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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）
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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　代表取締役副社長　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　　　　：　無

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19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日　～　平成18年12月31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 ％

19年９月期第１四半期 393 － 76 － 76 － 45 －

18年９月期第１四半期 － － － － － － － －

（参考）18年９月期 1,470 21.7 361 15.5 322 4.3 171 △0.4

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

19年９月期第１四半期 13 69 － －

18年９月期第１四半期 － － － －

（参考）18年９月期 58 78 － －

（注）１．期中平均株式数 19年９月期第１四半期 3,300,000株 18年９月期第１四半期 －株

 18年９月期 2,912,054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、18年９月期第１四

半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、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、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１四半期におけるわが国の経済は、企業収益の改善による設備投資の増加、雇用情勢の改善に広がりがみられ、個

人消費に弱さがみられるものの、景気は緩やかな回復基調にあります。

　医薬品業界におきましては、近年の世界的な業界再編や日米ＥＵ三極同時申請など国際ハーモニゼーションの進展、ゲ

ノム創薬など医薬品開発の大型化などにより、産業構造の大きな変革の中にあります。

　国内医薬品市場では海外製薬企業の日本市場への積極展開、医療費削減を目的としたジェネリック医薬品の使用促進政

策が進められており、国内製薬企業は、巨額の研究開発費の捻出と開発スピードアップのため、Ｍ＆Ａ、経営資源の研究

開発費への集中化、アウトソーシングの積極活用など様々な手段を用いて、新製品の開発に努めております。

　このような状況のもと、市場の変化に伴うコア事業の成長拡大のため、品質保証事業では、既存顧客の深耕及び新規顧

客獲得に向けて積極的な営業展開を行い、薬物動態事業は、ジェネリック医薬品企業への直接営業並びにCRO（医薬品開発

受託機関）との連携による営業強化を行いました。新規事業である、薬物代謝酵素の遺伝子多型の解析業務につきまして

は、製薬企業及び医科系大学への事業紹介を行って市場創生を試みるとともに今後に向けた営業展開を行いました。

　以上の結果、売上高393,405千円、売上原価及び販売費及び一般管理費合計316,551千円の計上により営業利益は76,853

千円となり、経常利益は76,902千円、第１四半期純利益は45,172千円となりました。
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(2）財政状態の変動状況 （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

19年９月期第１四半期 1,981 1,514 76.4 458 92

18年９月期第１四半期 － － － － －

（参考）18年９月期 2,128 1,469 69.0 445 23

（注）平成18年９月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、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

19年９月期第１四半期 7 △8 △78 671

18年９月期第１四半期 － － － －

（参考）18年９月期 133 △316 476 752

（注）平成18年９月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、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１四半期における総資産は、前事業年度末と比較して147,103千円減少し1,981,688千円となりました。この減少は

主に売上債権の減少55,751千円、金融機関からの短期借入金及び長期借入金の返済78,800千円の支出を主要因とする現金

及び預金の減少80,677千円によるものであります。負債合計額は、前事業年度末と比較して192,275千円減少し467,258千

円となりました。この減少は主に短期借入金及び長期借入金78,800千円の減少、未払法人税等の減少80,021千円によるも

のであります。純資産は、第１四半期純利益45,172千円の確保により、前事業年度末と比較して同額増加し1,514,429千円

となりました。このような結果、自己資本比率は、前事業年度末より7.4ポイント増加し76.4％となりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四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80,677

千円減少し、当第１四半期会計期間末残高は671,922千円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは7,019千円となりました。これは主に税引前第１四半期純利益76,990千円及び売上

債権の減少55,751千円等の増加要因に対し、前受金の減少額13,080千円及び法人税等の支払額94,457千円等の減少要因に

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△8,896千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出であります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは△78,800千円となりました。これは主に短期借入金及び長期借入金の返済による

支出によるものであります。

３．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

［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、中間期及び通期の業績については、ほぼ当初の予想通り達成の見通しであります。なお、業

績予想は、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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４．配当状況

・現金配当  1株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間 

18年９月期 0 0 0

19年９月期（実績） ― ― ―

19年９月期（予想） 6.50 6.50 13.00

（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。
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末

（平成18年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  681,922   762,599   

２．売掛金  570,392   626,144   

３．貯蔵品  9,131   8,591   

４．その他  40,066   49,314   

５．貸倒引当金  △1,092   △1,180   

流動資産合計   1,300,420 65.6  1,445,468 67.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物 ※２ 354,623   356,639   

(2）土地 ※２ 202,888   202,888   

(3）その他  57,667   57,849   

有形固定資産合計  615,179   617,377   

２．無形固定資産  3,585   727   

３．投資その他の資産  62,503   65,217   

固定資産合計   681,268 34.4  683,322 32.1

資産合計   1,981,688 100.0  2,128,791 100.0

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金  32,632   36,882   

２．短期借入金  －   65,000   

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  17,922   97,944   

５．賞与引当金  20,670   40,350   

６．役員賞与引当金  －   10,000   

７．その他 ※３ 149,350   148,808   

流動負債合計   275,775 13.9  454,185 21.3

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※２ 165,600   179,400   

２．退職給付引当金  25,353   25,948   

３．その他  530   －   

固定負債合計   191,483 9.7  205,348 9.7

負債合計   467,258 23.6  659,534 31.0

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   957,500 48.3  957,500 45.0

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  232,500   232,500   

資本剰余金合計   232,500 11.7  232,500 10.9

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  1,000   1,000   

(2）その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  323,429   278,256   

利益剰余金合計   324,429 16.4  279,256 13.1

株主資本合計   1,514,429 76.4  1,469,256 69.0

純資産合計   1,514,429 76.4  1,469,256 69.0

負債純資産合計   1,981,688 100.0  2,128,791 100.0
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(2）四半期損益計算書

  

当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日

至　平成18年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書

（自　平成17年10月１日

至　平成18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   393,405 100.0  1,470,218 100.0

Ⅱ　売上原価   237,963 60.5  848,125 57.7

売上総利益   155,442 39.5  622,093 42.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   78,588 20.0  260,406 17.7

営業利益   76,853 19.5  361,686 24.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,207 0.5  10,199 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,158 0.5  49,828 3.4

経常利益   76,902 19.5  322,057 21.9

Ⅵ　特別利益   88 0.0  115 0.0

税引前第１四半期（当
期）純利益

  76,990 19.5  322,172 21.9

法人税、住民税及び事
業税

 16,616   156,973   

法人税等調整額  15,201 31,817 8.0 △5,959 151,014 10.3

第１四半期（当期）純
利益

  45,172 11.5  171,158 11.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31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

当第１四半期会計期間中の変動額 

第１四半期純利益     45,172 45,172 45,172 45,172

当第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
－ － － － 45,172 45,172 45,172 45,172

平成18年12月31日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 1,000 323,429 324,429 1,514,429 1,514,429

前事業年度（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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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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１四半期（当
期）純利益

 76,990 322,172

減価償却費  15,130 64,819

退職給付引当金の増減
額（△は減少）

 △595 1,644

賞与引当金の増減額
（△は減少）

 △19,680 8,840

役員賞与引当金の増減
額（△は減少）

 △10,000 10,000

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 △88 219

受取利息  － △3

支払利息  1,352 6,859

株式交付費  － 12,807

固定資産売却益  － △115

売上債権の増減額（△
は増加）

 55,751 △117,297

たな卸資産の増加額  △540 △2,788

その他流動資産の増加
額

 △5,677 △1,772

仕入債務の増減額（△
は減少）

 △4,250 3,890

前受金の減少額  △13,080 △41,060

その他流動負債の増加
額

 6,874 11,647

その他固定負債の増加
額

 530 －

役員賞与の支払額  － △10,000

小計  102,717 269,862

利息の受取額  － 3

利息の支払額  △1,240 △6,628

法人税等の支払額  △94,457 △129,724

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 7,019 133,512
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当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（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

 △11,174 △317,109

有形固定資産の売却に
よる収入

 － 349

その他投資等の減少額  2,278 69

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △8,896 △316,690

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

 △65,000 △335,000

長期借入金の返済によ
る支出

 △13,800 △50,600

株式の発行による収入  － 461,898

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △78,800 476,298

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）

 △80,677 293,120

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

 752,599 459,478

Ⅶ　現金及び現金同等物の第
１四半期末（期末）残高

 ※ 671,922 752,599
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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。

(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．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１四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、支給見込額

のうち、当第１四半期会計期間負担額を

計上しております。

　なお、当第１四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

　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、当第

１四半期会計期間末における退職給付債

務の見込額（当第１四半期会計期間末要

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。

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
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

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ための基本となる重要な事項の変更

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

──────

 

 

（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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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

前事業年度末
（平成18年９月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 475,296千円  460,330千円

※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。

※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 117,005千円

土地 94,990千円

計 211,995千円

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。

一年以内返済予定長期借入金 55,200千円

長期借入金 165,600千円

※３　消費税等の取扱い

　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 179,400千円

※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10,445千円を流動負債の「その他」に含めて表

示しております。

──────

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

賃貸収入 1,978千円 賃貸収入 7,914千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,352千円 支払利息 6,859千円

公開準備特定費用 26,766千円

株式交付費 12,807千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 14,965千円

無形固定資産 165千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 64,762千円

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１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31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）

当第１四半期会計
期間増加株式数
（株）

当第１四半期会計
期間減少株式数
（株）

当第１四半期会計
期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

 

 

前事業年度（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。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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第１四半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12月31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 681,922千円

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 671,922千円

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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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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

額及び第１四半期末残高相当額

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）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

有形固定資産 877,828 400,228 477,600

無形固定資産 8,713 2,541 6,171

合計 886,541 402,769 483,772

 
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 782,066 428,256 353,810

無形固定資産 8,713 1,996 6,716

合計 790,779 430,252 360,526

(2）未経過リース料第１四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 147,659千円

１年超 346,296千円

合計 493,956千円

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 40,138千円

減価償却費相当額 36,796千円

支払利息相当額 3,481千円

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 2,576千円

合計 3,920千円

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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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

（ストック・オプション等関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

（持分法損益等）

当第１四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（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。

（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（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 458.92円

１株当たり第１四半期純利益金額 13.69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株当たり第１四半期純利益金額

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。

　（注）　１株当たり第１四半期（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１四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

第１四半期（当期）純利益（千円） 45,172 171,158

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益

（千円）
45,172 171,158

期中平均株式数（株） 3,300,000 2,912,054

（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

 

事業部門別

当第１四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成18年12月31日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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 283,179 72.0 1,200,192 81.6

 薬物動態事業 110,226 28.0 270,026 18.4

合計 393,405 100.0 1,470,218 100.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．平成18年９月期第１四半期につきましては、四半期財務諸表を作成しておりませんので、事業部門別売上高

及び前年同四半期増減率は記載しておりません。
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