
平成 18 年 9月 21 日 

 
各      位 

 
会 社 名 株式会社応用医学研究所 

代表者名 代表取締役社長 大野 洋光 

  （コード番号 2123 東証マザーズ） 

問合せ先 取締役副社長  渋谷  功 

           （TEL．011－207－7001） 
 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 18年 9月 21日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後と

も、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

 

 

以  上 

 



平成18年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
                                            平成18年８月18日 

上場会社名  株式会社応用医学研究所         （コード番号：2123   東証マザーズ） 

（Ｕ Ｒ Ｌ  http://www.oiken.co.jp）

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 大野 洋光       ＴＥＬ（011）207－7001（代表） 

     責任者役職・氏名 取締役副社長  渋谷 功 

 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準               ：中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ：有 

 当第３四半期より「役員賞与に関する会計基準」を適用し、発生時に費用処理しております。 

③ 会計監査人の関与                   ：有 

 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための

手続きを受けております。 

 

２．平成18年９月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年10月１日 ～ 平成18年６月30日） 

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨）

 
売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

四半期（当期） 

純  利  益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期第３四半期 1,085 － 279 － 269 － 149 －

17年９月期第３四半期 － － － － － － － －

（参考）17年９月期 1,208 － 313 － 308 － 171 －

 

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年９月期第３四半期 51 40 － －

17年９月期第３四半期 － － － －

（参考）17年９月期 63 37 － －

（注）１．期中平均株式数  18年９月期第３四半期  2,900,000株 17年９月期第３四半期 －株 17年９月期 2,553,589株 

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。なお、四半期財務諸表は、当第３四半期よ

り作成したため、平成17年９月期第３四半期の経営成績及び対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰などの影響が懸念されましたが、企業収益が好調に推移し

ているほか、民間設備投資も増加し、雇用情勢の改善により個人消費の回復の兆しが見られるなど、緩やかな景気回

復基調にあります。 

 医薬品業界におきましては、製薬企業の再編が進むなか競争力を高めるため新薬開発のための研究開発費に注力し

ている傾向が見られます。その結果、医薬品の開発業務のアウトソーシングは、増加傾向にあります。 

 このような状況のもと、当第３四半期の売上高1,085,137千円に対し、売上原価及び販売費及び一般管理費合計

806,100千円により営業利益は279,037千円となり、経常利益は269,070千円、第３四半期純利益は149,052千円となり

ました。 

 

 

－  － 
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（百万円未満切捨）(2）財政状態の変動状況 

 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

18年９月期第３四半期 1,692 982 58.0 338 67

17年９月期第３四半期 － － － － －

（参考）17年９月期 1,459 843 57.8 287 28

（注）四半期財務諸表は、当第３四半期より作成したため、平成17年９月期第３四半期の財政状態は記載しておりません。 

 

(3）キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円

18年９月期第３四半期 80 △241 158 457

17年９月期第３四半期 － － － －

（参考）17年９月期 271 △107 121 459

（注）四半期財務諸表は、当第３四半期より作成したため、平成17年９月期第３四半期のキャッシュ・フローの状況は記載しておりません。 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における総資産は、前事業年度末と比較して233,421千円増加し1,692,824千円となりました。この増

加は主に試験受託用施設及び機器の設備投資による有形固定資産の増加197,743千円によるものであります。負債合

計は、前事業年度末と比較して94,368千円増加し710,673千円となりました。これは主にその他流動負債の減少

46,684千円、金融機関から短期借入金の純増加200,000千円、長期借入金の返済41,400千円によるものであります。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、当第３四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比して

2,331千円減少し、当第３四半期会計期間末残高は457,147千円となりました。 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、80,162千円となりました。これは主に税引前第３四半期純利益269,185千

円及び試験受託用施設の新設に伴う増加額を含む減価償却費46,805千円等の増加要因に対して、売上債権の増加額

32,444千円、前受金の減少額48,065千円及び法人税等の支払額131,840千円等の減少要因によるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、△241,093千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出

によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、158,600千円となりました。これは主に金融機関からの短期借入金の純増

加200,000千円と長期借入金の返済による支出41,400千円によるものであります。 

 

 

－  － 
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３．平成18年９月期の業績予想（平成17年10月１日 ～ 平成18年９月30日） 

（百万円未満切捨）

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通     期 1,450 301 177

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）61円03銭 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 業績予想につきましては、当初計画通り達成の見通しであります。 

 

（注）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

   実際の業績は、今後、様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

４．配当状況 

 １株当たり配当金（円） 

基準日 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

17年９月期 － 0 － 0 － 0 

18年９月期（実績） － 0 0 － － － 

18年９月期（予想） － － － 0 0 0 

 

－  － 

 

 

3



５．四半期財務諸表等 

（１）四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   
Ⅰ 流動資産   
１．現金及び預金  467,147 469,478 
２．売掛金  541,290 508,846 
３．貯蔵品  10,729 5,802 
４．その他  40,307 41,347 
５．貸倒引当金  △1,028 △961 

流動資産合計  1,058,447 62.5  1,024,513 70.2
Ⅱ 固定資産   
１．有形固定資産 ※１  
（１）建物 ※２ 367,283 198,388 
（２）土地 ※２ 126,490 126,490 
（３）その他  72,712 43,863 

計  566,486 368,742 
２．無形固定資産  741 784 
３．投資その他の資産  67,148 65,362 

固定資産合計  634,376 37.5  434,889 29.8

資産合計  1,692,824 100.0  1,459,403 100.0
   

（負債の部）   
Ⅰ 流動負債   
１．買掛金  38,623 32,991 
２．短期借入金  200,000 － 

３．一年以内返済予定長期 
  借入金 

※２ 55,200 55,200 

４．未払法人税等  53,485 70,694 
５．賞与引当金  20,265 31,510 
６．その他 ※３ 124,919 171,604 

流動負債合計  492,493 29.1  362,000 24.8
Ⅱ 固定負債   
１．長期借入金 ※２ 188,600 230,000 
２．退職給付引当金  29,580 24,304 

固定負債合計  218,180 12.9  254,304 17.4
負債合計  710,673 42.0  616,304 42.2

   
（資本の部）   
Ⅰ 資本金  － －  725,000 49.7
Ⅱ 利益剰余金   
１．当期未処分利益  － 118,098 

利益剰余金合計  － －  118,098 8.1
資本合計   － －  843,098 57.8
負債・資本合計   － －  1,459,403 100.0
   

（純資産の部）   
Ⅰ 株主資本   
１．資本金  725,000 42.8  － －
２．利益剰余金   
（１）利益準備金  1,000 － 
（２）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  256,150 － 

利益剰余金合計  257,150 15.2  － －
株主資本合計  982,150 58.0  － －
純資産合計  982,150 58.0  － －
負債・純資産合計  1,692,824 100.0  － －

   

 

－  － 
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（２）四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  1,085,137 100.0  1,208,507 100.0

Ⅱ 売上原価  624,545 57.6  675,750 55.9

売上総利益  460,592 42.4  532,756 44.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  181,555 16.7  219,497 18.2

営業利益  279,037 25.7  313,259 25.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 7,466 0.7  12,108 1.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 17,432 1.6  16,518 1.3

経常利益  269,070 24.8  308,849 25.6

Ⅵ 特別利益  115 0.0  21 0.0

Ⅶ 特別損失 ※３ － －  10,956 0.9

税引前第３四半期（当
期）純利益 

 269,185 24.8  297,913 24.7

法人税、住民税及び事
業税 

 114,631 128,646 

法人税等調整額  5,502 120,133 11.1 △2,565 126,080 10.5

第３四半期（当期）純
利益 

 149,052 13.7  171,833 14.2

前期繰越損失  －  53,734

当期未処分利益  －  118,098

   

 

 

－  － 
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

 株主資本 

 利益剰余金 

 その他 
利益剰余金

 

資本金 利益 
準備金 繰越利益 

剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

株主 
資本 
合計 

純資産 
合計 

平成17年９月30日残高 
（千円） 

725,000 － 118,098 118,098 843,098 843,098

第３四半期会計期間中の変
動額 

  

利益処分による役員賞与
（千円） 

 1,000 △11,000 △10,000 △10,000 △10,000

第３四半期純利益 
（千円） 

 149,052 149,052 149,052 149,052

第３四半期会計期間中の変
動額合計（千円） 

－ 1,000 138,052 139,052 139,052 139,052

平成18年６月30日残高 
（千円） 

725,000 1,000 256,150 257,150 982,150 982,150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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（４）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

税引前第３四半期（当期）純利
益 

 269,185 297,913

減価償却費  46,805 39,877

退職給付引当金の増加額  5,276 2,514

賞与引当金の増減額（△は減
少） 

 △11,245 3,316

貸倒引当金の増減額（△は減
少） 

 67 △21

固定資産除却損  － 407

研究所整理費用  － 7,864

受取利息及び受取配当金  △0 △6

支払利息  5,156 6,102

売上債権の増加額  △32,444 △18,059

たな卸資産の増加額  △4,927 △328

その他流動資産の増加額  △5,541 △2,430

仕入債務の増減額（△は減少）  5,631 △16,739

前受金の増減額（△は減少）  △48,065 60,839

その他流動負債の増減額（△は
減少） 

 △2,240 17,067

役員賞与の支払額  △10,000 －

小計  217,658 393,318

利息及び配当金の受取額  0 6

利息の支払額  △5,655 △6,102

法人税等の支払額  △131,840 △120,263

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 80,162 271,958

Ⅱ 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  △241,119 △114,356

有形固定資産の売却による収入  234 －

その他投資等の増減額（△は増
加） 

 △209 6,750

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △241,093 △107,606

Ⅲ 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  400,000 －

短期借入金の返済による支出  △200,000 －

長期借入れによる収入  － 60,000

長期借入金の返済による支出  △41,400 △53,200

株式の発行による収入  － 115,000

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 158,600 121,800

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算 
  差額 

 － －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 

 △2,331 286,152

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  459,478 173,326

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期 
  末（期末）残高 

※ 457,147 459,478

  

 

－  － 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

１．資産の評価基準及び評価 

  方法 

(1）たな卸資産 

  貯蔵品  最終仕入原価法による原

       価法 

 

(1）たな卸資産 

  貯蔵品 

同左 

 

２．固定資産の減価償却の方 

  法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、平

成10年４月１日以降に取得した建物（建

物付属設備を除く）については、定額法

を採用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

(2）無形固定資産 

 定額法によっております。ただし、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間(５年）に基づく 

定額法によっております。 

 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

(1）貸倒引当金 

 売掛金等の債権に対する回収危険に備

えて、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権・破産更生債権等に

ついては、個別に回収可能性を見積り貸

倒引当金を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

 (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、当

第３四半期会計期間に負担する支給見込

額に基づき計上しております。 

(2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、当

事業年度に負担する支給見込額に基づき

計上しております。 

 (3）役員賞与引当金 

 役員の賞与支給に備えて、支給見込み

額のうち、当第３四半期会計期間負担額

を計上しております。なお、当第３四半

期会計期間においては計上しておりませ

ん。 

(3）役員賞与引当金 

───── 

 

 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当第

３四半期会計期間末における退職給付債

務の見込額（当第３四半期会計期間末要

支給額の100％）に基づき計上しており

ます。 

 

(4）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

（期末要支給額の100％）に基づき計上

しております。 

 

 

 

－  － 
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項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

同左 

５．四半期キャッシュ・フ 

  ロー計算書（キャッ 

  シュ・フロー計算書）に 

  おける資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３か月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

 

同左 

６．その他四半期財務諸表 

  （財務諸表）作成のため 

  の基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

－  － 
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四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 
至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「役員賞与に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平

成17年11月29日）を適用しております。 

 これにより、従来、株主総会決議時に未処分利益の減

少として会計処理していた役員賞与を当第３四半期会計

期間から発生時に費用処理しております。 

 なお、これによる当第３四半期会計期間の損益に与え

る影響はありません。 

 

 

 

（貸借対照表） 

 従来、試薬品について原材料で表示しておりました

が、当期より貯蔵品に表示変更しております。また、貯

蔵品の評価基準及び評価方法は、移動平均法による原価

法を採用しておりましたが、当期より最終仕入原価法に

よる原価法に変更いたしました。 

 この変更は、市場価格の変動が少なく、また今後の市

場価格の動向も大幅な変動が見込まれないことから、決

算時における市場価格を期末在庫金額に反映させるとと

もに事務処理の簡便化を図るためのものであります。こ

の変更による影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企

業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は982,150千円

であります。 

 

──── 

 

 

－  － 
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  （５）注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年９月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                 442,331千円   

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

                400,024千円    

 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

   建物            120,368千円   

   土地            94,990千円 

   計             215,358千円 

   担保付債務は、次のとおりであります。 

   一年以内返済予定 

   長期借入金         55,200千円 

   長期借入金         188,600千円 

※２ 担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

   建物            68,364千円 

   土地            94,990千円 

   計             163,354千円 

   担保付債務は、次のとおりであります。 

   一年以内返済予定 

   長期借入金         55,200千円 

   長期借入金         230,000千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

当該金額4,236千円を流動負債の「その他」に含め

て表示しております。 

 

※３ 

──── 

 

 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   賃貸収入           5,935千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息           5,156千円 

   公開準備特定費用       9,718千円 

 

※３ 

──── 

 

 ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産        46,762千円   

   無形固定資産          42千円 

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

   賃貸収入           7,914千円 

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

   支払利息           6,102千円 

   公開準備特定費用       4,024千円 

 

※３ 特別損失のうち主要なもの 

   研究所整理費用       10,548千円 

 

 ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産        39,820千円   

   無形固定資産          57千円   

 

 

 

－  － 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 
株式数（株） 

当第３四半期
会計期間増加
株式数（株） 

当第３四半期
会計期間減少
株式数（株） 

当第３四半期
会計期間末株
式数（株） 

発行済株式  

 普通株式 2,900,000 － － 2,900,000 

合計 2,900,000 － － 2,900,000 

自己株式  

 普通株式 － － － － 

合計 － － － － 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期 

  貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

             （平成18年６月30日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

  されている科目の金額との関係 

             （平成17年９月30日現在）

現金及び預金勘定         467,147千円   

預入期間が 

３ヶ月を超える定期預金     △10,000千円 

現金及び現金同等物        457,147千円 

 

現金及び預金勘定         469,478千円   

預入期間が 

３ヶ月を超える定期預金     △10,000千円 

現金及び現金同等物        459,478千円 

 

 

 

－  － 

 

 

12



（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び第３四半期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第３四半
期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 782,066 392,125 389,940

無形固定資産 8,713 1,452 7,261

合計 790,779 393,577 397,201

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 651,505 349,965 301,540

無形固定資産 － － －

合計 651,505 349,965 301,540

  
(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

 
１年内 130,755千円

１年超 276,768千円

合計 407,524千円
  

 
１年内 112,472千円

１年超 199,451千円

合計 311,924千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 
 

支払リース料 116,806千円

減価償却費相当額 106,330千円

支払利息相当額 10,415千円
  

 
支払リース料 123,589千円

減価償却費相当額 111,083千円

支払利息相当額 12,668千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 
 

１年内 1,344千円

１年超 3,248千円

合計 4,592千円
 

 
１年内 1,344千円

１年超 4,256千円

合計 5,600千円
   

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 
 

 
（減損損失について） 

同左 
 

 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

   該当事項はありません。 

  前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

   該当事項はありません。 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

   当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

 

（持分法損益等） 

  当第３四半期会計期間（自 平成17年10月１日 至 平成18年６月30日） 

   当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

  前事業年度（自 平成16年10月１日 至 平成17年９月30日） 

   当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。 

 

－  － 
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（１株当たり情報） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日） 

 

１ 3

１
5

１ 2

１ 6

株当たり純資産額 38.67円 

株当たり第３四半期純利益
額 金

  

1.40円 

 

株当たり純資産額 87.28円 

株当たり当期純利益金額 3.37円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金

額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 当社は、平成17年９月30日付で株式１株につき２株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。 

１ 2

１ 2

株当たり純資産額 27.98円 

株当たり当期純利益金額 7.24円 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
(自 平成16年10月１日 
至 平成17年９月30日) 

第３四半期（当期）純利益（千円） 149,052 171,833 

普通株主に帰属しない金額（千円） － 10,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （10,000） 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 

（千円） 
149,052 161,833 

期中平均株式数（株） 2,900,000 2,553,589 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 

－  － 
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（６）事業部門別売上高 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年10月１日 

  至 平成18年６月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年10月１日 

  至 平成17年９月30日）  

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

売上高 
（千円） 

構成比 
（％） 

品質保証事業 898,183 82.8 1,027,936 85.1 

薬物動態事業 186,954 17.2 180,571 14.9 

合計 1,085,137 100.0 1,208,507 100.0 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．四半期財務諸表は、当第３四半期より作成したため、平成17年９月期第３四半期事業部門別売上高及び対

前年同四半期増減率は記載しておりません。 

－  － 
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