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１．平成18年９月期の業績（平成17年10月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月期 1,470 21.7 361 15.5 322 4.3

17年９月期 1,208 － 313 － 308 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年９月期 171 △0.4 58 78 － － 14.8 18.0 21.9

17年９月期 171 － 63 37 － － 24.6 24.2 25.6

①持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社を有しておりませんので、記載しておりません。

②期中平均株式数 18年９月期 2,912,054株 17年９月期 2,553,589株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

⑤17年９月期は16年９月期が決算期変更に伴い６箇月決算となったため、対前期比較は行っておりません。

⑥潜在株式調整後１株当たりの当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2）財政状態 （百万円未満切捨）

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 2,128 1,469 69.0 445 23

17年９月期 1,459 843 57.8 287 28

（注）①期末発行済株式数 18年９月期 3,300,000株 17年９月期 2,900,000株

②期末自己株式数 18年９月期 －株 17年９月期 －株

(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 133 △316 476 752

17年９月期 271 △107 121 459

２．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 893 189 189 105

通期 1,805 416 417 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　66円96銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）中間期末 期末 年間

17年９月期 － － － － － －

18年９月期 － － － － － －

19年９月期（予想） 6.50 6.50 13.00    

 

※　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。
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１．企業集団の状況
　当社は、シミック株式会社の連結対象子会社であります。

　シミック株式会社グループは、親会社であるシミック株式会社と当社を含む13社及び関連会社１社で構成されてお

ります。シミック株式会社グループは、医薬品開発の支援と製造販売後調査及びマーケティングサポートを中核に、

主に製薬企業を支援する業務の提供をしております。

　当社は、医薬品開発プロセスにおける前臨床試験及び臨床試験段階で、「人」を対象としない非臨床に関する受託

試験を主たる事業領域としており、グループ内の会社との競合関係はありません。

 

(1）当社の事業内容

　当社は、医薬品分析に特化した受託試験機関として、製薬関連企業向けに医薬品の開発プロセスにおける、医薬

品の品質保証注１）及び薬物動態注２）に関するアウトソーシングサービスを提供しております。

　受託試験機関として当社が行っている事業の内容は、次のとおりです。

事業区分 事業内容

 
安定性試験

（物理化学的測定）

医薬品の品質を証明するため、原薬・製剤の目的成分の物理化学的性

質を利用して品質データを取得し、評価します。

品質保証事業
安定性試験

（微生物学的測定）

医薬品の品質を証明するため、原薬・製剤の微生物の混在の有無ある

いはその程度を測定し、評価します。

 医薬品保管
医薬品の品質を証明するため、原薬・製剤を一定の温度、湿度、光条

件等で長期間保管します。

薬物動態事業
生体試料中薬物濃度

測定試験

高速液体クロマトグラフ装置と質量分析装置を組み合わせた測定装置

を用いて、人や実験動物の血中薬物濃度注３）や尿中薬物濃度注４）を測定

します。

①品質保証事業

Ａ．安定性試験

　安定性試験には、物理化学的測定と微生物学的測定があります。

　物理化学的測定とは、医薬品の品質が温度、湿度、光条件等の影響を受けて、どのように経時的に変化する

かを定量的に評価することをいいます。また、微生物学的測定とは、医薬品の経時的品質変化のうち微生物学

的手法を用いて定量的に評価することをいいます。

　その主な業務内容は、試験計画又は研究計画の策定、試験又は研究の実施、委託者への報告書の提出、その

他関連するコンサルティング等であります。委託者へ提出する報告書は、医薬品の有効期間や注記事項などの

根拠データとなり、薬事法により、製薬企業が国（厚生労働省）へ医薬品の承認申請を行う際の提出書類とさ

れております。

Ｂ．医薬品保管

　医薬品の品質を証明するため、原薬・製剤を一定の温度、湿度、光条件等で長期間保管しております。この

保管後の原薬・製剤を取り出して、上記の安定性試験を行っております。

②薬物動態事業

　当該事業には、医薬品の吸収・分布・代謝・排泄の様態を追跡する薬物動態試験があり、当社はそのうち、吸

収の様態を追跡する生体試料中薬物濃度測定試験を行っております。

　生体試料中薬物濃度測定試験とは、医薬品の有効性、安全性に関するデータの取得、評価及び証明に関するサー

ビスで、人や実験動物の血中薬物濃度や尿中薬物濃度を測定しております。

　その主な業務内容は、試験計画又は研究計画の策定、試験又は研究の実施、委託者への報告書の提出、その他

関連するコンサルティング等であります。委託者へ提出する報告書は、医薬品の品質及び経時的安定性などの根

拠データとなり、薬事法により、製薬企業が国（厚生労働省）へ医薬品の承認申請を行う際の提出書類とされて

おります。
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(2）当社の事業の特徴

　当業界には、製薬企業系列の医薬品分析に特化している会社や環境分析、物性分析、医薬品分析等の各種分析を

兼業で行う会社が多く存在しております。

　その中で、当社は、非製薬企業系列であり、かつ、医薬品分析に特化した会社であることから、特定の製薬企業

だけではなく各製薬企業に対して全方位の事業展開を行っております。この結果、当社は系列の異なる多数の製薬

企業を顧客に持つだけではなく、これらの顧客の医薬品分析を通じて得たノウハウを蓄積することにより、製薬企

業が医薬品承認を得るための最適なサービスの提供を目指しております。

　当社の主要業務は、医薬品承認申請に係る品質保証事業の安定性試験であります。

　安定性試験は、受注から試験完了までに長いものでは３年程度の長期間を要するため、試験中のトラブル等によ

り再試験が必要となる場合には、製薬企業は新薬の上市予定期日が遅延し、機会損失が発生する可能性があります。

そのため、製薬企業は、アウトソーシングパートナーに対し、一定水準の品質要件を求めております。

　当社は、サービスの「品質」と「スピード」を維持、向上することにより、製薬企業が求める品質要件の充足を

図っております。

　また、当社は、各製薬企業のアウトソーシングニーズを掘り起こし、事業領域を拡大し、同業他社に先行して技

術的ノウハウを蓄積することにより、先行メリットの獲得を図っております。

　このように、当社は、医薬品開発に特化している強みを活かし、既存事業の深耕と事業領域の拡大を行うことに

より、高い成長を目指しております。

　当社サービスの主な特徴は、以下のとおりです。

①品質の確保

　当社は、国内有数の安定性試験実績を活かし、信頼性保証システムを常に改良することにより、製薬企業が医

薬品承認を得るための最適な品質の確保を目指しております。

Ａ．米国FDAに対応した高度な信頼性保証システムの確立

　試験遂行上の品質基準である信頼性保証システムは、薬事法で規制はあるものの、具体的内容は規定されて

おりません。したがって、同業他社それぞれが独自の信頼性保証システムを確立しております。

　当社は、平成12年９月に、品質レベルが高いといわれている米国FDA（米国食品医薬品局）に対応した高度な

信頼性保証システム（cGMP）を確立し運用しております。その根幹をなす標準操作手順書（SOP：Standard 

Operation Procedureの略）は、当社が非製薬企業系列である強みを活かし、多数の製薬企業のノウハウを集積

したもので、当社は、常にその内容の充実、改良を図っております。

Ｂ．国内有数の安定性試験実績

　製薬企業は、安定性試験のアウトソーシングパートナー選定時において、試験ミスによる長期間のロスを防

止するため、委託先に自社又は同業他社の試験実績があること、特に医薬品承認申請用試験実績が豊富である

ことを重視しております。

　当社は、非製薬企業系列である強みを活かし、多数の製薬企業の多種多様な試験実績（平成18年９月末現在、

累計3,628件）を有しており、アウトソーシングパートナー選定時において、同業他社に比較して優位性を保持

しております。

②スピードアップ化

　営業折衝から試験完了までには、下図のような医薬品分析試験プロセスを経ます。試験期間は、安定性試験ガ

イドライン（平成13年５月１日付医薬審発第565号）で定められており短縮することはできませんが、当社は、そ

の前後のプロセスの短縮によるスピードの向上やコンサルテーション等を行うことにより、製薬企業の医薬品開

発プロセスのスピードアップ化をサポートしております。

　また、試験実施期間中には、データ異常値に対する迅速な対応やコンサルテーションの実施を行うことにより、

試験の効率化をサポートしております。

Ａ．営業折衝時

　当社は、医薬品開発経験のある者を営業責任者として配置することにより、製薬企業からの試験打診や要望

に対して、速やかに対応するとともに専門的なコンサルテーションを実施できる体制をとっております。

　これにより、当社では、試験打診を受けてから見積書提出までを通常１～７日で実施しており、製薬企業の

意思決定の迅速化をサポートしております。
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Ｂ．試験開始前

　当社は、多くの医薬品分析経験かつ医薬品に関する専門知識を有した試験責任者を配置することにより、製

薬企業と試験計画書（プロトコール）の協議、作成を行う際、当社独自のSOPを活用してコンサルテーションを

行う体制をとっております。

　これにより、当社では、プロトコールの協議、作成を通常１～２週間で行い、製薬企業の試験開始までの時

間短縮をサポートしております。

Ｃ．試験完了後

　当社は、前述した試験責任者を配置することにより、試験完了後、製薬企業が国（厚生労働省）へ医薬品の

承認申請を行う際の提出書類としてそのまま使用できるレベルの報告書を速やかに作成する体制をとっており

ます。

　これにより、当社では、当該報告書を最短１箇月で作成し、製薬企業が国（厚生労働省）へ医薬品の承認申

請するまでの時間短縮をサポートしております。

図．医薬品分析試験プロセス

 

一般的な 
試験プロセス 

当社の対応 
（付加価値） 

営業折衝時 試験開始前 試験期間中 試験完了後 

･秘密保持契約 
締結 

･見積書の作成 
･試験契約締結 

･試験打診等へ
の早期対応 

･医薬品の承認
申請のための
コンサルテー
ション 

プロトコール
の協議、作成 

当社独自のSOP
を有効活用した
コンサルテー
ション 

･試験実施 
･不測の事態発生時の連絡 

･不測の事態発生時のコンサル
テーション 

･計画変更に対する柔軟な対応 

･報告書の提出 
･適合性調査への
対応 

報告書作成の早期
対応 

短縮の余地のある試験プロセス 

③事業領域の拡大

　当社は、製薬企業のアウトソーシングニーズをいち早く把握し、業界に先駆けて、平成12年９月には米国FDA

（食品安全医薬品局）向けのNDA（新薬承認申請用）安定性試験を開始し、平成13年10月には輸液等の大量医薬品

保管を伴う試験を開始しました。

　米国FDA向けのNDA安定性試験は、新薬開発競争の国際化により、近年、増加傾向にあります。当社は、品質レ

ベルが高いといわれている米国FDAに対応した高度な信頼性保証システム（cGMP）を運用し、当該試験を行ってお

ります。

　また、当社は、１リットル以上の輸液等を取扱う同業他社がないこと及び試験の大型化により保管する医薬品

量が多くなることに着目して、大容量の保管施設を設置し大量医薬品保管を伴う試験を行っております。

　上記のほか、当社は、平成18年２月より、バイオ医薬品（タンパク製剤、ペプチド製剤等）試験とハザード物

質（制がん剤、ホルモン剤、抗生物質、免疫抑制剤等）試験の受託を本格的に開始しました。

　このように、当社は、同業他社に先駆けて事業領域を拡大し、技術的ノウハウを蓄積することにより、先行メ

リットの獲得を図っております。
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(3）医薬品の開発プロセス

　医薬品の開発プロセス及び当社の主要業務の関係は、下図のとおりであります。

　製薬企業による医薬品開発には、基礎研究に始まり販売・製造販売後調査まで長期にわたるプロセスと多額の研

究開発費が要求されます。

Ⅰ．基礎研究（２～３年）

　新規物質が創製され、医薬品として可能性のある化合物が候補物質として選別されます。

Ⅱ．前臨床試験（３～５年）

　実験動物や細菌などを用いてⅠ．で選別された候補物質の有効性、安全性について厚生労働省の定めるGLP

（Good Laboratory Practice）省令注５）に基づき検討されます。また、前臨床試験で用いる候補物質の物理化学的

性質の検討注６）、製剤化の検討、原薬・製剤の製造方法の検討を厚生労働省の定める薬事法施行規則の信頼性基準

注７）及びGMP（Good Manufacturing Practice）省令注８）に基づいて行います。

Ⅲ．臨床試験（治験）（３～７年）

　医療機関が、製薬企業からの依頼に基づき、治験薬の人における有効性と安全性を検討致します。また、治験

用に製造された原薬・製剤の品質について検討致します。臨床試験の後期の段階では、市販品と同様に製造、包

装された製剤及び製剤の製造に用いた原薬の品質について検討致します。

Ⅳ．申請・承認（１～２年）

　製薬企業は、このようにして集めたデータを基に、国（厚生労働省）へ医薬品の承認申請を行い、承認を受け

ます。

Ⅴ．販売・製造販売後調査（４～10年）

　製薬企業は、Ⅳ．にて承認された医薬品を販売致します。販売後には、市販製剤の品質を証明するとともに、

臨床試験ではわからなかった副作用等を広範囲に調べる製造販売後調査を実施致します。
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図．医薬品の開発プロセスと当社の主要業務

 
医薬品の開発プロセス  当社の主要業務 

品質保証事業 薬物動態事業 

品質の証明 有効性・安全性の証明 

 

品質データの取得、評価及

び証明 

有効性・安全性データの取

得、評価及び証明 

Ⅰ．基礎研究（2～3年）   

新規物質は化学合成や天

然物から単離精製により

発見されます 

新規物質の中から医薬品

として可能性のある候補

物質を選別します 

   

Ⅱ．前臨床試験（3～5年）  

● 医薬品として可能性の

ある候補物質について

物理化学的性質を検討

します 

● 医薬品として可能性の

ある候補物質について

製剤化の検討を行いま

す 

● 医薬品として可能性の

ある候補物質について

原薬・製剤の製造方法

の検討を行います 

医薬品として可能性のあ

る候補物質について、実

験動物や細菌を用いて有

効性や安全性を検討・評

価します 

 

Ⅲ．臨床試験（治験）（3～7年）  

● 臨床試験に使用する治

験用原薬・製剤を製造

し、品質を検討・評価

します 

● 市販品と同様に製造、

包装された製剤及び製

剤の製造に用いた原薬

について品質を検討・

評価します 

● 第Ⅰ相試験（健康成人

を対象に治験薬の安全

性を検討・評価しま

す） 

● 第Ⅱ相試験（少数患者

を対象に治験薬の有効

性・安全性を検討・評

価します） 

● 第Ⅲ相試験（多数患者

を対象に治験薬と既存

薬との有効性や安全性

を比較検討・評価しま

す） 

 

前臨床試験及び臨床試

験の段階で製造され、

一定の温度や湿度条件

で一定期間保管された

原薬・製剤について、

分析化学的手法（物理

化学的測定、微生物学

的測定）を用いて、品

質データを取得し、評

価及び証明致します。

これを安定性試験とい

い、当社は安定性試験

を、品質保証事業の主

要業務として実施して

おります 

 

前臨床試験及び臨床試

験の段階で、実験動物

や人に薬物が投与され

ますが、その時に得ら

れる血液や尿など生体

試料中の有効成分の濃

度を分析化学的手法で

取得することにより、

有効成分の効果が現れ

る速度などを調べ、評

価及び証明致します。

これを生体試料中薬物

濃度測定試験といい、

当社は生体試料中薬物

濃度測定試験を、薬物

動態事業の主要業務と

して実施しております 

Ⅳ．申請・承認（1～2年）   

製薬企業は開発した医薬品の承認を得るため、国（厚

生労働省）へ申請します。国（厚生労働省）は有効

性、安全性、品質を審査し、承認します 

   

Ⅴ．販売・製造販売後調査（4～10年）   

製薬企業は市販製剤の品

質が維持されていること

を証明します 

市販後臨床試験（市販さ

れた医薬品の副作用の有

無を広範囲に追跡調査し

ます） 
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注１）品質保証：医薬品の開発プロセスでは多様な試験が行われますが、前臨床試験及び臨床試験の段階で製造され、試

験に使用される原薬・製剤について品質を証明する必要があります。そのため、分析化学的手法、微生物学的手法

を用いて、原薬・製剤の品質データを取得し、評価及び証明致します。

注２）薬物動態：医薬品の開発プロセスでは多様な試験が行われますが、前臨床試験及び臨床試験の段階で、実験動物や

人に薬物を投与し、その時に得られる血液や尿など生体試料中の有効成分の濃度を分析化学的手法で取得すること

により、有効成分の効果が現れる速度などを調べて評価し、有効性・安全性を証明致します。

注３）血中薬物濃度：薬剤を服用すると、主に小腸粘膜から血液中に有効成分が移行し、血流によって全身に運ばれます。

このときの血液中に含まれる有効成分の濃度を血中薬物濃度といいます。

注４）尿中薬物濃度：血液中に移行し、全身に運ばれた有効成分は肝臓で無毒化された後、腎臓でろ過されて尿中に排泄

されます。このときの尿中に含まれる、無毒化された有効成分の濃度を尿中薬物濃度といいます。

注５）GLP（Good Laboratory Practice）省令：医薬品に対する各種安全性試験成績の信頼性を確保するための手段として

厚生労働省が制定した省令であり、正式名称は、「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」

です。

注６）候補物質の物理化学的性質の検討：医薬品候補物質の性状、融点、溶解性、吸湿性、分配係数、解離定数など、そ

の物質を特定する性質を、各種分析機器を用いて検討します。

注７）信頼性基準：厚生労働省が、医薬品の承認申請に関わる資料について、その信頼性を確保することを目的として、

薬事法の規定に基づく薬事法施行規則第18条の４の３に定められております。

注８）GMP（Good Manufacturing Practice）省令：医薬品、医療用具等製造に対して、製品の品質確保を目的として製造

管理及び品質管理の規則を、厚生労働省が制定した省令であり、正式名称は、「医薬品及び医薬部外品の製造管理

及び品質管理の基準に関する省令」です。

［事業系統図］

　当社の事業系統図は、次のとおりです。

 

製薬関連企業 
シミック株式会社

（親会社） 

顧  客 

委託 

 

品質保証事業 

薬物動態事業 

 

受託 

当  社 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、医薬品研究開発の良きパートナーとして分析化学に関するサービスを提供し、人々と社会の発展に貢献

することを経営理念とし、株主の皆様を始めとする会社に関連する全てのステークホルダーにとって、必要な企業

となることを目指しております。

 

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、株主の皆様への利益配分を経営の重要な課題と認識しており、将来の事業拡大に必要な内部留保を確保

するとともに、業績に応じた利益配分を行なう方針であります。

 

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　投資単位の水準に関しては、より広範な投資家の参加を促し、株式の流動性を高めるための政策上重要な課題と

認識しております。投資単位の見直しについては、業績、市場の動向等及び株主利益など様々な視点から検討を行

うことと致します。

 

(4）目標とする経営指標

　当社は、売上高経常利益率20％を目標とする経営指標として設定しております。

 

(5）中長期的な経営戦略

　当社を取り巻く経営環境は、新医薬品開発競争の激化及び関連法令の改正による製薬企業の業態変化、バイオベ

ンチャー台頭、海外製薬企業の日本進出、ジェネリック医薬品の使用促進政策等により大きく変化しております。

当社は、医薬品の研究開発に伴う分析化学サービスのノウハウを活かして、医薬品の品質保証事業及び薬物動態事

業の成長拡大を目指し、人的資源の増強並びに育成を行うとともに、経営基盤を強化してまいります。

 

①市場の変化に対応したコア事業の成長拡大

Ａ．品質保証事業

　当社は、医薬品研究開発における分析化学サービスを中心に業容を拡大しております。医薬品の安定性試験

に代表される品質保証事業では、国内製薬企業だけでなく、海外製薬企業からの多様な要望に対応できる体制

を整えております。将来の事業拡大にそなえ、中央研究所の増築（着工予定は平成19年６月、完成は平成20年

１月）を計画致しております。

　今後の戦略として１．顧客志向による受注力強化（含海外申請用試験、バイオ医薬品試験、ハザード物質試

験）、２．医薬品に関わる遺伝子測定の中で、代謝能力の遺伝的個人差を判定することを目的とした薬剤と薬

物代謝酵素の遺伝子多型の解析業務の開始。３．専門教育の充実によるサービスの品質の向上、４．試験実施

部門の効率的稼動、５．品質チェック部門の強化により、品質保証事業の成長拡大に努めてまいります。

 

Ｂ．薬物動態事業

　ジェネリック医薬品の使用促進政策によりジェネリック医薬品の開発が増加しており、世界最大手の後発薬メー

カーであるテバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ社（イスラエル）、ザイダスグループ（インド）

が日本市場に相次いで参入してきており、特許切れとなった医薬品の同等性試験のアウトソーシング市場が拡大

傾向にあります。

　今後の戦略として、ジェネリック医薬品企業に対し、直接営業を行うとともに、CRO（医薬品開発受託機関）や

SMO（臨床試験施設支援機関）との連携により営業の強化を図り成長拡大に努めてまいります。
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②人的資源の増強及び育成

 　当社のコア事業であります品質保証事業及び薬物動態事業は、いずれも専門性の高い領域の事業であります。

　今後の戦略として、１．両事業の試験実務に携わる人材の増強及び育成、２．専門営業スタッフの確保、３．

蓄積された専門ノウハウを活用する人材教育を積極的に行い、戦略実現のための人的資源の増強に努めてまいり

ます。

 

(6）会社の対処すべき課題

　新医薬品開発競争の激化による製薬企業の業態の変化やジェネリック医薬品開発の増加等に伴い、非臨床試験の

受託試験機関へのアウトソーシングは増加すると考えております。

　このようなマーケット状況に対応し、今後更なる事業及び収益の拡大を図るために、以下の課題に取組む所存で

あります。

 

①受注と処理能力のバランス

　　当社は、受注の確保とともにその処理体制を整備することが必要と考え、中央研究所の新設や検体管理センター

の増築を実施致し、さらに、中央研究所の増築を計画しております。これらの施設を有効活用し利益を確保する

ためには、受注と処理能力のバランスを取ることが重要であると認識しております。

　これに対応するために、当社では、処理能力を常に把握し業務の平準化を念頭に置いた受注活動に努めます。

 

②新サービスの提供

　当社は、これまでも当社の提供するサービスの品質の向上に努めて参りましたが、マーケットが拡大する中、

競争が激化し、新サービスの提供が求められると認識しております。

　これに対応するために、薬剤と薬物代謝酵素の遺伝子多型の解析業務を新たに開始する方針であります。

 

③人材の確保・育成

　当社の事業は、医薬品に関する専門知識及び分析技術を必要とし、それらに対応できる人材を数多く確保・育

成することは当社の事業成長を図る上で重要であると認識しております。

　これに対応するために、当社は、知名度の向上、採用活動の強化、教育・研修の拡充等、人材の確保・育成に

努めます。

 

(7）親会社等に関する事項

①親会社の称号等 

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されてい
る証券取引所等

シミック株式会社 親会社 73.9 株式会社東京証券取引所　市場第一部

 

②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けについては、「１．企業集団等の状況」に記載のとおり

であります。

 

③親会社等との取引に関する事項

　親会社等との取引に関する事項については、「(4）事業のリスク　⑬当社の親会社について　Ｄ．シミック株

式会社との取引について」に記載のとおりであります。

 

(8）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当事業年度におけるわが国の経済は、企業収益の改善により民間設備投資の増加、雇用情勢・所得環境の改善を

通じ、個人消費にも明るさが見られ緩やかな回復基調で推移致しました。

　医薬品業界におきましては、国内での成長余地が乏しく、海外での収益が業績を牽引しており、同時に新医薬品

開発競争を勝ち取るために、研究開発費が軒並み上昇し、その収益を圧迫しております。このため、製薬企業は海

外での事業体制を拡充、国内外企業間のＭ＆Ａ、新薬開発に伴う前臨床、臨床業務のアウトソーシング等により効

率的な新医薬品開発のスピードアップを強力に推進している状況にあります。

　当非臨床試験に関する受託業界におきましては、医薬品開発のアウトソーシング化が堅調に推移しており、市場

は、拡大傾向にあります。

　このような経営環境の中、当社は中央研究所の新設、検体管理センターの増築及びサービスの品質の更なる向上

を行うことにより、既存コア事業の収益拡大を図るとともに業界に先駆け低湿度室及びケミカルハザード室を稼動

させバイオ医薬品試験やハザード物質試験の受託体制を確立致しました。

　以上の結果、当事業年度の売上高は1,470,218千円（前期比21.7％増）、営業利益は361,686千円（同15.5％増）、

経常利益は322,057千円（同4.3％増）、当期純利益は171,158千円（同0.4％減）となりました。

　事業別の内訳と致しまして、品質保証事業におきましては、新規顧客の獲得、及び既存顧客の大口化を図りまし

た。加えて、米国FDA向けのNDA安定性試験の受注拡大、中央研究所の新設によりバイオ医薬品試験及びハザード物

質試験の受注ができることになった結果、売上高は1,200,192千円（同16.8％増）となりました。

　薬物動態事業におきましては、ジェネリック医薬品関連の受注を中心に営業活動を行った結果、売上高は270,026

千円（同49.5％増）となりました。

 

(2）財政状態

①財政状態

　当事業年度末における総資産合計は、前事業年度末と比較して669,388千円増加し、2,128,791千円（前期比

45.9％増）となりました。

　流動資産は前事業年度末と比較して420,954千円増加し、1,445,468千円（同41.1％増）となりました。これは

主に平成18年９月21日に株式会社東京証券取引所マザーズ市場に上場し、公募増資による新株発行により現金及

び預金が293,120千円増加し、さらに業容拡大による売掛債権の増加117,297千円によるものであります。

　固定資産は前事業年度末と比較して248,433千円増加し、683,322千円（同57.1％増）となりました。これは主

に品質保証事業拡大のため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248,634千円によるもの

であります。

　流動負債は前事業年度末と比較して92,184千円増加し、454,185千円（同25.5％増）となりました。これは主に

設備投資のための金融機関から短期借入金の増加65,000千円であります。

　固定負債は前事業年度末と比較して48,955千円減少し、205,348千円（同19.3％減）となりました。これは主に

長期借入金の返済50,600千円によるものであります。

　純資産は前事業年度末の資本の部と比較して626,158千円増加し、1,469,256千円（同74.3％増）となりました。

これは主に株式上場に伴う公募増資による資本金及び資本準備金の増加465,000千円、当期純利益171,158千円に

よるものであります。

－ 10 －



 

②キャッシュ・フロー

　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比して293,120千円増加

し、当事業年度末は、752,599千円となりました。これは主に営業活動から得たキャッシュ133,512千円及び財務

活動によるキャッシュ・フロー476,298千円を確保する一方、設備投資を中心とする投資活動によるキャッシュ・

フロー支出316,690千円の増加によるものであります。

（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、133,512千円（前事業年度は271,958千円）となりました。これは主に

税引前当期純利益の計上322,172千円、減価償却費64,819千円の発生による増加要因に対して、売上債権の増加額

117,297千円、前受金の減少額41,060千円、法人税等の支払額129,724千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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、△316,690千円（前事業年度は△107,606千円）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317,109千円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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、476,298千円（前事業年度は121,800千円）となりました。これは主に

株式の上場に伴う株式の発行による収入461,898千円によるものであります。

 

 　なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。

平成16年９月期 平成17年９月期 平成18年９月期

自己資本比率（％） 51.1 57.8 69.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 165.4

債務償還年数（年） － 1.0 2.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 44.6 20.1

（注）１．指標の算出方法

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

２．各指標は、いずれも財務数値により算出しております。

３．株式時価総額は、「期末株価終値×期末発行済株式総数」により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全

ての負債を対象としております。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。

５．平成16年９月期及び平成17年９月期において当社株式は非上場であるため、時価ベースの自己資本

比率については算出しておりません。

６．平成16年９月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によ

るキャッシュ・フローがマイナスのため、記載しておりません。

 

(3）次期の見通し（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　次期につきましては、顧客に対して、より一層の高品質かつスピーディなサービスを提供することによる取引拡

大を図るとともに、海外導出を目的として医薬品開発を行なう製薬企業への受注活動、国内シェア拡大を目指す外

資系製薬企業への受注活動を推進致します。平成18年２月より受託開始したバイオ医薬品試験及びハザード物質試

験につきましては、バイオ医薬品開発大手企業やハザード物質に開発の焦点を当てている製薬企業及び創薬ベン

チャーを中心に積極的に営業展開して受注拡大を目指します。加えて、遺伝子多型の解析業務の受託開始による新

サービスの提供を行なってまいります。

　業績の見通しは、売上高1,805,000千円（前期比22.8％増）、営業利益416,842千円（同15.2％増）、経常利益

417,052千円（同29.5％増）、当期純利益220,970千円（同29.1％増）を予想しております。

　次期の配当につきましては、１株当たり13円（中間期末6円50銭、期末6円50銭）を予定しております。
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(4）事業等のリスク

　当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項に

は、以下のようなものがあります。当社として必ずしも事業上のリスク要因に該当しないと考えている事項につい

ても、投資家の投資判断上、重要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載

しております。なお、当社は、これらの事業等のリスクを認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努

め、事業活動を行っておりますが、本株式への投資判断は、本項及び本決算短信中の本項以外の記載も併せまして、

慎重に検討した上で行われる必要があると考えております。

　なお、文中における将来に関する事項は本決算短信提出日現在（平成18年11月９日）において当社が判断したも

のであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

①国内製薬業界の動向について

　当社の売上高は、国内製薬業界における研究開発費に極めて依存したものとなっております。国内製薬業界全

般の事業環境が悪化した場合や医薬品の研究開発費が抑制される事態が発生した場合には、当社の経営成績及び

財政状態は悪影響を受ける可能性があります。このような悪影響を受ける可能性があるものとして、以下の場合

が挙げられます。

Ａ．非臨床試験が減少する可能性について

　当社は、受託試験機関として製薬関連企業に対し、医薬品の品質保証及び薬物動態に関するアウトソーシン

グサービスを提供しているため、当社の業績は、特に主要顧客である国内製薬業界の非臨床試験の動向に大き

な影響を受けるという特性を持っております。非臨床試験が減少する可能性のあるものとして、以下の場合が

挙げられます。

ａ．国内の医薬品の承認申請時において、海外非臨床試験データの利用が拡大された場合

ｂ．国内製薬企業が世界的に大規模化傾向にある研究開発競争に乗り遅れ、研究開発能力が弱体化する場合、

あるいは研究開発自体が減少する場合

ｃ．国内製薬企業が、製薬業界において次世代の成長を担うバイオ及びゲノムに関連する技術革新の波に乗り

遅れ、新薬開発能力が低下する場合

Ｂ．非臨床試験のアウトソーシングが減少する可能性について

　近年、世界的規模で製薬企業のＭ＆Ａを通じた大規模化が進展しておりますが、我が国においても、こうし

た規模を追及する企業統合等の業界再編が生じており、更に進展する可能性があります。かかる製薬企業の企

業統合等の業界再編の結果、非臨床試験が製薬企業内の経営資源で実施可能となり、非臨床試験のアウトソー

シングが減少した場合、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

②競争激化の可能性について

Ａ．新規参入、同業他社の事業拡大及び業界再編による競争激化の可能性

　当社の事業において、今後、新規参入、同業他社の事業拡大により、競争が激化することが予想されます。

競争激化の結果、当社の顧客が減少した場合や価格競争が激化した場合には、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

Ｂ．海外製薬企業による国内製薬企業の買収が進展し、本国で取引関係を有する海外受託試験機関が我が国での

顧客獲得においても優位に立つ可能性

　当社の顧客である国内製薬企業が海外製薬企業によって買収され、その後の非臨床試験の委託先を本国にお

ける委託先に変更する可能性があります。これらが現実のものとなった場合、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

Ｃ．海外とのデータ相互利用により、海外受託試験機関が競合対象となる可能性

　当社の顧客である国内製薬企業が、米国や欧州への海外進出を踏まえて非臨床試験を海外受託試験機関にア

ウトソーシングする可能性があります。海外受託試験機関が競合対象に加わる事態となった場合、更なる競争

の激化により、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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③受託業務内容に含まれる情報が流出する可能性について

　当社が受託業務に関わり取得する情報は、製薬企業より厳重な管理を求められております。当社は、受託業務

に関わる情報を厳重に管理しておりますが、万一このような情報が流出した場合、当社の信用が失墜し、今後の

業務受託に大きな影響を及ぼすおそれがあるとともに、損害賠償の請求等により当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

④品質管理等について

　薬事法では、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令」（以下「GMP省令」）が規

定されており、医薬品製造工場が規制対象となっております。当社は医薬品製造を行っていないため、GMP省令へ

の適合は必須要件ではなく、また、規制当局の調査対象施設でもありません。

　しかしながら、世界的な品質意識の向上から、製薬企業は、自らの品質管理レベルに合致するアウトソーシン

グ先と取引を行う傾向があります。当社は品質保証事業において製薬企業の品質管理レベルに合致する内容及び

基準で対応することに努めておりますが、製薬企業の品質管理レベルに合致しなくなった場合には当該企業より

試験が受託できず、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社の受託業務に関する品質管理に問題が発生したとき、また、契約納期遅延等が発生した場合、当社

の信用が失墜し、今後の受託業務に大きな影響を及ぼす可能性があるとともに、損害賠償の請求等により当社の

経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑤業務委託契約の解除の可能性について

　当社の業務委託契約の多くは事前通知によって顧客都合により解除することが可能となっております。この場

合においては、試験中止となるまでに発生した売上に係る金額は、顧客との契約に基づき回収できることになっ

ております。業務委託契約の解除により試験中止となった場合には、新たな契約に対する営業活動を行い受注の

確保を図ります。しかしながら、大型契約や複数の契約を一度に解除された場合には当社の経営成績及び財政状

態に影響を及ぼす可能性があります。

⑥固定費比率の高さについて

　当社の売上原価については、材料費等の変動費が占める割合は低く、設備に係る減価償却費やリース費及び人

件費等の固定費の割合が高くなっております。従いまして、当社の収益は売上高の水準によって変動しやすいも

のとなっており、設備投資等を実施後に想定していた売上高を確保できない場合には、当社の経営成績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑦リース取引の会計処理基準の変更が行われた場合の影響について

　当社におけるリース取引の会計処理方法は、「リース取引に係る会計基準」に基づき、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理をしておりますが、現在、企業会計基準委員会によ

り「リース取引に係る会計基準」の見直しが審議されており、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理方法が廃

止される等の見直しが行われた場合、当社が採用する会計処理方法が変更になる可能性があります。

　この場合、資産及び負債が増加する等により、当社の貸借対照表の財務構成に影響を及ぼす可能性があります。

⑧事業成長が人材確保に制約されることについて

　当社の事業拡大にあたっては、医学・薬学等の専門的な知識・技術を有する人材を多数確保する必要がありま

す。こうした人材の確保や教育研修が順調に進まない場合、又は研修を施した人材の多数が競合他社に引き抜か

れた場合に、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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⑨当社の組織が小規模組織であることについて

　当社は、平成18年９月30日現在、取締役６名（うち非常勤取締役２名）、監査役３名、従業員65名（臨時雇用

者31名）と規模が小さく、内部管理体制や業務執行体制も当該組織規模に応じたものとなっております。

　現在、当社はより組織的な内部管理体制を整備、運用するように努めておりますが、適切かつ十分に組織的な

対応ができなかった場合には、当社の事業遂行に影響を及ぼす可能性があります。

⑩自然災害等について

　当社の試験受託用施設は、北海道札幌市及び石狩市に集中しております。

　そのため、当該地区において大規模な台風、地震等の自然災害や、事故、火災等が発生したことにより、試験

受託用施設の損壊や給水・電力供給の制限等の不測の事態が発生した場合には、当社の経営成績及び財政状態に

影響を及ぼす可能性があります。

⑪法的規制について

　製薬企業による医薬品開発は薬事法の規制に服して実施されております。また、当社が事業に係り取得してい

る許認可等は以下のとおりであります。

　なお、当社の事業に係り麻薬研究者免許証（根拠法令：麻薬及び向精神薬取締法）及び覚せい剤原料研究者指

定証（根拠法令：覚せい剤取締法）を取得している社員がおります。

許認可等 根拠法令 許認可等の付与主体 有効期限

GLP適合確認書（評価Ａ）
医薬品の安全性に関する非臨床試験

の実施の基準に関する省令

独立行政法人医薬品医療機

器総合機構

平成18年

12月15日

向精神薬試験研究施設設置者

登録証
麻薬及び向精神薬取締法 北海道知事 なし

　当社の薬物動態事業においては、動物を使った安全性試験を信頼性あるものとすることを目的とした、薬事法

に基づく厚生労働省令である「医薬品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令」（以下「GLP省

令」）の適用を受けております。GLP省令の対象となる試験についてはGLPに適合している試験施設で実施されて

いることが医薬品の承認申請の要件とされており、試験を受託するためには独立行政法人医薬品医療機器総合機

構から評価ＡのGLP適合確認書を取得していることが必要となります。将来、当社が評価ＡのGLP適合確認書を取

得できなかった場合には、薬物動態事業において当社に対する受託試験の一部が中止される可能性があり、当社

の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社は、上記法令等を遵守しておりますが、今後、規制の強化又は新たな規制が導入された場合におい

ては、当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

⑫訴訟について

　当社に対する訴訟等は現時点において提起されておりませんが、将来、重要な訴訟等が発生し、当社に不利な

判断がなされた場合には、当社の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑬当社の親会社について

　平成18年９月30日現在、上場会社であるシミック株式会社は当社の発行済株式総数の73.9％を所有する親会社

であります。当社と同社との関係は、以下のとおりであります。

　なお、現時点において想定されるものではありませんが、同社の関係会社管理の方針に変更が生じた場合は、

当社の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
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Ａ．シミック株式会社グループ（同社及び同社の関係会社）における当社の位置づけ

　シミック株式会社は、平成16年７月30日エスエス製薬株式会社より当社の発行済株式の全株式である1,220千

株を譲り受け当社を完全子会社と致しました。シミック株式会社グループは、親会社であるシミック株式会社

と当社を含む連結子会社13社及び関連会社１社で構成されております。

　シミック株式会社グループは、医薬品開発の支援と製造販売後調査及びマーケティングサポートを中核に、

主に製薬企業を支援する業務の提供をしております。

　当社は、医薬品開発プロセスにおける前臨床試験及び臨床試験段階で、「人」を対象としない非臨床に関す

る受託試験を主たる事業領域としており、グループ内の会社との競合関係はありません。

Ｂ．シミック株式会社のグループ会社管理

　シミック株式会社は、連結経営管理の観点から「関係会社管理規程」を定め運用しておりますが、その目的

はグループ各社の独自性・自立性を維持しつつ、グループ全体の企業価値の最大化をはかることにあります。

当社も同規程の適用を受けておりますが、取締役会決議事項の事前承認等は求められておらず、当社が独自に

事業運営を行っております。

Ｃ．シミック株式会社との役員の兼務関係について

　平成18年９月30日現在における当社の役員９名のうち、シミック株式会社の役員又は従業員を兼ねる者は３

名であり、その者の氏名並びに当社及びシミック株式会社における役職は以下のとおりであります。

氏名 当社における役職 シミック株式会社における役職

中村　紘 取締役 代表取締役副社長

阿部　修 取締役 社長室　担当部長

中野　信介 監査役 常勤監査役

　上記兼務関係は、中村　紘、阿部　修及び中野　信介の有する経験、知識が当社にとって有益であるとの判

断から当社が招聘したものであり、シミック株式会社が当社を支配することを目的にしているものではありま

せん。また、上記３名に対する報酬の支払はありません。

Ｄ．シミック株式会社との取引について

　第27期（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）における取引内容は、以下のとおりであります。

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

生体試料中薬物濃度

測定試験の受託
33,419 売掛金 9,612

施設使用料の支払 571 － －

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

①生体試料中薬物濃度測定試験の受託については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定

しております。

②施設使用料の支払については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。

なお、平成18年３月をもって施設使用を取り止め、取引を解消しております。 

⑭配当政策について

　当社は、第13期（平成５年９月期）以降、配当を実施しておりません。株主の皆様への利益配分は重要な経営

課題と認識しておりますが、当期（平成18年９月期）におきましては、内部留保の充実を図りたく、配当を見送

ることと致します。

　当社は、業績動向、配当性向、投資計画等を総合的に勘案し、成果配分を検討してまいります。この方針に基

づき、次期（平成19年９月期）につきましては、１株当たり13円（中間期末6円50銭、期末6円50銭）の利益配当

を行なう予定であります。

－ 15 －



４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   469,478   762,599  293,120

２．売掛金   508,846   626,144  117,297

３．貯蔵品   5,802   8,591  2,788

４．前払費用   12,303   14,253  1,949

５．繰延税金資産   29,026   35,060  6,034

６．その他   17   －  △17

７．貸倒引当金   △961   △1,180  △219

流動資産合計   1,024,513 70.2  1,445,468 67.9 420,954

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物 ※１ 446,986   644,158    

減価償却累計額  248,597 198,388  287,519 356,639  158,250

２．構築物  4,821   10,781    

減価償却累計額  4,375 446  5,066 5,714  5,268

３．機械装置  4,690   －    

減価償却累計額  4,455 234  － －  △234

４．車両運搬具  4,779   4,779    

減価償却累計額  3,532 1,247  3,886 893  △354

５．工具器具備品  180,998   215,099    

減価償却累計額  139,063 41,934  163,858 51,240  9,305

６．土地 ※１  126,490   202,888  76,398

有形固定資産合計   368,742 25.2  617,377 29.0 248,634
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(2）無形固定資産         

１．電話加入権   618   618  －

２．ソフトウェア   166   109  △57

無形固定資産合計   784 0.1  727 0.0 △57

(3）投資その他の資産         

１．敷金   21,518   21,518  －

２．保証金   18,100   16,150  △1,950

３．長期前払費用   68   1,949  1,880

４．繰延税金資産   25,675   25,600  △74

投資その他の資産合計   65,362 4.5  65,217 3.1 △144

固定資産合計   434,889 29.8  683,322 32.1 248,433

資産合計   1,459,403 100.0  2,128,791 100.0 669,388

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   32,991   36,882  3,890

２．短期借入金   －   65,000  65,000

３．一年以内返済予定長期
借入金

※１  55,200   55,200  －

４．未払金   22,387   22,466  79

５．未払費用   57,049   71,827  14,778

６．未払法人税等   70,694   97,944  27,249

７．未払消費税等   7,494   6,387  △1,107

８．前受金   79,141   38,080  △41,060

９．預り金   4,839   9,354  4,515

10．前受収益   692   692  －

11．賞与引当金   31,510   40,350  8,840

12．役員賞与引当金   －   10,000  10,000

流動負債合計   362,000 24.8  454,185 21.3 92,184
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前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金 ※１  230,000   179,400  △50,600

２．退職給付引当金   24,304   25,948  1,644

固定負債合計   254,304 17.4  205,348 9.7 △48,955

負債合計   616,304 42.2  659,534 31.0 43,229

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  725,000 49.7  － － △725,000

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  － － △118,098

資本合計   843,098 57.8  － － △843,098

負債・資本合計   1,459,403 100.0  － － △1,459,403

         

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本   

１．資本金  － － 957,500 45.0 957,500

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 232,500  

資本剰余金合計  － － 232,500 10.9 232,500

３．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  － 278,256  

利益剰余金合計  － － 279,256 13.1 279,256

株主資本合計  － － 1,469,256 69.0 1,469,256

純資産合計  － － 1,469,256 69.0 1,469,256

負債・純資産合計  － － 2,128,791 100.0 2,128,791
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   1,208,507 100.0  1,470,218 100.0 261,711

Ⅱ　売上原価   675,750 55.9  848,125 57.7 172,374

売上総利益   532,756 44.1  622,093 42.3 89,336

Ⅲ　販売費及び一般管理費         

１．役員報酬  54,778   60,600    

２．給料手当  53,094   63,235    

３．賞与  12,161   11,111    

４．賞与引当金繰入額  8,524   10,176    

５．役員賞与引当金繰入額  －   10,000    

６．退職給付費用  4,533   6,163    

７．法定福利費  12,173   15,487    

８．福利厚生費  739   1,867    

９．支払手数料  2,315   1,122    

10．事務用品費  3,292   2,999    

11．賃借料  4,535   5,199    

12．水道光熱費  1,335   1,467    

13．減価償却費  3,071   4,299    

14．旅費交通費  11,897   12,668    

15．交際費  6,333   4,958    

16．通信費  5,081   4,169    

17．租税公課  11,343   11,409    

18．その他  24,286 219,497 18.2 33,471 260,406 17.7 40,909

営業利益   313,259 25.9  361,686 24.6 48,427
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  6   3    

２．賃貸収入  7,914   7,914    

３．風災損害保険金  2,782   －    

４．受取手数料  －   138    

５．雑収入  1,405 12,108 1.0 2,144 10,199 0.7 △1,908

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  6,102   6,859    

２．賃貸収入原価  3,548   3,395    

３．風災補修費用  2,640   －    

４．公開準備特定費用  4,024   26,766    

５．株式交付費  －   12,807    

６．雑損失  202 16,518 1.3 － 49,828 3.4 33,310

経常利益   308,849 25.6  322,057 21.9 13,207

Ⅵ　特別利益         

１．貸倒引当金戻入益  21   －    

２．固定資産売却益  － 21 0.0 115 115 0.0 94

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損  407   －    

２．研究所整理費用 ※１ 10,548 10,956 0.9 － － － △10,956

税引前当期純利益   297,913 24.7  322,172 21.9 24,258

法人税、住民税及び事
業税

 128,646   156,973    

法人税等調整額  △2,565 126,080 10.5 △5,959 151,014 10.3 24,933

当期純利益   171,833 14.2  171,158 11.6 △674

前期繰越損失   53,734      

当期未処分利益   118,098      
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費  79,550 11.8 102,997 12.1 23,447

Ⅱ　労務費 ※２ 279,978 41.4 345,364 40.7 65,386

Ⅲ　経費 ※３ 316,222 46.8 399,763 47.2 83,540

当期売上原価  675,750 100.0 848,125 100.0 172,374

　（注）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

　１　原価計算の方法

　製品・仕掛品がないため、原価計算制度は採用して

おりません。

　１　原価計算の方法

同左

※２　労務費には次のものが含まれております。 ※２　労務費には次のものが含まれております。

賞与引当金繰入額 22,986千円

退職給付費用 9,288千円

賞与引当金繰入額 30,174千円

退職給付費用 9,753千円

※３　経費には次のものが含まれております。 ※３　経費には次のものが含まれております。

賃借料 32,990千円

支払リース料 129,759千円

保守管理費 65,289千円

減価償却費 34,613千円

賃借料 28,170千円

支払リース料 166,367千円

保守管理費 76,795千円

減価償却費 58,663千円
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(3）利益処分計算書

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年12月12日）

  
 
 

区分
注記
番号

金額（千円）  
 
 

 

Ⅰ　当期未処分利益   118,098     

Ⅱ　利益処分額        

１．利益準備金  1,000      

２．役員賞与金  10,000 11,000     

Ⅲ　次期繰越利益   107,098     

        

(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計

繰越利益
剰余金

平成17年９月30日残高

（千円）
725,000 － － － 118,098 118,098 843,098 843,098

事業年度中の変動額 

新株の発行 232,500 232,500 232,500    465,000 465,000

利益処分による役員賞与    1,000 △11,000 △10,000 △10,000 △10,000

当期純利益     171,158 171,158 171,158 171,158

事業年度中の変動額合計

（千円）
232,500 232,500 232,500 1,000 160,158 161,158 626,158 626,158

平成18年９月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 1,000 278,256 279,256 1,469,256 1,469,256
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(5）キャッシュ・フロー計算書

  
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前当期純利益  297,913 322,172 24,258

減価償却費  39,877 64,819 24,941

退職給付引当金の増加
額

 2,514 1,644 △870

賞与引当金の増加額  3,316 8,840 5,524

役員賞与引当金の増加
額

 － 10,000 10,000

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △21 219 240

受取利息及び受取配当
金

 △6 △3 2

支払利息  6,102 6,859 756

株式交付費  － 12,807 12,807

固定資産売却益  － △115 △115

固定資産除却損  407 － △407

研究所整理費用  7,864 － △7,864

売上債権の増加額  △18,059 △117,297 △99,237

たな卸資産の増加額  △328 △2,788 △2,460

その他流動資産の増加
額

 △2,430 △1,772 658

仕入債務の増減額（△
は減少）

 △16,739 3,890 20,630

前受金の増減額（△は
減少）

 60,839 △41,060 △101,900

その他流動負債の増加
額

 17,067 11,647 △5,419

役員賞与の支払額  － △10,000 △10,000

小計  398,318 269,862 △128,456

利息及び配当金の受取
額

 6 3 △2

利息の支払額  △6,102 △6,628 △526

法人税等の支払額  △120,263 △129,724 △9,460

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 271,958 133,512 △138,445
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前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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

 △114,356 △317,109 △202,752

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 349 349

その他投資等の減少額  6,750 69 △6,681

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △107,606 △316,690 △209,084

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  － 400,000 400,000

短期借入金の返済によ
る支出

 － △335,000 △335,000

長期借入れによる収入  60,000 － △60,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △53,200 △50,600 2,600

株式の発行による収入  115,000 461,898 346,898

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 121,800 476,298 354,498

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
加額

 286,152 293,120 6,968

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 173,326 459,478 286,152

Ⅶ　現金及び現金同等物の期
末残高

※ 459,478 752,599 293,120
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）貯蔵品　　最終仕入原価法による原価

法

(1）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。

(1）有形固定資産

同左

 (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。

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 新株発行費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

株式交付費

　支出時に全額費用として処理しておりま

す。

４．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

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。

(2）賞与引当金

同左

 (3）役員賞与引当金

 ────

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えて、支給見込額

のうち、当事業年度負担額を計上してお

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。

(4）退職給付引当金

同左

５．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

６．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
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項目
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

７．その他財務諸表作成のた

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

 

会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

（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

に変更致しました。

　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。

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「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事業年度から発生時

に費用処理しております。

　なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益が、10,000千円減

少しております。

 

──────

 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当事業年度より、「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1,469,256千円

であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年９月30日）

当事業年度
（平成18年９月30日）

※１　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。

※１　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

建物 118,667千円

土地 94,990千円

計 213,658千円

　担保付債務は、次のとおりであります。 　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

一年以内返済予定長期借入金 55,200千円

長期借入金 179,400千円

※２　会社が発行する株式及び発行済株式総数  ※２　　　　　　　 ──────

会社が発行する株式 普通株式 3,904,000株

発行済株式総数 普通株式 2,900,000株

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日

至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　研究所整理費用の内訳は次のとおりであります。  ※１　　　　　　　 ──────

固定資産除却損 7,864千円

廃棄処分費用等 2,684千円

計 10,548千円

（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

発行済株式

普通株式　（注） 2,900,000 400,000 － 3,300,000

合計 2,900,000 400,000 － 3,300,000

 （注）普通株式の当期増加株式数400,000株は、平成18年９月20日を払込期日とする公募増資による増加であります。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※　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18年９月30日現在）

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

現金及び預金勘定 762,599千円

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 752,599千円
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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

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）

期末残高
相当額
（千円）

建物・構築物 29,400 18,913 10,486

機械装置 67,951 18,013 49,938

工具器具備品 554,154 313,039 241,115

合計 651,505 349,965 301,540

 
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）

建物・構築物 51,400 27,801 23,598

機械装置 180,544 48,006 132,537

工具器具備品 550,122 352,448 197,674

ソフトウェア 8,713 1,996 6,716

合計 790,779 430,252 360,526

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 112,472千円

１年超 199,451千円

合計 311,924千円

１年内 122,324千円

１年超 248,245千円

合計 370,570千円

(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 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

支払リース料 156,928千円

減価償却費相当額 143,004千円

支払利息相当額 13,583千円

(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 4,256千円

合計 5,600千円

１年内 1,344千円

１年超 2,912千円

合計 4,256千円

（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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②　有価証券

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。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

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。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18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。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職給付制度として退職一時金制度と総合設立型の厚生年金基金制度を採用しております。

　なお、当該厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年

金資産残高のうち当社の加入人数比率に基づく年金資産残高は、下記のとおりであります。

 
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

年金資産額（千円） 94,083 166,745

２．退職給付債務に関する事項

 
前事業年度

（平成17年９月30日）
当事業年度

（平成18年９月30日）

退職給付債務（千円） 24,304 25,948

退職給付引当金（千円） 24,304 25,948

３．退職給付費用に関する事項

 
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

勤務費用（千円） 13,821 15,916

退職給付費用（千円） 13,821 15,916

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、該当ありません。
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金超過額 12,733  

未払事業税 5,330  

貸倒引当金超過額 388  

未払事業所税 298  

法定福利費（賞与引当分） 1,527  

退職給付引当金超過額 9,678  

役員退職慰労引当金否認 8,748  

固定資産減損損失 15,997  

繰延税金資産計 54,701  

繰延税金負債   

繰延税金負債計 －  

繰延税金資産の純額 54,701  

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金超過額 16,305  

未払事業税 6,723  

貸倒引当金超過額 476  

未払事業所税 330  

法定福利費（賞与引当分） 2,292  

減価償却費超過額 184  

退職給付引当金超過額 10,485  

役員退職慰労引当金否認 8,748  

固定資産減損損失 15,114  

繰延税金資産計 60,661  

繰延税金負債   

繰延税金負債計 －  

繰延税金資産の純額 60,661  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下である

ため注記を省略しております。

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となっ

た主要な項目別の内訳

 

法定実効税率 40.4％

（調整）   

交際費等永久に損金算入されない項目 2.0  

住民税均等割 0.5  

留保金課税 4.4  

その他 △0.4  

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.9  

 

⑥　持分法損益等

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。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18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。

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年10月１日　至　平成17年９月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　親会社であるシミック㈱との取引については、日本公認会計士協会　監査委員会報告第六十二号「関連当事者

との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」により、売上高の総額の100分の10以下であり、かつ貸借対

照表項目に属する科目の残高が総資産の100分の１以下であるため、記載を省略しております。

当事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

　親会社であるシミック㈱との取引については、日本公認会計士協会　監査委員会報告第六十二号「関連当事者

との取引に係る情報の開示に関する監査上の取扱い」により、売上高の総額の100分の10以下であり、かつ貸借対

照表項目に属する科目の残高が総資産の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

１株当たり純資産額 287.28円

１株当たり当期純利益金額 63.37円

１株当たり純資産額 445.23円

１株当たり当期純利益金額 58.78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。

　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。

　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。

　

　

１株当たり純資産額 227.98円

１株当たり当期純利益金額 27.24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。

 
前事業年度

（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当期純利益（千円） 171,833 171,158

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) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 161,833 171,158

期中平均株式数（株） 2,553,589 2,912,054

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）生産実績

　該当事項はありません。

 

(2）受注状況

　当事業年度における受注状況を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

増減

受注高
（千円）

構成比
（％）

受注高
（千円）

構成比
（％）

受注高
（千円）

増減率
（％）

 品質保証事業 1,268,485 86.8 1,278,670 75.5 10,184 0.8

 薬物動態事業 193,279 13.2 414,376 24.5 221,096 114.4

合計 1,461,764 100.0 1,693,046 100.0 231,281 15.8

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注残高

　当事業年度における受注残高を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

増減

受注残高
（千円）

構成比
（％）

受注残高
（千円）

構成比
（％）

受注残高
（千円）

増減率
（％）

  品質保証事業 945,692 95.2 1,024,170 84.2 78,477 8.3

  薬物動態事業 48,114 4.8 192,463 15.8 144,349 300.0

合計 993,806 100.0 1,216,633 100.0 222,827 22.4

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(4）販売実績

　当事業年度における販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門別

前事業年度
（自　平成16年10月１日
至　平成17年９月30日）

当事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

増減

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

売上高
（千円）

増減率
（％）

  品質保証事業 1,027,936 85.1 1,200,192 81.6 172,256 16.8

  薬物動態事業 180,571 14.9 270,026 18.4 89,455 49.5

合計 1,208,507 100.0 1,470,218 100.0 261,711 21.7

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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６．役員の異動
　平成18年11月９日開催の臨時取締役会において、代表取締役の異動及びその他の役員の異動について次のとおり

決定致しました。

(1）代表取締役の異動

代表取締役副社長　総務本部担当　渋谷　功（現　取締役副社長　総務本部担当）

就任予定日　平成18年11月10日

 

(2）その他の役員の異動

①新任取締役候補

取締役　営業本部担当　鈴木　義裕（現　執行役員　営業部長）

就任予定日　平成18年12月13日

②退任予定取締役（任期満了）

取締役　営業本部担当　橘　公一

③新任監査役候補

監査役（非常勤）　古庄　隆史（現　シミック株式会社　監査役）

常勤監査役　　　　村上　孝昭（現　札銀ビジネスサービス株式会社　取締役社長）

（注）古庄　隆史氏及び村上　孝昭氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。

就任予定日　平成18年12月13日 

④退任予定監査役 

監査役（非常勤）　中野　信介

（注）中野　信介氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

退任予定日　平成18年12月13日

⑤昇格予定取締役

常務取締役　研究本部担当　山内　修二（現　取締役　研究本部担当）

就任予定日　平成18年11月10日

⑥その他

取締役　新規事業担当　阿部　修（現　取締役）

就任予定日　平成18年11月10日
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