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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２四半期 3,302 8.7 △281 － △261 － △163 －

25年３月期第２四半期 3,038 △1.2 △41 － △79 － △99 －

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 △106百万円（ ％）－ 25年３月期第２四半期 △101百万円（ ％）－

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２四半期 △6.31 －

25年３月期第２四半期 △5.82 －

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２四半期 12,800 8,993 69.9 346.29

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２四半期 8,953百万円 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

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26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 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 8,693 25.5 232 △2.3 197 △38.2 162 △23.8 6.27

（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

（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

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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

（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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 25,854,752株 25年３月期２Ｑ 17,149,670株

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。

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。
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（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30日）のわが国経済は、政府の経済・金

融政策に対する期待や円安・株高の傾向から、景況感の改善が継続しているものの、原油をはじめとする輸入品の

価格上昇、新興国の経済成長鈍化などにより、先行きは不透明な状況となっております。

こうした中、当第２四半期連結累計期間の売上高は33億2百万円（前年同四半期比8.7％増）、営業損失2億81百

万円（前年同四半期は営業損失41百万円）、経常損失2億61百万円（前年同四半期は経常損失79百万円）、四半期

純損失1億63百万円（前年同四半期は四半期純損失99百万円）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ったこと、免疫グロブリン

IgG4検査試薬を含む血漿蛋白定量試薬、及び多発性骨髄腫などの診断補助検査試薬であるFREELITEをはじめとし

た腫瘍マーカー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、前期低調であった海外への輸出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、抗ミュラー管ホルモン測定試薬の販売が伸長したことに加え、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２四半期連結累計期間の売上高は33億2百万円（前年同四半期比8.7％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2億72百万円（前年同四半期はセ

グメント損失29百万円）となりました。

（イ）投資事業

投資事業については、当第２四半期連結累計期間の売上高は4百万円（前年同四半期比215.5％増）、セグメン

ト損失は9百万円（前年同四半期はセグメント損失12百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（ア）資産

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、128億円となり、前連結会計年度末に比べ6億2百万円減少いたし

ました。

・流動資産：当第２四半期連結会計期間末で98億81百万円となり、前連結会計年度末より6億51百万円減少しま

した。

商品及び製品が99百万円増加した一方で、現金及び預金が3億24百万円、受取手形及び売掛金が5億72百万円減

少したためです。

・固定資産：当第２四半期連結会計期間末で29億18百万円となり、前連結会計年度末より49百万円増加しまし

た。

１）有形固定資産は13億75百万円となり、前連結会計年度末より1億29百万円増加しました。

これは主に、建設仮勘定が1億10百万円増加したためです。

２）無形固定資産は3億62百万円となり、前連結会計年度末より65百万円減少しました。

のれんが40百万円、その他に含まれるソフトウェアが13百万円減少したためです。

３）投資その他の資産は11億80百万円となり、前連結会計年度末より14百万円減少しました。

これは主に、長期前払費用が16百万円減少したためです。

１．当四半期決算に関する定性的情報



（イ）負債

当第２四半期連結会計期間末における負債の額は38億6百万円となり、前連結会計年度末に比較して3億92百万

円減少しました。

・流動負債：当第２四半期連結会計期間末で21億90百万円となり、前連結会計年度末より94百万円減少しまし

た。

これは主に、短期借入金が1億13百万円減少したためです。

・固定負債：当第２四半期連結会計期間末で16億16百万円となり、前連結会計年度末より2億97百万円減少しま

した。

これは主に、長期借入金が3億25百万円減少したためです。

（ウ）純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産の額は89億93百万円となり、前連結会計年度末に比較して2億9百

万円減少いたしました。

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2億66百万円減少したためです。

この結果、自己資本比率は69.9％（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、平成25年５月13日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。

（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。

なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第２四半期連結会計期間において、株式会社新組織科学

研究所を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。ただし、当第２四半期連結累計期間における影響は

軽微であります。

（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。

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２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,441,255 6,116,450

受取手形及び売掛金 2,313,856 1,741,727

有価証券 6,408 7,205

商品及び製品 661,154 761,019

仕掛品 540,931 548,405

原材料及び貯蔵品 414,119 428,221

その他 158,080 287,096

貸倒引当金 △2,805 △8,292

流動資産合計 10,532,999 9,881,834

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 565,851 569,592

機械装置及び運搬具（純額） 88,793 90,620

土地 54,402 55,771

リース資産（純額） 189,504 196,061

建設仮勘定 54,880 165,716

その他（純額） 291,779 297,254

有形固定資産合計 1,245,212 1,375,016

無形固定資産

のれん 158,278 118,082

その他 270,373 244,817

無形固定資産合計 428,651 362,899

投資その他の資産

投資有価証券 339,258 344,032

長期貸付金 437,925 437,824

長期前払費用 363,509 347,017

その他 279,196 273,637

貸倒引当金 △224,618 △222,223

投資その他の資産合計 1,195,271 1,180,288

固定資産合計 2,869,136 2,918,204

資産合計 13,402,135 12,800,038



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 348,676 352,193

短期借入金 1,328,256 1,215,056

未払法人税等 23,688 32,087

その他 584,008 590,735

流動負債合計 2,284,629 2,190,071

固定負債

長期借入金 1,707,156 1,382,014

その他 207,026 234,470

固定負債合計 1,914,182 1,616,484

負債合計 4,198,811 3,806,555

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 596,070 329,401

自己株式 △43,493 △43,493

株主資本合計 9,234,332 8,967,663

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 80,146

為替換算調整勘定 △143,934 △94,537

その他の包括利益累計額合計 △69,561 △14,390

新株予約権 14,288 14,288

少数株主持分 24,264 25,922

純資産合計 9,203,323 8,993,483

負債純資産合計 13,402,135 12,800,038



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 3,038,274 3,302,933

売上原価 1,160,840 1,361,232

売上総利益 1,877,433 1,941,700

販売費及び一般管理費 1,918,898 2,223,480

営業損失（△） △41,464 △281,779

営業外収益

受取利息 3,350 6,195

為替差益 － 32,112

その他 3,170 11,227

営業外収益合計 6,521 49,536

営業外費用

支払利息 18,503 19,219

持分法による投資損失 4,475 8,935

為替差損 17,942 －

その他 3,245 718

営業外費用合計 44,166 28,872

経常損失（△） △79,110 △261,115

特別利益

国庫補助金 2,465 25,657

固定資産売却益 1,482 208

投資有価証券売却益 870 －

受取補償金 － 15,728

特別利益合計 4,818 41,594

特別損失

固定資産除却損 2,353 840

投資有価証券評価損 234 －

特別損失合計 2,588 840

税金等調整前四半期純損失（△） △76,880 △220,362

法人税、住民税及び事業税 23,172 17,202

法人税等還付税額 － △72,266

法人税等合計 23,172 △55,064

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △100,052 △165,297

少数株主損失（△） △238 △2,047

四半期純損失（△） △99,814 △163,250



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △100,052 △165,297

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △26,779 5,774

繰延ヘッジ損益 10,744 －

為替換算調整勘定 14,694 53,121

その他の包括利益合計 △1,340 58,895

四半期包括利益 △101,393 △106,402

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △101,598 △108,078

少数株主に係る四半期包括利益 205 1,675



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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損失（△） △76,880 △220,362

減価償却費及びその他の償却費 165,913 213,622

のれん償却額 29,934 41,073

投資事業組合運用損益（△は益） 3,681 1,010

固定資産除売却損益（△は益） 871 631

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,995 3,092

受取利息及び受取配当金 △3,808 △6,660

支払利息 18,503 19,219

為替差損益（△は益） 23,320 △55,223

持分法による投資損益（△は益） 4,475 8,935

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △636 －

売上債権の増減額（△は増加） 494,001 545,612

破産更生債権等の増減額（△は増加） 375 －

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,480 △105,276

その他の流動資産の増減額（△は増加） △79,192 473

仕入債務の増減額（△は減少） △45,093 △44,190

未払金の増減額（△は減少） 104,702 24,600

その他の流動負債の増減額（△は減少） △86,449 △20,160

その他 2,451 1,769

小計 413,695 408,167

利息及び配当金の受取額 3,920 6,433

利息の支払額 △17,561 △19,662

法人税等の支払額 △30,649 △29,110

営業活動によるキャッシュ・フロー 369,405 365,827

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 △10,003 △2,010,005

定期預金の払戻による収入 10,002 10,004

有形固定資産の取得による支出 △204,006 △127,056

有形固定資産の売却による収入 1,761 500

無形固定資産の取得による支出 △45,088 △14,616

投資有価証券の取得による支出 △21,100 －

投資有価証券の売却による収入 10,288 3,316

関係会社株式の取得による支出 △5,150 △12,895

貸付けによる支出 △2,001 －

貸付金の回収による収入 5,833 5,243

投資その他の資産の増減額（△は増加） △4,004 △21,841

投資活動によるキャッシュ・フロー △263,467 △2,167,349



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 －

長期借入れによる収入 861,600 6,830

長期借入金の返済による支出 △590,717 △445,172

自己株式の取得による支出 △80 －

配当金の支払額 △67,805 △103,162

少数株主への配当金の支払額 △371 －

リース債務の返済による支出 △13,146 △24,865

財務活動によるキャッシュ・フロー 289,478 △566,369

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,831 43,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 379,585 △2,324,008

現金及び現金同等物の期首残高 1,851,278 6,437,659

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,230,864 4,113,650



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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年９月30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。

（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）

（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 3,036,942 1,331 3,038,274 ― 3,038,274

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
300 ― 300 △300 ―

計 3,037,242 1,331 3,038,574 △300 3,038,274

セグメント損失（△） △29,392 △12,072 △41,464 ― △41,464

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 3,301,732 1,201 3,302,933 ― 3,302,933

(2) セグメント間の

内部売上高又は振替高
300 3,000 3,300 △3,300 ―

計 3,302,032 4,201 3,306,233 △3,300 3,302,933

セグメント損失（△） △272,574 △9,204 △281,779 ― △281,779
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