 29,649

無形固定資産

その他 4,039 3,781

無形固定資産合計 4,039 3,781

投資その他の資産

その他 5,962 5,518

貸倒引当金 △93 △96

投資その他の資産合計 5,868 5,422

固定資産合計 39,663 38,853

資産合計 116,273 119,174

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,762 16,638

未払法人税等 1,453 1,821

賞与引当金 3,198 3,344

その他 8,621 8,062

流動負債合計 29,036 29,866

固定負債

役員退職慰労引当金 236 226

退職給付に係る負債 3,952 3,725

その他 2,625 2,608

固定負債合計 6,813 6,561

負債合計 35,850 36,427
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,045 6,045

資本剰余金 6,705 6,712

利益剰余金 69,337 71,837

自己株式 △6,701 △6,669

株主資本合計 75,387 77,926

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 671 473

退職給付に係る調整累計額 40 26

その他の包括利益累計額合計 712 499

新株予約権 59 54

非支配株主持分 4,263 4,265

純資産合計 80,422 82,746

負債純資産合計 116,273 119,174
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 61,908 59,828

売上原価 39,484 38,431

売上総利益 22,423 21,397

販売費及び一般管理費 16,226 16,423

営業利益 6,197 4,973

営業外収益

不動産賃貸料 31 30

受取ロイヤリティー 61 76

雇用調整助成金 ― 97

その他 167 132

営業外収益合計 260 336

営業外費用

支払利息 18 19

不動産賃貸原価 14 13

その他 8 1

営業外費用合計 41 35

経常利益 6,415 5,275

特別利益

投資有価証券売却益 1 252

その他 2 1

特別利益合計 4 254

特別損失

固定資産除却損 14 25

その他 3 5

特別損失合計 17 30

税金等調整前四半期純利益 6,402 5,498

法人税、住民税及び事業税 1,979 1,827

法人税等調整額 124 9

法人税等合計 2,104 1,837

四半期純利益 4,297 3,660

非支配株主に帰属する四半期純利益 226 145

親会社株主に帰属する四半期純利益 4,071 3,514
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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：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 4,297 3,660

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 88 △197

退職給付に係る調整額 △39 △14

その他の包括利益合計 48 △212

四半期包括利益 4,346 3,448

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,121 3,302

非支配株主に係る四半期包括利益 225 145
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020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 6,402 5,498

減価償却費 2,404 2,517

支払利息 18 19

売上債権の増減額（△は増加） △1,104 △3,495

たな卸資産の増減額（△は増加） 95 △509

仕入債務の増減額（△は減少） 1,140 875

投資有価証券売却損益（△は益） △1 △252

雇用調整助成金 ― △97

その他 △388 △90

小計 8,566 4,467

利息の支払額 △18 △19

法人税等の支払額 △2,019 △1,471

雇用調整助成金の受取額 ― 95

その他の収入 143 110

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,671 3,181

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 △2,096 △2,405

定期預金の払戻による収入 1,796 2,135

有形固定資産の取得による支出 △1,642 △1,552

無形固定資産の取得による支出 △636 △472

投資有価証券の売却による収入 17 448

その他 △797 △58

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,358 △1,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △668 △687

配当金の支払額 △809 △1,015

非支配株主への配当金の支払額 △137 △144

その他 △21 81

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,636 △1,766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,676 △488

現金及び現金同等物の期首残高 49,204 48,246

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 268 ―

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,149 47,758
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（４）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）

　 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 当第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

　 該当事項はありません。

３．その他

　 販売の状況

検査区分

前第２四半期連結累計期間
（自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2020年４月１日

至 2020年９月30日） 増減率(％)

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％)

検査事業 臨床検査事業
生化学的検査

　
24,410 39.4 22,588 37.8 △7.5

血液学的検査 5,123 8.3 4,718 7.9 △7.9

　免疫学的検査 12,979 21.0 11,320 18.9 △12.8

　微生物学的検査 3,486 5.6 3,092 5.2 △11.3

　病理学的検査 4,378 7.1 3,841 6.4 △12.3

　その他検査 6,295 10.1 9,665 16.1 53.5

(臨床検査事業小計) 56,673 91.5 55,226 92.3 △2.6

その他検査事業 2,293 3.7 1,796 3.0 △21.7

検査事業小計 58,966 95.2 57,023 95.3 △3.3

医療情報システム事業 2,197 3.6 2,100 3.5 △4.4

その他事業 744 1.2 705 1.2 △5.2

合計 61,908 100.0 　59,828 100.0 △3.4

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

　


