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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 86 △19.4 △89 ― △88 ― △95 ―
24年3月期第1四半期 107 28.4 △54 ― △53 ― △55 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △96百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △55百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △740.09 ―
24年3月期第1四半期 △426.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 2,319 2,200 94.3
24年3月期 2,502 2,297 91.3
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,187百万円 24年3月期  2,284百万円

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  
 

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 910 49.7 20 ― 22 ― 14 ― 108.05



(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  

(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 
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きの対象外でありますが、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のレビュー手続きは終了しております。 

※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、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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）連結業績予想に関す
る定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 129,578 株 24年3月期 129,578 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 14 株 24年3月期 14 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 129,564 株 24年3月期1Q 129,561 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高 千円（前年同期 千円）、営業

損失 千円（前年同期 千円）、経常損失 千円（前年同期 千円）、四半期純損失 千円

（前年同期 千円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

なお、当第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につい

ては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。  

① ジェノミクス事業 

神戸研究所新棟の立ち上げのため生産効率が一時的に低下したこと等から売上高は 千円（前年同期

千円）、営業損失は 千円（前年同期は営業利益 千円）と減収減益となりました。 

② ＣＲＯ事業 

ＣＲＯ業界市況が厳しく、受注が伸び悩み、売上高は 千円（前年同期 千円）、営業損失は

千円（前年同期 千円）と減収減益となりました。 

③ 抗体試薬事業 

サイトカイン販売が好調であったこと等から、売上高は 千円（前年同期 千円）、営業利益は

千円（前年同期は営業損失 千円）と増収増益となりました。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末は、流動資産 千円（前連結会計年度末比 千円減少）、固定資産

千円（同 千円増加）、流動負債 千円（同 千円減少）、固定負債 千円（同

千円増加）、純資産合計 千円（同 千円減少）となり、総資産は 千円（同 千円減

少）となりました。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第1四半期連結累計期間における業績は、売上高につきましては当初見込みを下回りましたが、損益につきま

しては概ね予想通りに推移いたしました。今後も当初計画を達成すべく収益獲得に取り組んでまいります。 

以上により、現時点におきましては、平成24年5月11日に公表いたしました平成25年3月期通期の連結業績予想を

変更しておりません。  

   

（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。   

   

（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 

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる損益に与える影響は軽微であります。 

当社グループは、当第１四半期連結累計期間におきましても継続的な営業損失が発生しており、将来にわたって事

業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当該重要事象を解消

するため、主力事業のさらなる生産効率化や新サービスによる収益増加により黒字化を目指します。資金につきまし

ても、当第１四半期末時点での「現金及び預金」と「有価証券」の合計額は 千円であり、財務面に支障は

ないものと考えております。  

以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する注

記」の記載には至りませんでした。     

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

86,591 107,389

89,849 54,636 88,949 53,888 95,889

55,250

36,308

49,830 22,865 7,291

4,324 20,021

18,917 7,632

45,959 37,538

4,469 1,148

1,457,176 206,691

862,069 23,555 79,159 105,162 39,221 18,482

2,200,865 96,455 2,319,245 183,135

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等

1,291,678
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 398,536 291,678

受取手形及び売掛金 192,859 101,344

有価証券 1,000,000 1,000,000

商品及び製品 19,016 18,555

仕掛品 5,999 18,097

原材料及び貯蔵品 10,397 7,614

その他 37,563 20,304

貸倒引当金 △506 △418

流動資産合計 1,663,867 1,457,176

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 452,145 839,607

減価償却累計額 △159,120 △165,549

建物及び構築物（純額） 293,025 674,057

建設仮勘定 366,250 －

その他 339,172 356,003

減価償却累計額 △252,719 △255,666

その他（純額） 86,452 100,337

有形固定資産合計 745,729 774,394

無形固定資産   

のれん 12,100 11,484

その他 683 633

無形固定資産合計 12,783 12,118

投資その他の資産 80,001 75,556

固定資産合計 838,514 862,069

資産合計 2,502,381 2,319,245

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,643 1,802

未払金 139,159 39,215

未払法人税等 11,838 4,918

賞与引当金 6,131 1,668

受注損失引当金 466 6,355

その他 24,081 25,197

流動負債合計 184,321 79,159

固定負債   

資産除去債務 16,126 30,150

その他 4,612 9,070

固定負債合計 20,739 39,221

負債合計 205,060 118,380
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,404,263 5,404,263

資本剰余金 546,743 546,743

利益剰余金 △3,668,350 △3,764,239

自己株式 △1,782 △1,782

株主資本合計 2,280,874 2,184,984

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,601 2,790

その他の包括利益累計額合計 3,601 2,790

新株予約権 8,312 8,312

少数株主持分 4,533 4,777

純資産合計 2,297,321 2,200,865

負債純資産合計 2,502,381 2,319,245
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 107,389 86,591

売上原価 66,971 81,677

売上総利益 40,417 4,913

販売費及び一般管理費 95,053 94,763

営業損失（△） △54,636 △89,849

営業外収益   

受取利息 1,062 677

その他 106 317

営業外収益合計 1,169 995

営業外費用   

持分法による投資損失 422 95

営業外費用合計 422 95

経常損失（△） △53,888 △88,949

税金等調整前四半期純損失（△） △53,888 △88,949

法人税、住民税及び事業税 1,272 1,831

法人税等調整額 △36 4,863

法人税等合計 1,235 6,695

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △55,124 △95,645

少数株主利益 125 244

四半期純損失（△） △55,250 △95,889
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △55,124 △95,645

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 44 △810

その他の包括利益合計 44 △810

四半期包括利益 △55,080 △96,455

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △55,205 △96,700

少数株主に係る四半期包括利益 125 244
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

    

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１ 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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１ 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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。 

２ 報告セグメントの変更等に関する事項 

当第１四半期連結会計期間より、会社組織の変更に伴い、報告セグメントを従来の「遺伝子破壊マウス事

業」、「抗体事業」及び「試薬販売事業」の３区分から、「ジェノミクス事業」、「ＣＲＯ事業」及び「抗体試

薬事業」の３区分に変更しております。  

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報は、会社組織変更後の報告セグメントの区分に基づき作成

したものを開示しております。 

  

３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

ジェノミクス 
事業 

ＣＲＯ事業 抗体試薬事業

売上高             

外部顧客への売上高  49,830  20,021  37,538  107,389 ―  107,389

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計  49,830  20,021  37,538  107,389 ―  107,389

セグメント利益又は損失

（△） 
 7,291  △7,632  △1,148  △1,489  △53,146  △54,636

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

ジェノミクス 
事業 

ＣＲＯ事業 抗体試薬事業

売上高             

外部顧客への売上高  36,308  4,324  45,959  86,591 ―  86,591

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計  36,308  4,324  45,959  86,591 ―  86,591

セグメント利益又は損失

（△） 
 △22,865  △18,917  4,469  △37,313  △52,535  △89,849
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