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（百万円未満切捨て）

（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 4,835 22.5 716 66.1 752 55.9 490 8.9

2020年12月期第２四半期 3,946 4.0 431 79.0 482 78.9 450 150.9

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 500百万円 （8.3％） 2020年12月期第２四半期 462百万円 （176.9％）

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

2021年12月期第２四半期 84.19 －

2020年12月期第２四半期 76.00 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 9,635 8,022 77.8

2020年12月期 9,640 7,861 76.3

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 7,499百万円 2020年12月期 7,357百万円

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

2020年12月期 － 8.00 － 26.00 34.00

2021年12月期 － 12.00

2021年12月期（予想） － 14.00 26.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 9,000 11.2 900 19.6 950 16.2 630 △6.5 108.46

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（２）連結財政状態

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

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 6,048,000株 2020年12月期 6,048,000株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 271,344株 2020年12月期 120,044株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 5,825,722株 2020年12月期２Ｑ 5,928,000株

※  注記事項

（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

新規  －社  （社名）、除外  －社  （社名）

（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．９「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事

項（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　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。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）

　当社は、2021年８月10日に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。

　当日使用する決算説明資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動が停

滞し、先行きに一段と不透明感が増しております。当社グループ関連の、ライフサイエンスの基礎研究分野市場の

動向は、同様に不透明感が増しているとともに、依然として大学・公的研究機関において、慎重な予算執行の傾向

が続いていると捉えております。また、同業他社との競争は販売価格面で厳しい状況が続いております。

　このような状況下、当社グループにおきましては、懸念された新型コロナウイルス感染症の影響は現在のところ

限定的に留まっており、引き続き新型コロナウイルス感染症対策をとるとともに、ライフサイエンス領域の研究開

発に資する多様な自社製品・商品・サービスの提供と、在庫の適正化及び迅速出荷に取り組んでおります。当第２

四半期連結累計期間における売上高は4,835百万円（前年同期比22.5％増）となり、売上総利益は1,942百万円（前

年同期比27.0％増）、売上総利益率は40.2％（前年実績38.8％）となりました。為替レートは当第２四半期連結累

計期間平均106円／ドル（前年同期108円／ドル）で推移しました。

　販売費及び一般管理費は、人件費を主として増加し、営業利益は716百万円（前年同期比66.1％増）、経常利益

は752百万円（前年同期比55.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は490百万円（前年同期比8.9％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3,653百万円（前年同期比25.6％増）、機器1,120百万円（前年同

期比14.4％増）、臨床検査薬61百万円（前年同期比4.4％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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、売上債権（受取手形及び売掛金）が352百万円減少した一

方、商品及び製品が170百万円増加及び、有価証券が100百万円増加したこと等により、41百万円増加いたしまし

た。有形固定資産及び無形固定資産につきましては、重要な変動はありませんでした。投資その他の資産につきま

しては、投資有価証券が45百万円減少したことにより、44百万円減少いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における総資産は9,635百万円（前連結会計年度末比4百万円減）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、211百万円減少し、固定負債につきましては、45百万円増

加いたしました。

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における負債は1,613百万円（前連結会計年度末比165百万円減）とな

りました。

（純資産）

　純資産につきましては、8,022百万円（前連結会計年度末比161百万円増）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）

　営業活動の結果得られた資金は600百万円（前年同期比18.4％減）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純利益752百万円、売上債権の増減額355百万円、法人税等の支払額△227百万円等によるものであります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は187百万円（前年同四半期は70百万円の獲得）となりました。

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は343百万円（前年同期比589.5％増）となりました。

　以上の結果、当第２四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3,159百万円から76百万円増

加して3,235百万円となりました。
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（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、2021年７月27日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症による当社グループの事業への影響につきましては、今後も注視しつつ、公表

すべき事実が発生した場合には、速やかに開示いたします。

- 3 -

コスモ・バイオ株式会社（3386）　2021年12月期 第２四半期決算短信



（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,159 3,235

受取手形及び売掛金 2,784 2,431

有価証券 100 200

商品及び製品 572 742

仕掛品 20 20

原材料及び貯蔵品 24 25

その他 100 145

貸倒引当金 △5 △4

流動資産合計 6,756 6,797

固定資産

有形固定資産 636 606

無形固定資産

その他 165 194

無形固定資産合計 165 194

投資その他の資産

投資有価証券 1,817 1,771

関係会社株式 10 10

その他 255 256

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,081 2,037

固定資産合計 2,883 2,838

資産合計 9,640 9,635

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 488 558

短期借入金 20 20

未払法人税等 242 195

その他 475 241

流動負債合計 1,226 1,015

固定負債

退職給付に係る負債 414 469

その他 137 128

固定負債合計 552 597

負債合計 1,779 1,613

純資産の部

株主資本

資本金 918 918

資本剰余金 1,251 1,252

利益剰余金 4,761 5,097

自己株式 △67 △251

株主資本合計 6,863 7,015

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 501 470

繰延ヘッジ損益 △5 9

為替換算調整勘定 △2 3

その他の包括利益累計額合計 494 483

非支配株主持分 503 523

純資産合計 7,861 8,022

負債純資産合計 9,640 9,635
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

売上高 3,946 4,835

売上原価 2,416 2,893

売上総利益 1,529 1,942

販売費及び一般管理費 1,098 1,225

営業利益 431 716

営業外収益

受取利息 1 1

受取配当金 23 24

助成金収入 21 16

為替差益 1 －

その他 3 7

営業外収益合計 51 49

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 － 12

その他 0 2

営業外費用合計 0 14

経常利益 482 752

特別利益

投資有価証券売却益 190 －

特別利益合計 190 －

税金等調整前四半期純利益 673 752

法人税等 212 239

四半期純利益 461 512

非支配株主に帰属する四半期純利益 10 21

親会社株主に帰属する四半期純利益 450 490

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

四半期純利益 461 512

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2 △31

繰延ヘッジ損益 0 14

為替換算調整勘定 △1 5

その他の包括利益合計 1 △11

四半期包括利益 462 500

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 452 479

非支配株主に係る四半期包括利益 10 21

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

- 7 -

コスモ・バイオ株式会社（3386）　2021年12月期 第２四半期決算短信



（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2020年１月１日
　至　2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日

　至　2021年６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利益 673 752

減価償却費 85 78

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 11 54

受取利息及び受取配当金 △24 △26

支払利息 0 0

投資有価証券売却損益（△は益） △190 －

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

為替差損益（△は益） 0 △2

助成金収入 △21 △16

売上債権の増減額（△は増加） 414 355

たな卸資産の増減額（△は増加） △30 △169

仕入債務の増減額（△は減少） △94 60

その他 △30 △285

小計 791 799

助成金の受取額 6 2

利息及び配当金の受取額 24 26

利息の支払額 △0 △0

法人税等の支払額 △87 △227

営業活動によるキャッシュ・フロー 735 600

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △26 △9

無形固定資産の取得による支出 △11 △78

投資有価証券の取得による支出 △100 △100

投資有価証券の売却による収入 209 -

その他 △0 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 70 △187

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 － △186

配当金の支払額 △47 △154

非支配株主への配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △49 △343

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 755 76

現金及び現金同等物の期首残高 2,416 3,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,171 3,235

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、2021年２月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式154,200株の取得及び、譲渡制限付株式報酬とし

て自己株式2,900株の処分を行いました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が184百万円増加

し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が251百万円となっております。

（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）

　税金費用については、当第２四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。
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