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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期第1四半期 2,195 2.7 442 2.4 433 4.1 226 4.3
23年12月期第1四半期 2,137 15.0 432 10.5 416 7.5 216 △7.5

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 276百万円 （10.8％） 23年12月期第1四半期 249百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 3,814.78 ―
23年12月期第1四半期 3,584.35 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 6,810 5,542 74.3
23年12月期 6,734 5,343 72.4
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  5,060百万円 23年12月期  4,873百万円

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

23年12月期 ― 800.00 ― 1,200.00 2,000.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 800.00 ― 1,200.00 2,000.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24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）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

第2四半期(累計) 3,830 3.7 455 △22.5 477 △16.3 275 △13.1 4,640.52
通期 7,400 2.9 775 △13.0 823 △3.8 480 4.8 8,110.22



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）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 

(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

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   ：  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） 24年12月期1Q 60,480 株 23年12月期 60,480 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 1,200 株 23年12月期 1,200 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 59,280 株 23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１四半期連結累計期間におけるバイオ研究関連の試薬・機器市場は、３月末を年度末とする大学・公的研究

機関の需要があったものの、民間企業においては、研究分野の絞り込みも見られ、バイオ研究支援市場全体として

は弱い動向にありました。一方、為替レートは当第１四半期連結累計期間平均78円／ドル（今期計画83円／ドル）

でありました。 

 このような環境下、当社グループは、新規仕入先・商品の開発、プロモーション及び販売促進に努め、当第１四

半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同期比2.7％増）、売上総利益は 百万円（前年同期比

4.6％増）、売上総利益率は45.6％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 百万円（前年同期比2.4％増）、経常

利益は 百万円（前年同期比4.1％増）、四半期純利益は 百万円（前年同期比4.3％増）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1,475百万円（前年同期比0.8％減）、機器671百万円（前年同期

比11.2％増）、臨床検査薬47百万円（前年同期比5.6％増）となりました。 

   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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262百万円減少したものの売上債権（受取

手形及び売掛金）が463百万円増加したこと等により、300百万円増加いたしました。有形固定資産につきまして

は、3百万円減少いたしました。無形固定資産につきましては、12百万円減少いたしました。投資その他の資産に

つきましては、208百万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 百万円（前連結会計年度末比75百万円増）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、未払法人税等が102百万円減少したこと等により、120百万

円減少いたしました。固定負債につきましては、2百万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 百万円（前連結会計年度末比123百万円減）とな

りました。 

  

 (純資産） 

 主に利益剰余金が155百万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 百万円

（前連結会計年度末比199百万円増）となりました。  

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年２月13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．当四半期決算に関する定性的情報

2,195 1,001

442

433 226

6,810

1,267

5,542
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（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 

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。 

   

（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。   

   

（４）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,279 1,016

受取手形及び売掛金 2,310 2,774

有価証券 834 1,005

商品及び製品 712 653

仕掛品 － 0

原材料及び貯蔵品 17 18

その他 115 102

貸倒引当金 △6 △8

流動資産合計 5,264 5,564

固定資産   

有形固定資産 179 176

無形固定資産   

のれん 47 44

その他 166 157

無形固定資産合計 213 201

投資その他の資産   

投資有価証券 782 568

関係会社株式 11 11

その他 288 293

貸倒引当金 △4 △4

投資その他の資産合計 1,077 868

固定資産合計 1,470 1,245

資産合計 6,734 6,810
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 420 495

短期借入金 20 20

未払法人税等 284 182

その他 368 274

流動負債合計 1,092 971

固定負債   

退職給付引当金 173 176

役員退職慰労引当金 28 30

負ののれん 9 9

その他 86 79

固定負債合計 298 295

負債合計 1,390 1,267

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 2,826 2,981

自己株式 △67 △67

株主資本合計 4,899 5,054

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △0 △0

繰延ヘッジ損益 △25 7

その他の包括利益累計額合計 △25 6

少数株主持分 470 482

純資産合計 5,343 5,542

負債純資産合計 6,734 6,810
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 2,137 2,195

売上原価 1,180 1,194

売上総利益 956 1,001

販売費及び一般管理費 524 558

営業利益 432 442

営業外収益   

受取利息 2 3

その他 5 10

営業外収益合計 7 13

営業外費用   

支払利息 0 0

その他 23 22

営業外費用合計 23 22

経常利益 416 433

特別利益   

固定資産売却益 0 1

保険解約返戻金 3 1

その他 1 －

特別利益合計 4 2

特別損失   

固定資産除却損 0 －

その他 12 5

特別損失合計 12 5

税金等調整前四半期純利益 407 430

法人税等 178 186

少数株主損益調整前四半期純利益 228 243

少数株主利益 12 17

四半期純利益 216 226
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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：百万円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 228 243

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1 0

繰延ヘッジ損益 18 32

その他の包括利益合計 20 32

四半期包括利益 249 276

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 237 258

少数株主に係る四半期包括利益 12 17
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該当事項はありません。   

   

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
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