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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3月31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 ％

23年12月期第1四半期 2,137 15.0 432 10.5 416 7.5 216 △7.5
22年12月期第1四半期 1,857 12.4 390 38.5 387 35.2 234 33.4

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

23年12月期第1四半期 3,584.35 ―
22年12月期第1四半期 3,876.67 ―

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

23年12月期第1四半期 6,428 5,190 73.8 78,496.06
22年12月期 6,170 5,057 74.9 76,418.19

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  4,747百万円 22年12月期  4,621百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年12月期 ― 0.00 ― 1,800.00 1,800.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
800.00 ― 1,000.00 1,800.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

3,978 21.0 564 22.3 567 27.4 310 11.7 5,138.18

通期 7,529 12.8 765 9.2 783 23.2 433 16.0 7,170.68



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

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

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 60,480株 22年12月期  60,480株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  ―株 22年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q 60,480株 22年12月期1Q 60,480株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における当社を取り巻く環境は、３月末を年度末とする大学・公的研究機関、民間企

業の需要がありましたが、バイオ研究支援市場全体としては弱い動向でした。また、前第１四半期連結会計期間に

おいては大規模補正予算の執行等により研究開発関係の購買活動は活発であったのに対し、当第１四半期連結会計

期間においては補正予算の規模も小さく低調な動きでありました。さらに、東日本大震災による影響もあったもの

と捉えております。一方、為替レートは当第１四半期連結会計期間平均82円／ドル（今期計画90円／ドル）であり

ました。 

 このような環境下、当社は、前第２四半期連結会計期間よりビーエム機器株式会社を連結業績に取り込み、当第

１四半期連結会計期間における売上高は2,137百万円（前年同期比15.0％増）、売上総利益は956百万円（前年同期

比19.3％増）、売上総利益率は44.8％となりました。  

 販売管理費等の費用面につきましては、ほぼ計画通りとし、営業利益は432百万円（前年同期比10.5％増）、経

常利益は416百万円（前年同期比7.5％増）、四半期純利益は216百万円（前年同期比7.5％減）となりました。 

 なお、売上高を品目別にみますと、研究用試薬1,487百万円（前年同期比11.2％減）、機器604百万円（前年同期

比371.7％増）、臨床検査薬45百万円（前年同期比17.7％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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、現金及び預金が117百万円増加したこと及び売上債権（受

取手形及び売掛金）が359百万円増加したこと等により、387百万円増加いたしました。有形固定資産につきまして

は、６百万円増加いたしました。無形固定資産につきましては、11百万円減少いたしました。投資その他の資産に

つきましては、123百万円減少いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は6,428百万円（前連結会計年度末比258百万円増）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、仕入債務（支払手形及び買掛金）が60百万円増加、未払法

人税等が58百万円増加したこと等により、126百万円増加いたしました。固定負債につきましては、１百万円減少

いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における負債は1,238百万円（前連結会計年度末比125百万円増）とな

りました。 

（純資産） 

 主に利益剰余金が107百万円増加したことにより、当第１四半期連結会計期間末における純資産は5,190百万円

（前連結会計年度末比133百万円増）となりました。 

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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が407百万円となったものの、売上債権の増

加及び法人税等の支払い等を主因に、123百万円の収入（前年同四半期は294百万円の支出）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、100百万円の収入（前年同四半期は304百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い等により109百万円の支出（前年同四半期は72百万円の

支出）となりました。  

 以上の結果、当第１四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1,181百万円から117百万円

増加して1,299百万円となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月14日の決算発表時に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありませ

ん。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

④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。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用

しております。これにより、当第１四半期連結会計期間の営業利益及び経常利益は、それぞれ0百万円減少し、税

金等調整前四半期純利益は13百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始における資産除去債務の変

動額は25百万円であります。 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,097 980

受取手形及び売掛金 2,594 2,235

有価証券 605 606

商品及び製品 607 684

仕掛品 0 0

原材料及び貯蔵品 18 17

その他 192 203

貸倒引当金 △8 △7

流動資産合計 5,107 4,720

固定資産   

有形固定資産 170 163

無形固定資産   

のれん 57 61

その他 122 130

無形固定資産合計 179 191

投資その他の資産   

投資有価証券 628 746

関係会社株式 11 11

その他 332 338

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 969 1,093

固定資産合計 1,320 1,449

資産合計 6,428 6,170
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 457 397

短期借入金 25 20

未払法人税等 173 115

その他 301 298

流動負債合計 957 831

固定負債   

退職給付引当金 155 172

役員退職慰労引当金 17 15

負ののれん 12 12

その他 94 80

固定負債合計 280 281

負債合計 1,238 1,113

純資産の部   

株主資本   

資本金 918 918

資本剰余金 1,221 1,221

利益剰余金 2,632 2,524

株主資本合計 4,772 4,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 0

繰延ヘッジ損益 △25 △43

評価・換算差額等合計 △25 △43

少数株主持分 442 435

純資産合計 5,190 5,057

負債純資産合計 6,428 6,170
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（２）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 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,857 2,137

売上原価 1,055 1,180

売上総利益 802 956

販売費及び一般管理費 411 524

営業利益 390 432

営業外収益   

受取利息 3 2

持分法による投資利益 19 －

その他 4 5

営業外収益合計 27 7

営業外費用   

支払利息 0 0

その他 31 23

営業外費用合計 31 23

経常利益 387 416

特別利益   

保険解約返戻金 4 3

その他 0 1

特別利益合計 4 4

特別損失   

固定資産除却損 0 0

その他 － 12

特別損失合計 0 12

税金等調整前四半期純利益 391 407

法人税等 156 178

少数株主損益調整前四半期純利益 － 228

少数株主利益 － 12

四半期純利益 234 216

コスモ・バイオ株式会社（3386）　平成23年12月期 第1四半期決算短信

- 6 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31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 391 407

減価償却費 12 14

のれん償却額 4 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △110 2

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 △16

受取利息及び受取配当金 △3 △2

支払利息 0 0

固定資産除却損 0 0

為替差損益（△は益） △1 △2

持分法による投資損益（△は益） △19 －

売上債権の増減額（△は増加） △472 △359

たな卸資産の増減額（△は増加） 37 75

仕入債務の増減額（△は減少） 69 60

その他 58 47

小計 △34 229

利息及び配当金の受取額 22 4

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △283 △109

営業活動によるキャッシュ・フロー △294 123

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 29 100

有形固定資産の取得による支出 △10 △13

無形固定資産の取得による支出 △38 △0

投資有価証券の取得による支出 △25 －

投資有価証券の売却による収入 － 13

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△258 －

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △304 100

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 5

配当金の支払額 △72 △108

少数株主への配当金の支払額 － △5

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △72 △109

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △670 117

現金及び現金同等物の期首残高 1,411 1,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 741 1,299
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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