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（百万円未満切捨て）

（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 ％

2022年12月期第２四半期 5,111 5.7 626 △12.6 620 △17.5 407 △16.9

2021年12月期第２四半期 4,835 22.5 716 66.1 752 55.9 490 8.9

（注）包括利益 2022年12月期第２四半期 349百万円 （△30.2％） 2021年12月期第２四半期 500百万円 （8.3％）

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

2022年12月期第２四半期 70.28 －

2021年12月期第２四半期 84.19 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年12月期第２四半期 10,315 8,552 77.6

2021年12月期 10,072 8,319 77.3

（参考）自己資本 2022年12月期第２四半期 8,003百万円 2021年12月期 7,787百万円

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

2021年12月期 － 12.00 － 24.00 36.00

2022年12月期 － 16.00

2022年12月期（予想） － 20.00 36.00

（％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 9,600 4.0 700 △33.3 710 △35.4 470 △36.3 80.93

１．2022年12月期第２四半期の連結業績（2022年１月１日～2022年６月30日）

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から
適用しており、2022年12月期第２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
ります。

（２）連結財政状態

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から
適用しており、2022年12月期第２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
ります。

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2022年12月期の連結業績予想（2022年１月１日～2022年12月31日）

（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）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首から

適用しており、2022年12月期の連結業績予想は、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年12月期２Ｑ 6,048,000株 2021年12月期 6,048,000株

②  期末自己株式数 2022年12月期２Ｑ 232,744株 2021年12月期 256,144株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年12月期２Ｑ 5,799,972株 2021年12月期２Ｑ 5,825,722株

※  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Ｐ．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）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        ：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                        ：無

④  修正再表示                                  ：無

（注）詳細は、添付資料Ｐ.９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

　当社は、2022年８月９日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。

　当日使用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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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

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首か

ら適用しております。詳細については、「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関す

る注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動が停

滞し、先行きに一段と不透明感が増しております。当社グループ関連の、ライフサイエンスの基礎研究分野市場の

動向は、大学・公的研究機関において堅調に予算執行がなされているものの、依然として市場環境は厳しいものと

捉えております。また、同業他社との競争は販売価格面で厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社グループにおきましては、懸念された新型コロナウイルス感染症の影響は現在のところ

限定的に留まっており、引き続き新型コロナウイルス感染症対策をとるとともに、ライフサイエンス領域の研究開

発に資する多様な自社製品・商品・サービスの提供と、在庫の適正化及び迅速出荷に取り組んでおります。当第２

四半期連結累計期間における売上高は5,111百万円（前年同期比5.7％増）となり、売上総利益は1,879百万円（前

年同期比3.2％減）、売上総利益率は36.8％（前年実績40.2％）となりました。為替レートは当第２四半期連結累

計期間平均119円／ドル（前年同期106円／ドル）で推移しました。

　販売費及び一般管理費は、人件費を主として増加し、営業利益は626百万円（前年同期比12.6％減）、経常利益

は620百万円（前年同期比17.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は407百万円（前年同期比16.9％減）と

なりました。

　また、売上高を品目別にみますと、研究用試薬3,964百万円（前年同期比8.5％増）、機器1,088百万円（前年同

期比2.8％減）、臨床検査薬58百万円（前年同期比5.4％減）となりました。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等の適用により、売上高が35百

万円減少、売上原価が10百万円減少及び販売費及び一般管理費が25百万円減少しておりますが、損益への影響はあ

りません。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、売上債権（受取手形及び売掛金）が146百万円減少した一

方、商品及び製品が248百万円増加したこと等により、99百万円増加いたしました。有形固定資産及び無形固定資

産につきましては、重要な変動はありませんでした。投資その他の資産につきましては、投資有価証券が155百万

円増加したことにより、170百万円増加いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は10,315百万円（前連結会計年度末比243百万円増）

となりました。

（負債）

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、37百万円増加し、固定負債につきましては、26百万円減少

いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における負債は1,763百万円（前連結会計年度末比11百万円増）とな

りました。

（純資産）

　純資産につきましては、8,552百万円（前連結会計年度末比232百万円増）となりました。
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②キャッシュ・フローの状況

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は480百万円（前年同期比20.0％減）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純利益620百万円、たな卸資産の増減額△248百万円、法人税等の支払額△142百万円等によるものでありま

す。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は260百万円（前年同期比38.6％増）となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は142百万円（前年同期比58.6％減）となりました。

　以上の結果、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は当期首の3,255百万円から115百万円増

加して3,370百万円となりました。

（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、2022年７月25日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大や急激な為替変動による当社グループの事業への影響につきましては、

今後も注視しつつ、公表すべき事実が発生した場合には、速やかに開示いたします。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,255 3,370

受取手形及び売掛金 2,714 2,567

有価証券 300 200

商品及び製品 805 1,054

仕掛品 28 30

原材料及び貯蔵品 30 32

その他 179 154

貸倒引当金 △4 △0

流動資産合計 7,310 7,409

固定資産

有形固定資産 599 586

無形固定資産

その他 182 169

無形固定資産合計 182 169

投資その他の資産

投資有価証券 1,700 1,855

関係会社株式 10 10

その他 270 283

貸倒引当金 △1 －

投資その他の資産合計 1,979 2,149

固定資産合計 2,761 2,905

資産合計 10,072 10,315

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 592 671

短期借入金 20 20

未払法人税等 146 190

その他 335 249

流動負債合計 1,093 1,131

固定負債

退職給付に係る負債 501 520

その他 157 111

固定負債合計 658 632

負債合計 1,752 1,763

純資産の部

株主資本

資本金 918 918

資本剰余金 1,258 1,260

利益剰余金 5,274 5,543

自己株式 △239 △216

株主資本合計 7,212 7,504

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 559 460

繰延ヘッジ損益 7 4

為替換算調整勘定 8 34

その他の包括利益累計額合計 574 498

非支配株主持分 532 548

純資産合計 8,319 8,552

負債純資産合計 10,072 10,315
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

売上高 4,835 5,111

売上原価 2,893 3,231

売上総利益 1,942 1,879

販売費及び一般管理費 1,225 1,253

営業利益 716 626

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 24 27

助成金収入 16 －

その他 7 4

営業外収益合計 49 33

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 12 38

その他 2 0

営業外費用合計 14 39

経常利益 752 620

税金等調整前四半期純利益 752 620

法人税等 239 194

四半期純利益 512 425

非支配株主に帰属する四半期純利益 21 17

親会社株主に帰属する四半期純利益 490 407

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

四半期純利益 512 425

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31 △99

繰延ヘッジ損益 14 △2

為替換算調整勘定 5 26

その他の包括利益合計 △11 △75

四半期包括利益 500 349

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 479 331

非支配株主に係る四半期包括利益 21 17

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日

　至　2022年６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 752 620

減価償却費 78 66

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 54 19

受取利息及び受取配当金 △26 △29

支払利息 0 0

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

為替差損益（△は益） △2 △20

助成金収入 △16 -

売上債権の増減額（△は増加） 355 161

たな卸資産の増減額（△は増加） △169 △248

仕入債務の増減額（△は減少） 60 78

その他 △285 △51

小計 799 594

助成金の受取額 2 -

利息及び配当金の受取額 26 28

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △227 △142

営業活動によるキャッシュ・フロー 600 480

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 - 100

有形固定資産の取得による支出 △9 △33

無形固定資産の取得による支出 △78 △17

投資有価証券の取得による支出 △100 △299

その他 0 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △187 △260

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △186 -

配当金の支払額 △154 △139

非支配株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 - △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △343 △142

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 36

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 76 115

現金及び現金同等物の期首残高 3,159 3,255

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,235 3,370

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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）

　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）

　税金費用については、当第２四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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。

１．代理人取引に係る収益認識

保守・据付サービス等に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しており

ましたが、顧客への財又はサービスの提供における役割（本人又は代理人）を判断した結果、総額から外注

業者に対する支払額を差し引いた純額で収益を認識する方法に変更しております。なお、当該収益を売上高

に計上しております。

２．変動対価に係る収益認識

顧客に対して支払う販売奨励金について、従来は、販売費及び一般管理費として処理しておりましたが、

売上高から控除する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しておりますが、利益剰

余金の当期首残高への影響はありません。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高が35百万円減少、売上原価が10百万円減少及び販売費及び一般

管理費が25百万円減少しておりますが、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益への影響はありま

せん。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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