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Section 1 2013年3月期 実績
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2013年3月期のポイント

1 【単体】増収・経常増益
【連結】増収・経常利益の黒字化

2 特別損失の計上 【単体】 1,652百万円
【連結】 530百万円

3 為替差益の計上 【連結】 145百万円
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売上高
（単位：百万円）

2013年3月期

金額
前年同期比 当初計画比

当初計画額
売上高 増減額 増減率 増減額 増減率

国
内

バイオアナリシス 1,757 +166 +10.4% -201 -10.3% 1,958

医薬品品質安定性試験 358 -72 -16.8% +16 +4.9% 341

単体・合計 2,115 +93 +4.6% -184 -8.0% 2,300

米
国バイオアナリシス 48 -41 -46.2% -203 -80.7% 252

連結・合計 2,163 +51 +2.4% -388 -15.2% 2,552
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損益計算書 【前年同期比】

2013年3月期 2012年3月期 前年同期比

単体 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率

売上高 2,115 100.0% 2,021 100.0% +93 +4.6%

売上総利益 739 35.0% 668 33.1% +70 +10.6%

営業利益 317 15.0% 184 9.1% +132 +71.9%

経常利益 313 14.8% 173 8.6% +140 +80.8%

当期純利益 ▲ 1,055 -49.9% 101 5.0% -1,156 -

連結

売上高 2,163 100.0% 2,112 100.0% +51 +2.4%

売上総利益 579 26.8% 559 26.5% +19 +3.5%

営業利益 ▲6 -0.3% ▲88 -4.2% +82 -

経常利益 111 5.1% ▲113 -5.4% +224 -

当期純利益 ▲136 -6.3% ▲186 -8.8% +50 -

（単位：百万円）
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2013年3月期 当初計画

単体 金額 構成比 増減額 増減率 金額 構成比

売上高 2,115 100.0% -184 -8.0% 2,300 100.0%

売上総利益 739 35.0% -208 -22.0% 947 41.2%

営業利益 317 15.0% -65 -17.0% 383 16.7%

経常利益 313 14.8% -44 -12.4% 358 15.6%

当期純利益 ▲ 1,055 -49.9% -1,281 - 226 9.8%

連結

売上高 2,163 100.0% -388 -15.2% 2,552 100.0%

売上総利益 579 26.8% -257 -30.8% 836 32.8%

営業利益 ▲6 -0.3% -124 - 118 4.6%

経常利益 111 5.1% +41 +58.6% 70 2.7%

当期純利益 ▲136 -6.3% -74 - ▲62 -2.4%

（単位：百万円）

損益計算書 【当初計画比】
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※ 有価証券報告書の受注高は受注試験の中止等を含めた純増額で掲載しているため、上記の値とは異なります
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連結貸借対照表

2013年3月末 2012年3月末 増減額 増減率 主要因

資産 3,765 4,369 -603 -13.8%
現預金の減少 147百万円

売掛金の減少 200百万円

建物及び構築物の減少 267百万円

土地の減少 105百万円

繰延税金資産の増加 286百万円

流動資産 1,705 1,969 -263 -13.4%

固定資産 2,055 2,393 -338 -14.1%

繰延資産 5 6 -1 -21.4%

負債 3,186 3,584 -398 -11.1%

有利子負債の減少 355百万円流動負債 1,559 1,609 -50 -3.1%

固定負債 1,627 1,975 -347 -17.6%

純資産 579 784 -205 -26.2% 利益剰余金の減少 145百万円

1株当たり純資産 175.22円 237.27円 -62.05 -26.2%

自己資本比率 15.4% 18.0% - -

（単位：百万円）
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連結キャッシュ・フロー計算書

2013年3月期
2012年 4月 1日から
2013年 3月31日まで

2012年3月期
2011年 4月 1日から
2012年 3月31日まで

増減額 主要因 ： 前年同期比キャッシュ・フロー増減額

営業活動による

キャッシュ・フロー
423 ▲32 +456

税金等調整前当期純損失 ： -318百万円

減損損失 ： +523百万円

為替差益 ： -137百万円

売上債権の増減 ： +417百万円

投資活動による

キャッシュ・フロー
▲145 ▲257 +112 有形・無形固定資産の取得による支出 : +108百万円

財務活動による

キャッシュ・フロー
▲428 522 -951

長期借入れによる収入 : -800百万円

社債の償還による支出 : -100百万円

現金及び現金同等物
に係る換算差額 3 ▲4 +8

現金及び現金同等物
の増減額（▲は減少） ▲147 227 -374

現金及び現金同等物
の期首残高 1,074 847 +227

現金及び現金同等物
の当期末残高 927 1,074 -147

（単位：百万円）
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有利子負債の状況

社債の減少 100百万円

長期借入金の減少 214百万円

-12.4%

-20.8%

+1.3%

増減率

-3552,8752,520
有利子負債

合計

+141,0961,111
有利子負債

（短期）

-3701,7791,409
有利子負債

（長期）

増減額2013年3月末 2012年3月末 主要因

（単位：百万円）



Section 2 2014年3月期 計画
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2014年3月期のポイント

3 受託メニューの拡充

2 【米国子会社】 増収

1 【単体・連結】 増収・純利益の黒字化
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売上高（計画）

（単位：百万円）

2013年3月期（実績）2014年3月期（計画）

売上高 増減額 増減率 売上高

国
内

バイオアナリ
シス

1,591 -166 -9.5% 1,757

医薬品品質
安定性試験

609 +250 +70.1% 358

単体・合計 2,200 +84 +4.0% 2,115

米
国

バイオアナリ
シス

418 +369 +758.8% 48

連結・合計 2,618 +454 +21.0% 2,163
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損益計算書（計画）

2014年3月期（計画） 2013年3月期（実績） 前年同期比

単体 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率

売上高 2,200 100.0% 2,115 100.0% +84 +4.0%

売上総利益 804 36.6% 739 35.0% +64 +8.8%

営業利益 293 13.3% 317 15.0% -24 -7.7%

経常利益 195 8.9% 313 14.8% -118 -37.8%

当期純利益 86 3.9% ▲1,055 -49.9% +1,141 -

連結

売上高 2,618 100.0% 2,163 100.0% +454 +21.0%

売上総利益 852 32.6% 579 26.8% +273 +47.3%

営業利益 230 8.8% ▲6 -0.3% +236 -

経常利益 195 7.5% 111 5.1% +84 +75.8%

当期純利益 86 3.3% ▲136 -6.3% +222 -

（単位：百万円）
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受注高・受注残（計画）

（単位：百万円）

2013年3月期（実績）2014年3月期（計画）

受注高 金額 増減額 増減率 金額

国内
バイオアナリシス 1,782 +290 +19.5% 1,492

医薬品品質安定性試験 617 -7 -1.2% 624

単体・合計 2,400 +282 +13.4% 2,117

米国 バイオアナリシス 484 +378 +356.4% 106

連結・合計 2,884 +661 +29.7% 2,223

受注残

国内
バイオアナリシス 1,473 +336 +29.6% 1,137

医薬品品質安定性試験 492 +63 +14.8% 429

単体・合計 1,966 +400 +25.5% 1,566

米国 バイオアナリシス 199 +67 +51.6% 131

連結・合計 2,165 +467 +27.5% 1,698
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設備投資（計画）

2014年3月期（計画） 増減額 増減率 2013年3月期（実績）

国内 94 -68 -42.1% 163

米国 - -19 -100.0% 19

合計 94 -88 -48.3% 183

（単位：百万円）
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グローバル展開

日米に研究所を有する唯一の分析CRO

グループシナジーを活用した営業活動を展開

日米両国で新薬の承認申請を行う

製薬会社の動向

確立した分析法の確立した分析法の
相互活用相互活用

日米研究所の連携によるメリット

新薬開発の効率化・スピードアップに貢献
日米両国で実施する試験の受注拡大

日米連携により
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アライアンスの構築

地理的にも技術面でもシナジー効果が見込める

Xceleron Incと業務提携

共同で営業活動

欧米の製薬会社からの
受託を目指す

日系の製薬会社からの
受託を目指す

JCLJCL Bioassay USA, Inc.Bioassay USA, Inc.

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

XceleronXceleron IncInc

加速器質量分析装置
（AMS)を用いた分析が強み

受注活動に注力し、収益性を確保
営業力強化

今後もアライアンスの構築に注力する
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受託メニューの拡充

理化学試験と微生物関連試験の一括発注

製薬会社の要望

受託メニュー拡充

①無菌試験

②微生物限度試験

医薬品中に検出できる微生物が存在していないことを調べる試験

医薬品中に存在する微生物の数を調べる試験

微生物関連試験とは

理化学試験

従来メニュー

微生物関連試験

新メニュー

＋

一括受注による受注拡大（機会損失の減少）
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株主還元策

継続的かつ安定的な利益還元

将来の事業展開と経営基盤・財務基盤の強化のため

必要な内部留保を確保

業績などを総合的に判断しながら

期末配当（年1回）実施

基本方針

1株当たりの
配当金

2012.3

3円

2011.3

5円

2013.3（予定）

無配

2014.3（計画）

無配

普通配当 普通配当 普通配当 普通配当

遺憾ながら無配を継続するが、米国子会社の
早期黒字化に注力し、早期の復配を目指す
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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

ホームページ：http://www.jclbio.com

経営企画室


