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(百万円未満切捨て)

１．2023年3月期第1四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年6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 ％
2023年3月期第1四半期 11,097 5.5 2,799 8.0 2,844 8.0 2,169 9.9

2022年3月期第1四半期 10,514 28.0 2,592 155.1 2,633 155.3 1,974 158.4
(注)包括利益 2023年3月期第1四半期 2,235百万円( 13.0％) 2022年3月期第1四半期 1,977百万円( 156.0％)
　

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

2023年3月期第1四半期 58.70 58.24

2022年3月期第1四半期 53.47 53.06
　

　

（２）連結財政状態

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
2023年3月期第1四半期 62,398 46,909 74.6 1,260.02

2022年3月期 62,512 45,803 72.8 1,230.55
(参考) 自己資本 2023年3月期第1四半期 46,575百万円 2022年3月期 45,486百万円
　

　

　

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
2022年3月期 － 20.00 － 31.00 51.00

2023年3月期 －

2023年3月期(予想) 17.00 － 18.00 35.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2023年3月期の連結業績予想（2022年4月1日～2023年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期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
第2四半期(累計) 20,100 △5.8 2,820 △41.6 2,840 △42.0 2,180 △40.5 59.01

通期 40,000 △7.0 4,540 △45.9 4,570 △46.3 3,610 △42.0 97.66
(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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

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 ： 有
　

(注)詳細は、添付資料７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項
（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（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) 2023年3月期1Ｑ 43,541,438株 2022年3月期 43,541,438株

② 期末自己株式数 2023年3月期1Ｑ 6,576,861株 2022年3月期 6,576,861株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期1Ｑ 36,964,577株 2022年3月期1Ｑ 36,931,883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２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１四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者数の減少や経済活動の制限緩和

に伴い、持ち直しの動きがみられました。海外経済も持ち直しましたが、ロシアのウクライナ侵攻に端を発する

資源価格の上昇や中国における経済活動の抑制の影響により、不安定なまま推移しました。

臨床検査薬業界においては医療費抑制策とコロナ禍における物流コストや原材料調達コストの上昇により経営

環境は一層厳しさを増し、各企業はより一層のコスト競争力と積極的な海外展開が求められる状況となっており

ます。

このような経営環境の下、当社グループは経営構想「EIKEN ROAD MAP 2030」に基づき中期経営計画を策定し、

「がんの予防・治療への貢献」、「感染症撲滅・感染制御への貢献」、「ヘルスケアに役立つ製品・サービスの

提供」の３つの注力事業分野を中心に重点施策を展開し、グループ全体で持続的な成長と着実な収益性の向上に

努めております。

また、世界の人々の健康を守る企業として「医療」の課題、そして「環境」・「社会」・「ガバナンス」の課

題にも積極的に取り組み、社会課題の解決を通じて、さらなる企業価値の向上と持続可能な社会の実現を目指し

ております。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、新型コロナウイルス感染者数減少に伴い各種検診・スクリーニングプ

ログラムの再開や外来患者数が回復傾向となったことから、国内で主力製品の便潜血検査用試薬及び尿検査用試

薬を中心に売上が伸び、11,097百万円（前年同期比5.5％増）となりました。

製品の種類別区分ごとの売上高では、微生物検査用試薬は、新型コロナウイルス感染症以外の感染症検査の減

少が継続し、951百万円（同0.5％減)となりました。尿検査用試薬は、国内外向けの尿試験紙売上が大きく伸長

し、1,095百万円（同16.8％増）となりました。免疫血清検査用試薬は、国内で販売が増加したものの海外向け便

潜血検査用試薬の売上が減少し、5,305百万円（同0.7％減）となりました。生化学検査用試薬は160百万円（同

5.1％増）、器具・食品環境関連培地は542百万円（同0.4％減）となりました。その他（医療機器・遺伝子関連

等）につきましては、各国における新型コロナウイルス感染状況が反映され一定の検査需要が継続したことによ

る新型コロナウイルス検出試薬の売上と、一時的なLAMP法の特許料収入増によって、3,042百万円（同18.0％増)

となりました。

海外向け売上高は、尿検査用試薬・装置が増加しましたが、便潜血検査用試薬・装置の売上が減少し、2,246百

万円（同4.0％減）となりました。

利益面では、営業利益は2,799百万円（同8.0％増）、経常利益は2,844百万円（同8.0％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益は2,169百万円（同9.9％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の財政状態は以下のとおりであります。

前連結会計年度末に比べ総資産は113百万円減少、負債は1,219百万円減少、純資産は1,105百万円増加いたしま

した。

増減の主なものとして、資産の部では、現金及び預金が145百万円減少、受取手形、売掛金及び契約資産が380

百万円減少、棚卸資産が177百万円増加しております。負債の部では、法人税等の支払により未払法人税等が528

百万円減少、賞与の支払により賞与引当金が394百万円減少しております。純資産の部では、配当金の支払があっ

たものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が1,023百万円増加いたしました。自己資

本比率は前連結会計年度末の72.8％から74.6％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

2023年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2022年４月28日公表の業績

予想としておりますが、これは新型コロナウイルス感染症の遺伝子検査（新型コロナウイルス検出試薬）の需要

が2022年３月期からは大きく減少することを想定したものであり、状況により変動する可能性があります。今後

の見通しにつきましては、ウクライナ情勢の悪化・長期化及び資源・原材料の高騰、円安の急激な進行に伴う物

価上昇圧力などが業績への懸念材料になると想定しておりますが、今後業績予想の開示が可能となった時点で速

やかに開示いたします。
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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
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,121 15,976

受取手形、売掛金及び契約資産 11,956 11,576

商品及び製品 4,673 4,657

仕掛品 1,736 1,787

原材料及び貯蔵品 1,821 1,963

その他 733 956

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 37,039 36,913

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,090 20,187

減価償却累計額 △12,343 △12,527

建物及び構築物（純額） 7,747 7,659

機械装置及び運搬具 6,936 7,013

減価償却累計額 △5,434 △5,530

機械装置及び運搬具（純額） 1,501 1,482

工具、器具及び備品 4,562 4,632

減価償却累計額 △3,874 △3,945

工具、器具及び備品（純額） 688 687

土地 1,931 1,931

リース資産 299 299

減価償却累計額 △195 △212

リース資産（純額） 103 86

建設仮勘定 3,302 3,420

有形固定資産合計 15,275 15,268

無形固定資産 1,350 1,290

投資その他の資産

長期預金 1,900 1,900

その他 6,961 7,041

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 8,847 8,926

固定資産合計 25,473 25,485

資産合計 62,512 62,398
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,495 4,482

電子記録債務 2,961 3,097

未払法人税等 1,305 777

賞与引当金 776 382

その他 2,994 2,565

流動負債合計 12,533 11,305

固定負債

社債 3,000 3,000

資産除去債務 34 34

その他 1,141 1,150

固定負債合計 4,175 4,184

負債合計 16,708 15,489

純資産の部

株主資本

資本金 6,897 6,897

資本剰余金 8,000 8,000

利益剰余金 33,162 34,186

自己株式 △3,126 △3,126

株主資本合計 44,934 45,958

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 33 35

為替換算調整勘定 258 326

退職給付に係る調整累計額 259 255

その他の包括利益累計額合計 551 617

新株予約権 316 333

純資産合計 45,803 46,909

負債純資産合計 62,512 62,398
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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１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

売上高 10,514 11,097

売上原価 5,303 5,546

売上総利益 5,210 5,550

販売費及び一般管理費 2,618 2,750

営業利益 2,592 2,799

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 1 1

受取賃貸料 4 5

業務受託料 22 9

補助金収入 － 10

為替差益 2 10

その他 7 8

営業外収益合計 42 49

営業外費用

支払利息 0 3

その他 0 0

営業外費用合計 1 4

経常利益 2,633 2,844

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 － 49

特別利益合計 0 49

特別損失

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 2,633 2,894

法人税等 658 724

四半期純利益 1,974 2,169

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,974 2,169
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（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日
　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年６月30日)

四半期純利益 1,974 2,169

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 1

為替換算調整勘定 15 68

退職給付に係る調整額 △9 △4

その他の包括利益合計 3 65

四半期包括利益 1,977 2,235

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,977 2,235

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（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）

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）

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

（税金費用の計算）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　


