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１．平成19年９月期第３四半期の業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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３四半期 1,042 △4.0 140 △49.5 142 △47.2 82 △44.4

18年９月期第３四半期 1,085 － 279 － 269 － 149 －

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３四半期 25 13 － －

18年９月期第３四半期 51 40 － －

18年９月期 58 78 － －

（注）①四半期財務諸表は、18年９月期第３四半期より作成したため、18年９月期第３四半期の対前年同四半期増減率については、記載しており

ません。

②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。

(2）財政状態  

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３四半期 1,979 1,530 77.3 463 86

18年９月期第３四半期 1,692 982 58.0 338 67

18年９月期 2,128 1,469 69.0 445 23

(3）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

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３四半期 163 △508 △127 279

18年９月期第３四半期 80 △241 158 457

18年９月期 133 △316 476 752

２．配当の状況
１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期  0  0  0

19年９月期  6.50  －   

19年９月期（予想）  －  6.50  13.00

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）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 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 1,538 4.6 309 △14.3 310 △3.5 176 2.8 53 33

－ 1 －



４．その他

(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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

１．平成18年11月9日に公表致しました通期の業績予想は、平成19年８月３日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」にて修正しております。

２．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。

実際の実績は、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。業績予想の前提となる

仮定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、３ページ【定性的情報・財務諸表】１．経営成績

に関する定性的情報をご覧下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国の経済は、巡航速度で成長しており米国経済が減速するなか新興・資源国内向けを中心

に輸出は底堅く、個人消費と設備投資も加速感に乏しいとはいえ増勢を保っております。

　医薬品業界におきましては、海外展開比率10％前後の製薬企業は業績が伸び悩む中、海外展開を積極的に行っている

大手製薬企業が順調に業績を伸長し、日本市場に進出している海外製薬企業とともに業界を牽引している状況にありま

す。

　国内医薬品市場では、高齢化で増大する医療費抑制のため、薬価の引き下げ、ジェネリック医薬品の使用促進が政府

主導で行われており、市場成長率は鈍化する傾向にあります。国内製薬企業は新医薬品開発競争を勝ちぬくため、ジェ

ネリック医薬品との差別化を図るために、研究開発費を増加させておりますが、研究開発費の増加が収益を圧迫してお

ります。このため国内製薬企業は、合理的な開発業務促進のために非臨床、臨床業務のアウトソーシングを積極的に取

り入れ、効率的な新医薬品開発を推進している状況にあります。

　医薬品の品質保証に伴うアウトソーシング市場は、製薬企業の医薬品開発効率化に伴う積極的な試験受託機関の活用

で成長を持続しておりますが、一方では増加する研究開発費を低減するため、開発パイプラインの見直しや開発スケ

ジュールの変更を行っております。

　このような状況のもと、コア事業の成長拡大のため、品質保証事業では、本年４月に医薬品企業で豊富な開発経験を

有する人材を採用し、既存顧客の深耕、大口化及び新規顧客獲得にむけて積極的な営業展開を行いました。ジェネリッ

ク医薬品企業には、内製試験外注化の啓発活動を行いましたが、既存顧客の開発パイプライン数やスケジュールの見直

し等により契約が遅延し、売上高は884,862千円（前年同期比1.5％減）となりました。

　薬物動態事業では、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

を行いましたが、前年契約試験のうち予備試験で先発医薬品とジェネリック医薬品の同等性が得られたことに伴い、本

年度予定した本試験が中止となりました。加えて、ジェネリック医薬品の申請頻度が年1回から2回になり、2回目の申請

時期を見越して開発されつつあることから、契約が遅延し、売上高は157,384千円（同15.8％減）となりました。

　以上の結果、売上高合計1,042,246千円（前年同期比4.0％減）となり、営業利益140,989千円（同49.5％減）、経常利

益142,071千円（同47.2％減）、第３四半期純利益82,944千円（同44.4％減）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して149,639千円減少し1,979,151千円となりました。その主

な要因は売上債権の減少179,399千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211,133千円減少し448,400千円となりました。その主な要因は、中間納付額

の増加に伴う未払法人税等の減少97,944千円、短期借入金及び長期借入金の減少106,400千円によるものであります。

　純資産は、第３四半期純利益82,944千円の確保による利益剰余金の増加の結果1,530,751千円となりました。

　このような結果、自己資本比率は、前事業年度末より8.3ポイント増加し77.3％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比して473,244千円

減少し279,354千円となりました。

　営業活動の結果得られた資金は、163,546千円となりました。これは主に税引前第３四半期純利益142,419千円及び売

上債権の減少179,399千円等の増加要因に対し、法人税等の支払173,545千円等の減少要因によるものであります。

　投資活動の結果支出した資金は、508,940千円となりました。これは主に定期預金の預入による支出420,000千円及び

有形固定資産の取得による支出85,065千円によるものであります。

　財務活動の結果支出した資金は、127,850千円となりました。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

106,400千円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当期の業績予想につきましては、中間会計期間末において、下期にずれ込む既契約案件の試験開始及び顧客都合によ

り遅延した新規案件の受注が見込まれることにより、平成18年11月９日に公表致しました通期業績予想については変更

することなく営業活動に注力してまいりました。

　しかし、受注予定の大型案件のいくつかで顧客都合により開発スケジュールが変更になり来期の受注となりました。

前年契約試験のうち予備試験で先発医薬品とジェネリック医薬品の同等性が得られたことに伴い、本年度予定した本試

験が中止となったこと、及びファーマコゲノミクス（PGx）事業では顧客へのPGx啓発活動が主体となり、受注に至らな

かったことなどにより、売上高は1,538,331千円となり、計画を下回る見込みとなりました。

　売上原価、販売費及び一般管理費につきましては、その削減に努めたことにより当初計画に対して減少致しましたが、

上記のとおり売上高が計画を下回る見込みとなったため、この影響により、営業利益は309,956千円、経常利益は310,858

千円、当期純利益は176,000千円と予想され、いずれも計画を下回る見込みとなります。

なお、当該内容につきましては、平成19年８月３日付で「業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30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
（％）

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   709,354   762,599   

２．売掛金  541,290   446,744   626,144   

３．貯蔵品  10,729   9,298   8,591   

４．その他  40,307   85,374   49,314   

５．貸倒引当金  △1,028   △832   △1,180   

流動資産合計   1,058,447 62.5  1,249,940 63.2  1,445,468 67.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 367,283   335,308   356,639   

(2）土地 ※２ 126,490   202,888   202,888   

(3）その他  72,712   121,987   57,849   

有形固定資産合計  566,486   660,184   617,377   

２．無形固定資産  741   7,022   727   

３．投資その他の資産  67,148   62,004   65,217   

固定資産合計   634,376 37.5  729,210 36.8  683,322 32.1

資産合計   1,692,824 100.0  1,979,151 100.0  2,128,791 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  38,623   29,856   36,882   

２．短期借入金  200,000   －   65,000   

３．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 55,200   55,200   55,200   

４．未払法人税等  53,485   －   97,944   

５．賞与引当金  20,265   24,522   40,350   

６．役員賞与引当金  －   －   10,000   

７．その他 ※３ 124,919   173,692   148,808   

流動負債合計   492,493 29.1  283,271 14.4  454,185 21.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 188,600   138,000   179,400   

２．退職給付引当金  29,580   26,661   25,948   

３．その他  －   466   －   

固定負債合計   218,180 12.9  165,128 8.3  205,348 9.7

負債合計   710,673 42.0  448,400 22.7  659,534 31.0

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   725,000 42.8  957,500 48.4  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   3,145   1,000   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  256,150   337,606   278,256   

利益剰余金合計   257,150 15.2  340,751 17.2  279,256 13.1

株主資本合計   982,150 58.0  1,530,751 77.3  1,469,256 69.0

純資産合計   982,150 58.0  1,530,751 77.3  1,469,256 69.0

負債純資産合計   1,692,824 100.0  1,979,151 100.0  2,128,791 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,085,137 100.0  1,042,246 100.0  1,470,218 100.0

Ⅱ　売上原価   624,545 57.6  696,527 66.8  848,125 57.7

売上総利益   460,592 42.4  345,718 33.2  622,093 42.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費   181,555 16.7  204,729 19.7  260,406 17.7

営業利益   279,037 25.7  140,989 13.5  361,686 24.6

Ⅳ　営業外収益 ※１  7,466 0.7  6,727 0.6  10,199 0.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  17,432 1.6  5,645 0.5  49,828 3.4

経常利益   269,070 24.8  142,071 13.6  322,057 21.9

Ⅵ　特別利益   115 0.0  348 0.0  115 0.0

税引前第３四半期
（当期）純利益

  269,185 24.8  142,419 13.6  322,172 21.9

法人税、住民税及び
事業税

 114,631   42,900   156,973   

法人税等調整額  5,502 120,133 11.1 16,574 59,474 5.6 △5,959 151,014 10.3

第３四半期（当期）
純利益

  149,052 13.7  82,944 8.0  171,158 11.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

純資産
合計

資本金

利益剰余金

株主
資本
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

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

第３四半期純利益   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

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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

第３四半期会計期間中の変動額 

 剰余金の配当    2,145 △23,595 △21,450 △21,450 △21,450

第３四半期純利益     82,944 82,944 82,944 82,944

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － 2,145 59,349 61,494 61,494 61,494

平成19年６月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 3,145 337,606 340,751 1,530,751 1,530,751
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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

  
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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） 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

 269,185 142,419 322,172

減価償却費  46,805 47,472 64,819

退職給付引当金の
増加額

 5,276 712 1,644

賞与引当金の増減
額（△は減少）

 △11,245 △15,828 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）

 67 △348 219

受取利息  △0 － △3

支払利息  5,156 3,222 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）

 △32,444 179,399 △117,297

たな卸資産の増加
額

 △4,927 △707 △2,788

その他流動資産の
増加額

 △5,541 △17,158 △1,772

仕入債務の増減額
（△は減少）

 5,631 △7,025 3,890

前受金の増減額
（△は減少）

 △48,065 18,835 △41,060

その他流動負債の
増減額（△は減
少）

 △2,240 △916 11,647

その他固定負債の
増加額

 － 466 －

役員賞与の支払額  △10,000 － △10,000

小計  217,658 340,545 269,862

利息の受取額  0 － 3

利息の支払額  △5,655 △3,453 △6,628

法人税等の支払額  △131,840 △173,545 △129,724

営業活動による
キャッシュ・フロー

 80,162 163,546 133,512
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前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動による
キャッシュ・フロー

    

定期預金の預入に
よる支出

 － △420,000 －

有形固定資産の取
得による支出

 △241,119 △85,065 △317,109

無形固定資産の取
得による支出

 － △6,791 －

有形固定資産の売
却による収入

 234 － 349

その他投資等の増
減額（△は増加）

 △209 2,915 69

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △241,093 △508,940 △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 － 400,000

短期借入金の返済
による支出

 △200,000 △65,000 △335,000

長期借入金の返済
による支出

 △41,400 △41,400 △50,600

株式の発行による
収入

 － － 461,898

配当金の支払額  － △21,450 －

財務活動による
キャッシュ・フロー

 158,600 △127,850 476,298

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）

 △2,331 △473,244 293,120

Ⅵ　現金及び現金同等物
の期首残高

 459,478 752,599 459,478

Ⅶ　現金及び現金同等物
の第３四半期末（期
末）残高

 ※ 457,147 279,354 752,599
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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
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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

(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

　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。

（会計方針の変更）

　法人税法の改正（所得税法等の一

部を改正する法律（平成19年３月30

日　法律第６号）及び法人税法施行

令の一部を改正する政令（平成19年

３月30日　政令第83号））に伴い、

平成19年４月１日以降に取得したも

のについては、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

　なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(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。

(2）無形固定資産

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

(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

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。

 (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

同左

(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

同左

(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
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18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 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 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

(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

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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。

 

─────
 

 

（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。

─────
 

 

（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。

 

㈱応用医学研究所　（2123）平成 19 年９月期　第３四半期財務・業績の状況（非連結）

－ 12 －



(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成19年６月30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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 442,331千円  507,307千円  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。

※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

建物 113,679千円

土地 94,990千円

計 208,670千円

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 188,600千円

※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 138,000千円

※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。

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺

のうえ、当該金額11,560千円を流動負債の

「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）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 ※１　営業外収益のうち主要なもの

賃貸収入 5,935千円 賃貸収入 5,935千円 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 ※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

支払利息 3,222千円 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 46,762千円

無形固定資産 42千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 46,976千円

無形固定資産 496千円

　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）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６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 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

 

２．配当に関する事項

(1）配当支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月９日

取締役会
普通株式 21,450 6.50 平成19年３月31日 平成19年６月12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．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。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係

※　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６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18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 709,354千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△430,000千円

現金及び現金同等物 279,354千円

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

（リース取引関係）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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３四半期末残高相当額

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

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

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）

第３四
半期末
残高相
当額

（千円）

有形固定資産 951,143 495,735 455,407

無形固定資産 8,713 3,630 5,082

合計 959,856 499,366 460,490

 

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３四半期末残高相当額 (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 150,995千円

１年超 320,553千円

合計 471,549千円

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

(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 133,933千円

減価償却費相当額 123,043千円

支払利息相当額 11,590千円

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

(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

(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

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 1,904千円

合計 3,248千円

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

（減損損失について）

同左
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（有価証券関係）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30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）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19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。

（ストック・オプション等関係）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30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）

前第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。

当第３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19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。
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（１株当たり情報）

前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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 338.67円

１株当たり第３四半期

純利益金額
51.40円

１株当たり純資産額 463.86円

１株当たり第３四半期

純利益金額
25.13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

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。

　（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。

 
前第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）

当第３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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３四半期（当期）純利益

（千円）
149,052 82,944 171,158

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
149,052 82,944 171,158

期中平均株式数（株） 2,900,000 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

前第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)

当第３四半期会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30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
（％）

売上高
（千円）

構成比
（％）

品質保証事業 898,183 82.8 884,862 84.9 1,200,192 81.6

薬物動態事業 186,954 17.2 157,384 15.1 270,026 18.4

合計 1,085,137 100.0 1,042,246 100.0 1,470,218 100.0

（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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