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株 主 の み な さ ま へ

平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに、第64期中間報告書（2018年4月1日～2018年

9月30日）をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

　今年度は２年毎に実施されている診療報酬改定年度に当た

り、診療報酬本体に係る保険点数は、引き上げが行われた

ものの検体検査につきましては引き下げとなりました。また、

激しい業者間競争が続いていることから事業環境は引き続き

厳しい状況にあります。

　こうした中で、当第２四半期連結累計期間の業績は、売

上高58,797百万円（前年同期比1.5％増）、 営業利益

5,814百万円（前年同期比1.5％増）、経常利益5,957百

万円（前年同期比0.5％増）、親会社株主に帰属する四半期

純利益3,719百万円（前年同期比0.0％増）となりました。

売上高につきましては、自然災害や営業日数が少なかったこ

と等の影響もありましたが、新規獲得が堅調に推移したこと

等により増収となっております。利益面につきましては、増

収の効果もあり増益となりました。

　第７次中期経営計画（2018年度～2020年度）の初年度

にあたり、引き続き第６次中期経営計画よりグループビジョン

としております『医療界に信頼され選ばれる企業をめざす』

を継続し、品質・サービス向上に取り組んでまいります。

　株主のみなさまには、一層のご指導とご支援を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。

代表取締役社長　近藤 健介

医療界に信頼され
選ばれる企業をめざす

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

前年同期比

1.5%
UP

111,243 113,502
115,100
（予想）

56,535 57,912 58,797

通期 第2四半期

営 業 利 益 （百万円）

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

前年同期比

1.5%
UP

5,608 5,730 5,814

9,329 9,337
9,550
（予想）

通期 第2四半期

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 （百万円）

2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

前年同期比

0.0%
UP

3,560 3,717 3,719

5,948 5,988
6,130
（予想）

通期 第2四半期
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営 業 の 概 況

事業別
売上高構成比

91.4%

事業別
売上高構成比

3.8%

事業別
売上高構成比

3.6%

事業別
売上高構成比

1.2%

2018年3月期 2019年3月期

103,263

前年同期比

1.3%
UP

53,053 53,730

通期 第2四半期

2018年3月期 2019年3月期

4,101

2,021
2,251

前年同期比

11.4%
UP

通期 第2四半期

2018年3月期 2019年3月期

2,101
前年同期比

3.5%
UP

4,502

2,030

通期 第2四半期

2018年3月期 2019年3月期

713前年同期比

11.5%
DOWN

1,635

806

通期 第2四半期

事業内容 事業内容事業内容 事業内容

臨床検査事業
医療情報システム

事業食品検査事業等 その他事業

業績 業績業績 業績

■ 臨床検査　
■ 治験検査

■ 電子カルテシステム　
　‒ 開発・販売
　‒ 保守サービス

■ 食品検査
■ 食品衛生コンサルティング
■ 環境検査

■ 調剤薬局
■ SMO

連結
売上高

連結
売上高

連結
売上高

連結
売上高53,730百万円 2,251百万円2,101百万円 713百万円

ルーチンから特殊検査まで
4,000項目を超える検査を実
施しています。

診療所版電子カルテ「クオリ
ス（Qualis）」と「メディカ
ルステーション（MS）」の販
売・保守を行っています。

食環境の総合的な衛生
管理、消費者の健康と
食の安全を支援してい
ます。

調剤薬局事業と高精度検
査で医薬品開発をサポー
トしています。※	SMO：	特定の医療機関（治験実

施施設）と契約し、その施設に限
定して治験業務を支援する機関。

新規獲得の強化を図
るとともに、 既 存
ユーザーへの重点
検査項目拡販などの
深耕営業を実施し、
業績の拡大を図りま
した。

販社との連携強化を
実施したことにより、
診療所版電子カルテ

「クオリス（Qualis）」
と「メディカルステー
ション（MS）」 の販
売数が順調に推移い
たしました。

㈱BMLフード・サイ
エンスで、 腸内細
菌検査、 商品品質
コンサルティング並
びに食品コンサルテ
ィングが堅調であっ
たことから順調に推
移いたしました。

㈱岡山医学検査セ
ンターの調剤薬局
事業の売上が、 薬
価(公定価格)の引き
下げの影響で減少
となり、 減収となり
ました。
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連 結 決 算 の 概 要

連結貸借対照表の概要（百万円）

配当について

連結損益計算書の概要（百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要（百万円）

　当社グループは、株主さまに対する利益還元を経営の重要課
題の一つと位置付けたうえで、安定的な経営基盤の確保と資本
利益率の向上に努めるとともに、配当については安定配当の維
持・継続を基本方針としつつ、連結業績に応じた配当水準の向
上に努めております。なお、当期の中間配当は19円とし、期
末配当の19円と合わせて年間では、1株当たり38円の配当と
なります。

　現金及び預金、受取手形及び売掛
金が増加したこと等により、1,138億
66百万円（前期末比44億28百万円
増）となりました。

POINT! 資産

　支払手形及び買掛金が増加したこと
により、345億92百万円（前期末比
13億77百万円増）となりました。

POINT! 負債

　利益剰余金が増加したことにより、
792億73百万円（前期末比30億51
百万円増）となりました。

POINT! 純資産

　営業活動によるキャッシュ・フローは、
67億11百万円の資金収入（前年同期比3
億66百万円減）となりました。投資活動に
よるキャッシュ・フローは、19億7百万円の
資金支出（前年同期比2億84百万円増）
となりました。財務活動によるキャッシュ・
フローは、15億33百万円の資金支出（前
年同期比33百万円減）となりました。

POINT! キャッシュ・フロー

　自然災害や営業日数が少なかったこと等の影響もありましたが、新規獲得が堅調に推移したこと等により増収増益となっ
ております。

POINT! 売上高・営業利益

当第2四半期連結会計期間末
（2018年9月30日現在）

資産合計
113,866

 

有形固定資産
29,119

無形固定資産
3,687
投資

その他の資産
6,118

流動資産
74,941

固定資産
38,925

負債・純資産合計
113,866

株主資本
74,085
その他の
包括利益累計額
1,403
新株予約権
72
非支配株主持分
3,712

流動負債
28,017
固定負債
6,575

負債
34,592

純資産
79,273

前連結会計年度末
（2018年3月31日現在）

資産合計
109,438

 

有形固定資産
28,700

無形固定資産
3,714
投資

その他の資産
6,175

流動資産
70,848

固定資産
38,589

負債・純資産合計
109,438

株主資本
71,080
その他の
包括利益累計額
1,440
新株予約権
78
非支配株主持分
3,622

流動負債
26,767
固定負債
6,447

負債
33,215

純資産
76,222

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

当第2四半期連結累計期間
（2018年4月1日～2018年9月30日）

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

3,719

58,797
5,814 5,957

前第2四半期連結累計期間
（2017年4月1日～2017年9月30日）

3,717

57,912

5,730 5,926

当第2四半期連結累計期間
（2018年4月1日～2018年9月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー
△1,907

現金及び
現金
同等物の
期首残高
43,679

現金及び
現金

同等物の
四半期末残高
46,949

営業活動による
キャッシュ・フロー

6,711

財務活動による
キャッシュ・フロー
△1,533

2019年3月期2018年3月期2017年3月期

 第2四半期
通期 17.5

円

17.5
円

17.5
円

17.5
円

19.0
円

19.0
円

（予想）

さらに詳しい情報はWebへ BML　IR 検 索
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埼玉

東京

千葉

松戸メディカル
ラポラトリー

BML豊洲

東京公衆衛生研究所
後楽園ラボラトリー

BML
総合研究所

BML品川

BML八王子

　医療は日々進化し、高度化してきています。この医療を支える
臨床検査もさらなる品質向上、迅速化が求められる時代となって
おり、近年では、インターネットの普及に伴い、オンラインネット
ワークもまた拡大の一途をたどっています。（株）東京公衆衛生
研究所では、「精度の高い検査データを迅速に報告する」という

基本方針のもと、検査の迅速化及びオンラインネットワークによる
緊急報告を可能としました。
　また、首都圏にあるBMLグループの中核ラボとして現場からの
さまざまなニーズにお応えするべく迅速で確かなネットワークサー
ビスを活かし高精度・高品質なサービスをお届けしています。

会社概要
設 　 立： 1947年
資 本 金： 2,000万円
売 上 高： 232,940万円　(2017年度)
従 業 員 数： 51名　(2017年度末)

当社の連結対象会社の中から、今回は臨床検査
業界の「草分け的」存在である、（株）東京公衆
衛生研究所をご紹介します。

経営理念
より精度の高い検査データを
迅速にお届けいたします。

高精度な医療をバックアップする
迅速な検査体制首都圏にあるBMLグループの中核ラボとして

現場からのさまざまなニーズにお応えしています。

BMLグループ首都圏ラボラトリーネットワーク特 集 株式会社
東京公衆衛生研究所

Agility
● 緊急検査、緊急集配にも柔軟に対応可

能です。
● 検診ドックなどの短時間報告にも対応

可能です。

Quickly
● 目的に応じた分析装置を各種保有し、

短時間で報告可能としています。
● オンラインネットワークにより、緊急報

告が可能です。

Quality
● 各種サーベイに裏打ちされた信頼ある

検査データを提供いたします。
● 社内の通信教育制度を活用し、進化・

多様化する現代医療に貢献できる人材
を育成しています。
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株価（円）出来高（株）

2015年
10月11月12月 9月

2017年 2018年
1月 2月 3月 8月

2016年
7月6月4月 5月 10月11月12月 9月1月 2月 3月 8月7月6月4月 5月 10月11月12月 9月1月 2月 3月 8月7月6月4月 5月

（注）2016年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

0

2,000

4,000

6,000

株 式 の 状 況 （2018年9月30日現在）

発行済株式の総数  42,593,706株
 （自己株式1,421,020株除く）

単元株式数  100株

株主数  2,725名

大株主

株式分布状況 会社概要

グループ企業株価チャート

役員及び執行役員

公告掲載URL　http://www.bml.co.jp/
（ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた
場合は、日本経済新聞に公告いたします。）

商号 株式会社ビー・エム・エル
（英名　BML, I NC.）

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3
TEL: 03-3350-0111（代表）
http://www.bml.co.jp/

BML総合研究所 埼玉県川越市的場1361-1
TEL: 049-232-3131（代表）

設立 1955年7月

資本金 60億45百万円

従業員数 3,905名（連結）

事業内容 臨床検査の受託業務等

代表取締役社長 近藤　　健介
代表取締役 荒井　　信貴
取締役 広瀬　　正明
取締役 千喜良　真人
取締役 中川　　雅夫
取締役 榎本　　　聡
取締役 武部　　憲尚
取締役 奈良部　　安
社外取締役 山本　　邦克
社外取締役 関谷　　紘一
常勤監査役 森下　　健一
社外監査役 加々美　博久
社外監査役 德尾野　信成

社長* 近藤　　健介
専務執行役員* 荒井　　信貴
専務執行役員* 広瀬　　正明
常務執行役員* 千喜良　真人
常務執行役員* 中川　　雅夫
執行役員* 榎本　　　聡
執行役員* 武部　　憲尚
執行役員* 奈良部　　安
執行役員 山口　　敏和
執行役員 大沢　　英明
執行役員 近藤　　正巳
執行役員 四元　　良弘
執行役員 柴田　　健治
執行役員 武井　　勝明

※当社は、自己株式1,421千株を保有していますが、上表からは除いています。 *社長及び取締役計8名は、執行役員と兼務になります。

株主名 持株数（千株）持株比率（%）

株式会社ビーエムエル企画 8,610 20.21
近藤健介 4,338 10.18
有限会社エステート興業 2,779 6.52
大塚製薬株式会社 2,000 4.69
日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 1,293 3.03

会 社 概 要 （2018年9月30日現在）

 
 

 
 

 

 
 

 

（株）第一岸本臨床検査センター

（株）盛岡臨床検査センター

（株）松戸メディカルラボラトリー

（株）岡山医学検査センター（株）ラボテック

微研（株） （株）愛媛メディカルラボラトリー

（株）ピーシーエルジャパン
（株）東京公衆衛生研究所
（株）ジャパンクリニカルサービス

（株）BMLライフサイエンス・ホールディングス
（株）アレグロ
（株）BMLフード・サイエンス

（株）日研医学

（株）BMLメディカルワークス
（株）第一臨床医学検査センター

（株）オー・ピー・エル（株）九州オープンラボラトリーズ
（株）QOLセントラルラボラトリーズ
（株）協同医学研究所
（株）リンテック

所有者別
状況

所有数区分別
状況

（株主数）

金融機関 15.15%

金融商品取引業者 0.43%

その他の国内法人 33.10%

個人・その他 22.95%

外国人 25.14%

自己株式 3.23%

1単元以上 67.98%

5単元以上 7.08%

10単元以上 13.24%

50単元以上 2.02%

100単元以上 2.79%

500単元以上 1.03%

1,000単元以上 1.54%

5,000単元以上 0.59%

自己株式 0.03%

1単元未満 3.70%



株主メモ

決算期 3月31日
定時株主総会 6月
基準日 定時株主総会権利行使株主確定 3月31日

株主配当金受領株主確定 3月31日
中間配当金受領株主確定 9月30日

株主名簿管理人 日本証券代行株式会社
東京都中央区日本橋茅場町一丁目2番4号

（〒103-8202）
株式お手続き用紙のご請求をインターネット
でもお受け付けいたしております。
URL https://www.jsa-hp.co.jp/name/index.html

各種手続のお申出先

（電話お問合せ・郵便物送付先）

・ 未払配当金のお支払いについては、株主名簿管理人(※)にお申
出ください。

・ 住所変更、単元未満株式の買取・買増、配当金受取方法の指定等
証券会社をご利用の株主様は、お取引の証券会社へお申出ください。
証券会社をご利用でない株主様は、特別口座の口座管理機関で
ある日本証券代行（※）へお申出ください。

（※） 取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の全国本支店でも行っております。

日本証券代行株式会社
東京都杉並区和泉二丁目8番4号（〒168-8620）
0120-707-843（フリーダイヤル）

BML総合研究所で、免疫測定
法を用いてウイルス抗体検査、
腫瘍マーカー検査、骨代謝関
連検査、妊娠検査など幅広い
分野の検査項目を担当してい
ます。処理能力の高い自動免
疫測定装置を使用しており、
多くの検体の検査結果を迅速
に報告しています。 自動免疫測定装置

免疫検査課
・ウイルスなど感染症検査・心疾患検査・各種腫瘍マーカー・各種ホルモン異常検査・骨代謝関連検査・糖尿病関連検査・妊娠検査

など


