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平成 20 年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 19 年 11 月９日 

上 場 会 社 名        株式会社オストジャパングループ 上場取引所  札証アンビシャス 
コ ー ド 番 号         2757               ＵＲＬ  http://www.ost-japan.com   
代  表  者 代表取締役社長 村上 睦 
問合せ先責任者 常務取締役   山田 耕資   ＴＥＬ (011) 896 － 5533     
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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   ％

20 年６月期第１四半期 1,195      － △15      － △30      － △41      －

19 年６月期第１四半期 －      － －      － －      － －      －

19 年６月期 4,828      － 140      － 140      － 45      －

 

 
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

20 年６月期第１四半期 △9,638   93 －   －

19 年６月期第１四半期 －  － －   －

19 年６月期 12,069   06 －   －

(注) 1．当社は、当第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の実績及びこれに対

する増減率につきましては記載しておりません。 

2．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、ストック・オプション（新株予約権）を付与して

おりますが、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。 

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年６月期第１四半期 2,187  475  21.7 99,506   53

19 年６月期第１四半期 －  －  － －  －

19 年６月期 2,137  457  21.4 109,375   27

 
(3) 連結キャッシュ・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

20 年６月期第１四半期 76  △33  12   441  

19 年６月期第１四半期 －  －  －   －  

19 年６月期 4  △311  208   387  

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 第３ 

四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19 年６月期 － － － － － － 1,000 00 1,000 00 

20 年６月期 － －    

20 年６月期（予想）  － － － － 1,000 00
1,000 00 
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３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 2,479   3.0 44 257.1 34 249.8 2    － 441   86

通     期 4,989   3.3 155  10.7 137 △2.4 81  81.4 17,086   19

 
４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う
特定子会社の異動） 

： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(4) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、札幌証券取引所の「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関する基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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   ％

20 年６月期第１四半期 62   － 9   － 0     － △0     －

19 年６月期第１四半期 －   － －   － －    － －    －

19 年６月期 248    － 56     － 61    － 29     －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭

20 年６月期第１四半期 △108  21

19 年６月期第１四半期 －   －

19 年６月期 7,986   87

(注) 当社は、当第１四半期より四半期財務諸表を作成しているため、前年同四半期の実績及びこれに対する増減

率につきましては記載しておりません。 

 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年６月期第１四半期 546  529  96.9 110,808   58

19 年６月期第１四半期 －  －  － －   －

19 年６月期 496  469  94.6 112,413    21

 
６．平成 20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 124   0.0 0     － 2 △93.6 △0    － △65   14

通     期 248  0.0 23 △58.1 27 △55.5 12 △59.6 2,517   99

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は合理的と判断される条件・計画に基づき作成したものであります。実際の業績は今後さ

まざまな要因によって予想数値と異なることがありえます。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や設備投資に一部弱さが見られるなど不安定な要因

もありますが、好調な企業収益を背景に雇用情勢の改善や個人消費も底堅く推移するなど、緩やかな景気の拡

大が持続しました。 
 当社を取り巻く環境は、調剤薬局事業においては、引き続き分業率の伸びは鈍化傾向にあり、医療費抑制施

策が進展していることにより厳しい状況で推移するものと思われます。 
また、福祉業界では、介護事業者の虚偽申請による不正請求など、介護保険制度への信頼を損うような様々

な問題が明らかになり、介護事業者のあり方が問われております。 
このような環境のなか、当社グループは「質の高い健康を提案するトータルコーディネート会社」として、

調剤薬局事業、福祉事業、研究開発事業および不動産関連事業の各事業を展開してまいりました。 
 
①調剤薬局事業 
調剤薬局事業は、既存店舗が安定的な収益を計上しております。この結果、売上高は 1,104 百万円、営業利

益は 70 百万円となりました。 
引き続きドミナント戦略による事業の効率化を推し進めてまいります。 

 
②福祉事業 
福祉事業は、引き続き自社サービス品質の維持向上を目標とし、入居者様及び通所者様本意の施設を目指し

て堅実に事業を推進してまいりました。この結果、売上高は 56 百万円、営業利益は 2百万円となりました。 

 
③研究開発事業 
研究開発事業は、サケ魚卵外皮（サーモンオバリー）からアミノ酸・ペプチドを抽出し健康食品原料として

販売するサーモンオバリーペプチド事業部門において、前連結会計年度の４月より標津工場での生産を開始し

ておりますが、地球温暖化による海水温上昇の影響によりサケ漁のピークがずれ込んだことによって原料調達

が遅れたことで、製造量が減少し固定費を回収するまでにはいたりませんでした。この結果、売上高は 30 百万

円、営業損失 38 百万円となりました。なお、原料につきましては、回収地域の拡大及び回収方法の多様化によ

り通期で生産に必要な量を確保できる見込となっております。 

 
④不動産関連事業 
 不動産関連事業におきましては、不動産賃貸・管理収入が主なものであります。 
 
この結果、売上高 1,195 百万円、営業損失 15 百万円、経常損失 30 百万円、四半期純損失 41 百万円となりまし

た。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、公募増資による現金及び預金の増加や子会社の設備投資による固定資産

の増加等により 2,187 百万円となりました。 

また、負債につきましては、12 月に支給する賞与の引当金計上等により、1,711 百万円となりました。 

純資産については、公募増資による資本金及び資本剰余金の増加等により、475 百万円となりました。 

この結果、１株当たり純資産は、99,506 円 53 銭となりました。 

キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは 76 百万円の取得、投資活動によ

るキャッシュ・フローは 33 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは 12 百万円の取得となりまし

た。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して

54 百万円増加し、441 百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年６月期の連結業績予想については、概ね予想通り推移しており、現時点においては、平成 19 年６月

期決算短信（平成 19 年９月 10 日発表）掲載の業績予想値と変更はありません。 

 

４．その他  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 
前連結会計年度 

(平成19年６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  441,752 387,342  

２ 受取手形及び売掛金 ※１ 583,525 651,236  

３ 債権売却未収入金  29,705 28,941  

４ たな卸資産  192,783 168,027  

５ 繰延税金資産  18,406 1,806  

６ その他  43,250 32,706  

貸倒引当金  △6,062 △6,584  

流動資産合計  1,303,360 59.6 1,263,476 59.1 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物 ※２ 523,731 525,690   

減価償却累計額  163,996 157,859   

減損損失累計額  19,292 340,441 23,918 343,912  

(2) 機械装置及び運搬具  170,652 169,650   

減価償却累計額  25,748 144,904 15,082 154,568  

(3) 工具、器具及び備品  43,645 41,085   

減価償却累計額  21,095 22,550 18,919 22,166  

(4) 土地 ※２ 195,663 167,768  

有形固定資産合計  703,559 32.2 688,415 32.2 

２ 無形固定資産    

(1) のれん  16,838 19,644  

(2) その他  23,426 24,819  

無形固定資産合計  40,264 1.8 44,464 2.1 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  1,756 1,865  

(2) 繰延税金資産  32,675 33,942  

(3) 敷金保証金  50,487 50,784  

(4) その他  50,937 51,680  

投資その他の資産合計  135,856 6.2 138,273 6.5 

固定資産合計  879,681 40.2 871,153 40.8 

Ⅲ 繰延資産    

１ 株式交付費  2,129 －  

２ 新株発行費  － 365  

３ 社債発行費  675 900  

４ 開発費  1,424 1,709  

繰延資産合計  4,228 0.2 2,975 0.1 

資産合計  2,187,270 100.0 2,137,605 100.0 
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当第１四半期連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(平成 19 年６月 30 日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
(％)

金額（千円） 
構成比 
(％) 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金  931,139 880,395  

２ １年以内返済予定長期借入金 ※２ 82,911 83,173  

３ １年以内償還予定社債  40,000 30,000  

４ 未払金  77,188 84,194  

５ 未払法人税等  27,399 21,104  

６ 賞与引当金  38,923 －  

７ その他  24,083 44,718  

流動負債合計  1,221,645 55.9 1,143,586 53.5 

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  － 25,000  

２ 長期借入金 ※２ 480,820 502,060  

３ その他  9,164 9,769  

固定負債合計  489,984 22.4 536,829 25.1 

負債合計  1,711,629 78.3 1,680,416 78.6 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  276,617 12.6 244,325 11.4 

２ 資本剰余金  178,617 8.2 146,325 6.9 

３ 利益剰余金  20,389 0.9 66,364 3.1 

株主資本合計  475,623 21.7 457,014 21.4 

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価差額金  17 0.0 174 0.0 

評価・換算差額等合計  17 0.0 174 0.0 

純資産合計  475,641 21.7 457,188 21.4 

負債純資産合計  2,187,270 100.0 2,137,605 100.0 
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(2) 四半期連結損益計算書 

  

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６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  1,195,174 100.0 4,828,540 100.0 

Ⅱ 売上原価  1,126,796 94.3 4,367,626 90.5 

売上総利益  68,378 5.7 460,914 9.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１ 役員報酬  21,753 90,311   

２ 給与手当  11,812 55,036   

３ 賞与引当金繰入額  2,831 －   

４ 貸倒引当金繰入額  － 630   

５ のれん償却  2,806 12,593   

６ その他  44,600 83,804 7.0 161,470 320,043 6.6 

営業利益又は営業損失（△）  △15,426 △1.3 140,870 2.9 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息及び配当金  404 311   

２ 助成金収入  － 17,363   

３ 施設負担金収入  988 4,226   

４ 保険解約返戻金収入  355 101   

５ その他  572 2,320 0.2 1,788 23,790 0.5 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  4,405 15,481   

２ 株式交付費償却  144 －   

３ 新株発行費償却  － 365   

４ 社債発行費償却  225 900   

５ 株式公開関連費用  10,658 －   

６ 債権売却損  399 1,593   

７ その他  1,469 17,302 1.4 5,858 24,199 0.5 

経常利益又は経常損失（△）  △30,407 △2.5 140,462 2.9 

Ⅵ 特別利益    

１ 貸倒引当金戻入益  521 －   

２ 固定資産売却益 ※１ － 128   

３ 店舗譲渡等整理益  － 521 0.0 2,220 2,348 0.1 

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ － 1,765   

２ 固定資産売却損 ※３ － 78   

３ 減損損失 ※４ － 12,833   

４ 投資有価証券評価損  － 4,690   

５ 製品廃棄損  － 2,827   

６ 過年度給与手当等  － 7,223   

７ 調剤報酬返還金  － 2,827   

８ 事業改善費用  － 705   

９ 盗難損失金  － － － 41 32,994 0.7 

税金等調整前第１四半期純損失（△） 
又は税金等調整前当期純利益 

 △29,886 △2.5 109,816 2.3 

法人税、住民税及び事業税  27,135 61,417   

法人税等調整額  △15,227 11,907 1.0 3,381 64,799 1.4 

第１四半期純損失（△） 
又は当期純利益 

 △41,794 △3.5 45,017 0.9 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 
 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成 19 年６月 30 日残高（千円） 244,325 146,325 66,364 457,014 174 457,188

第１四半期連結会計期間中の変 

動額 
 

新株の発行 32,292 32,292 64,584  64,584

剰余金の配当 △4,180 △4,180  △4,180

第１四半期純損失（△） △41,794 △41,794  △41,794

株主資本以外の項目の第１四

半期連結会計期間中の変動額

(純額) 

△156 △156

第１四半期連結会計期間中の変

動額合計（千円） 
32,292 32,292 △45,974 18,609 △156 18,452

平成 19 年９月 30 日残高（千円） 276,617 178,617 20,389 475,623 17 475,641

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金
株主資本

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

純資産合計

平成 18 年６月 30 日残高(千円) 220,325 146,325 21,346 387,996 75 388,072

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 24,000 24,000  24,000

当期純利益 45,017 45,017  45,017

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額) 
98 98

連結会計年度中の変動額合計(千

円) 
24,000 － 45,017 69,017 98 69,116

平成 19 年６月 30 日残高(千円) 244,325 146,325 66,364 457,014 174 457,188
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６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    
税金等調整前第１四半期純損失（△） 
又は税金等調整前当期純利益 

 △ 29,886 109,816 

減価償却費  22,052 55,812 

のれん償却  2,806 34,787 

減損損失  － 12,833 

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △    521 630 

賞与引当金の増加額  38,923 － 

受取利息及び受取配当金  △    404 △    311 

支払利息  4,405 15,481 

投資有価証券評価損  － 4,690 

株式交付費償却  144 － 

新株発行費償却  － 365 

社債発行費償却  225 900 

株式公開関連費用  10,658 － 

有形固定資産売却益  － △    128 

有形固定資産売却損  － 78 

有形固定資産除却損  － 1,765 

製品廃棄損  － 2,827 

店舗譲渡等整理益  － △  2,220 

未収還付消費税等の増加額  △  1,367 △  7,719 

その他資産の減少額（△増加額）  △  9,019 1,344 

売上債権の減少額（△増加額）  66,948 △ 83,841 

たな卸資産の増加額  △ 24,755 △ 13,850 

仕入債務の増加額  50,744 8,978 

未払金の減少額  △  8,885 △  1,873 

長期前払消費税等の減少額  905 3,434 

未払消費税等の減少額  △    678 △  4,045 

その他負債の減少額  △ 21,793 △ 23,697 

預り敷金の増加額  － 117 

小計  100,501 116,177 

利息及び配当金の受取額  404 311 

利息の支払額  △  4,405 △ 15,175 

法人税等の支払額  △ 20,413 △ 96,434 

営業活動によるキャッシュ・フロー  76,086 4,878 

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  △ 32,566 △286,169 

有形固定資産の売却による収入  － 164 

店舗譲渡等による収入  － 2,220 

無形固定資産の取得による支出  － △ 24,500 

出資金の売却による収入  － 50 

投資有価証券の取得による支出  △    154 △    605 

その他の投資の純増加額  △  1,115 △  2,691 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 33,835 △311,532 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入れによる収入  － 283,000 

長期借入金の返済による支出  △ 21,503 △ 68,579 

社債償還による支出  △ 15,000 △ 30,000 

新株の発行による収入  62,675 24,000 

株式公開関連費用の支出  △ 10,658 － 

配当金の支払額  △  3,355 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  12,159 208,420 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  54,410 △ 98,233 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  387,342 485,575 
Ⅵ 現金及び現金同等物の第１四半期期末（期末）

残高 
※１ 441,752 387,342 
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(5) 第１四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 （１）連結子会社の数  ３社 

株式会社オストジャパン 

北日本化学株式会社 

有限会社ファーマコリサーチ 

 

（２）主要な非連結子会社の名称等 

当社はすべての子会社を連結して

おり、非連結子会社はありません。

（１）連結子会社の数  ３社 

株式会社オストジャパン 

北日本化学株式会社 

有限会社ファーマコリサーチ 

 

（２）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。 同左 

３ 連結子会社の第１四半期決

算日（決算日）等に関する

事項 

すべての連結子会社の第１四半期の

末日は、第１四半期連結決算日と一致し

ております。 

すべての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項 （１）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

第１四半期連結決算日の市場

価格等に基づく時価法（評価差額

は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採

用しております。 

 

②たな卸資産 

移動平均法による原価法 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

①有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

(a)平成19年３月31日以前に取

得したもの 

法人税法に規定する旧定額

法 

(b)平成19年４月１日以降に取

得したもの 

法人税法に規定する定額法

 

建物（附属設備を除く）以外 

(a) 平成19年３月31日以前に取

得したもの 

法人税法に規定する旧定率

法 

(b)平成19年４月１日以降に取

得したもの 

法人税法に規定する定率法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物    15～34年 

機械装置及び運搬具  4～9年 

工具、器具及び備品  2～6年 

（１）重要な資産の評価基準及び評価方

法 

①有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採

用しております。 

時価のないもの 

同左 

 

 

②たな卸資産 

同左 

 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

①有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

(a)平成19年３月31日以前に取

得したもの 

法人税法に規定する旧定額

法 

(b)平成19年４月１日以降に取

得したもの 

法人税法に規定する定額法

 

建物（附属設備を除く）以外 

(a) 平成19年３月31日以前に取

得したもの 

法人税法に規定する旧定率

法 

(b)平成19年４月１日以降に取

得したもの 

法人税法に規定する定率法

なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物及び構築物    15～34年 

機械装置及び運搬具  4～9年 

工具、器具及び備品  2～6年 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間から、平成19

年３月31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。 

これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前第１四半期純利益に与える影響

は軽微であります。 

 

（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

日以降に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

これに伴い、前連結会計年度と同一の方

法によった場合と比べ、営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ2,244千円減少しております。 

 

 

②無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、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）に基づいております。

 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費は、３年間で均等償却し

ております。なお、過年度の連結会計

年度に計上していた新株発行費は、株

式交付費に振替えております。 

社債発行費は、３年以内均等額以上

を償却しております。 

開発費は、５年以内均等額以上を償

却しております。 

 

（４）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。 

 

②賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備

え、その見込額のうち、各四半期連

結会計期間負担額を計上しておりま

す。 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費は、３年以内均等額以上

を償却しております。 

社債発行費は、３年以内均等額以上

を償却しております。 

開発費は、５年以内均等額以上を償

却しております。 

 

 

 

（４）重要な引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

―――― 
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項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

 

（５）重要な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。 

 

（６）その他第１四半期連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
税抜方式を採用しております。な

お、控除不能消費税等は、発生事業
年度の期間費用としております。但
し、固定資産に係る控除対象外消費
税等は、投資その他の資産の「その
他」に計上し、法人税法の規定によ
り均等償却を行っております。 

（５）重要なリース取引の処理方法 

同左 

 

 

 

 

 

（６）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 
 

５ 連結子会社の資産及び負債の
評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に
ついては、全面時価評価法を採用してお
ります。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却
に関する事項 

のれんの償却については、５年間の均

等償却を行っております。 

同左 

７ 第１四半期連結キャッシュ・
フロー計算書（連結キャッシ
ュ・フロー計算書）における
資金の範囲 

第１四半期連結キャッシュ・フロー計
算書における資金（現金及び現金同等物）
は、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
の変動については僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ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。

   連結キャッシュ・フロー計算書におけ
る資金（現金及び現金同等物）は、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
ついては僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ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。 

 
表示方法の変更 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

―――― 

 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度において、「営業権」及び「連結調整勘

定」として掲記されていたものは、当連結会計年度から

「のれん」と表示しております。 

 

（連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書）

 前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」とし

て掲記されていたもの及び「減価償却費」に含めて掲記

されていた営業権償却額は、当連結会計年度から「のれ

ん償却」と表示しております。 

なお、前連結会計年度において、営業権償却額は「減

価償却費」に22,193千円含まれております。 
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(5) 注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 
当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度 
（平成19年６月30日現在） 

※１．第１四半期連結会計期間末日満期手形 

第１四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第１四半期連結会計期間の末日は金融機

関の休日であったため、次の第１四半期連結会計期間

末日満期手形が第１四半期連結会計期間末残高に含

まれております。 

受取手形       850千円 

 

※２．担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

 

建物及び構築物         249,833千円 

土     地         145,315千円 

計            395,149千円 

１年以内返済予定長期借入金   63,107千円 

長期借入金           386,306千円 

計            449,413千円 

 

 ３．受取手形割引高は、22,155千円であります。 

 

※１．        ―――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２．担保に供している資産及び担保権によって担保さ

れている債務は次のとおりであります。 

 

建物及び構築物         253,570千円 

土     地         145,315千円 

計            398,886千円 

１年以内返済予定長期借入金   63,369千円 

長期借入金           403,595千円 

計            466,965千円 

 

３．        ―――― 
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(四半期連結損益計算書関係) 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※１．        ―――― 

 

 

※２．        ―――― 

 

 

※３．        ―――― 

 

 

※４．        ―――― 

 

 

※１．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具       128千円 

 

※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物        1,765千円 

 

※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物          78千円 

 

※４．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 

あすなろ調剤薬

局(旭川市) 

調剤
薬局

建物及び構築物 

当社グループは、管理会計上の事業区分に基づく事

業所単位をキャッシュ・フローを生み出す 小の単位

とし、本社等の全事業資産を共用資産としてグルーピ

ングしております。 

調剤薬局１店舗については、２年間キャッシュ・フ

ローのマイナスが継続しており、将来的にも収益性向

上の見通しが立たない状況下であることから、帳簿価

額及びリース資産の一部転用可能資産を除き減損損失

（12,833千円）として特別損失に計上しております。

その内訳は、建物及び構築物12,833千円であります。

なお、回収可能価額については、正味売却価額によ

り測定しており、入手可能な評価額及び市場価格等を

勘案した自社における合理的な見積額に基づいて評価

しております。 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９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 

 
前連結会計年度末 

株式数（株） 

当第１四半期連結会

計期間増加株式数

（株） 

当第１四半期連結会

計期間減少株式数

（株） 

当第１四半期連結会

計期間末株式数

（株） 

発行済株式     

 普通株式 4,180 600 － 4,780

合計 4,180 600 － 4,780

自己株式  

 普通株式 － － － －

合計 － － － －

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 600 株は、平成 19 年９月７日の公募増資による新株の発行による増加でありま

す。 

 

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 

(1) 配当金支払額 

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９月27日 

定時株主総会 
普通株式 4,180 1,000

平成19年 

６月30日 

平成19年 

９月28日 

 

(2) 基準日が当第１四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第１四半期連結会計期間

末後となるもの 

該当事項はありません。 
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前連結会計年度（自 平成 18 年７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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度増加

株式数（株） 

当連結会計年度減少

株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式     

 普通株式(注) 3,700 480 － 4,180

合計 3,700 480 － 4,180

自己株式  

 普通株式 － － － －

合計 － － － －

(注) 普通株式の発行済株式総数の増加 480 株は、ストック・オプション（新株予約権）の行使による増加であります。 

 

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 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
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９月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 4,180 1,000

平成19年 

６月30日 

平成19年

９月28日

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※１．現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と第１

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

（平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定         441,752千円 

現金及び現金同等物        441,752千円 

 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 

（平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定         387,342千円 

現金及び現金同等物        387,342千円 
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(リース取引関係) 

 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６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、減損損失累計額相当額及び第１四半期期末残

高相当額 

（単位：千円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

減損損失

累計額相

当額 

第１四半

期期末残

高相当額

機械装置及び

運搬具 
26,449 8,652 － 17,797

工具、器具及び

備品 
310,637 176,783 3,135 130,718

ソフトウェア 20,262 17,888 － 2,373

合 計 357,349 203,324 3,135 150,889
 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

減損損失

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

機械装置及び

運搬具 
17,913 9,756 － 8,157

工具、器具及び

備品 
540,118 445,019 4,391 90,707

ソフトウェア 27,519 24,098 － 3,420

合 計 585,551 478,874 4,391 102,285
 

（２）未経過リース料第１四半期期末残高相当額等 

未経過リース料第１四半期期末残高相当額 

1 年 内               56,777千円

1 年 超              102,942千円

合 計                    159,720千円

リース資産減損勘定の残高       3,135千円

 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料        19,174千円 

リース資産減損勘定の取崩額 1,255千円 

減価償却費相当額     17,074千円 

支払利息相当額         961千円 

減損損失           －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。 

 

（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。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

1 年 内            2,485千円 

1 年 超            1,779千円 

合 計             4,264千円 

 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

1 年 内               53,151千円

1 年 超               62,705千円

合 計                    115,856千円

リース資産減損勘定の残高       4,391千円

 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料        76,900千円 

リース資産減損勘定の取崩額 9,310千円 

減価償却費相当額     69,087千円 

支払利息相当額       4,603千円 

減損損失           －千円 

 

（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 

同左 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

1 年 内            2,965千円 

1 年 超            2,160千円 

合 計             5,125千円 
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(有価証券関係) 

当第１四半期連結会計期間末（平成 19 年９月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 取得原価（千円） 
第１四半期連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 

（２）債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 
（３）その他 

1,418 

－ 

－ 

－ 
－ 

1,447 

－ 

－ 

－ 
－ 

28 

－ 

－ 

－ 
－ 

合計 1,418 1,447 28 

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   

 第１四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

309 

 

前連結会計年度（平成 19 年６月 30 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

種類 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

（１）株式 

（２）債券 

①国債・地方債等 

②社債 

③その他 
（３）その他 

1,263 

－ 

－ 

－ 
－ 

1,556 

－ 

－ 

－ 
－ 

292 

－ 

－ 

－ 
－ 

合計 1,263 1,556 292 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

   

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

309 

(注) 当連結会計年度において、有価証券について、4,690千円(その他有価証券で時価のない株式4,690千円)、

減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合にはすべて減

損処理を行い、30～50％程度の下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等考慮して必要と認

められた額について減損処理を行っております。 
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(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期連結会計期間末(平成 19 年９月 30 日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(平成 19 年６月 30 日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

 

(ストック・オプション等関係) 

当第１四半期連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日) 

該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日) 

該当事項はありません。 
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 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

 

 
調剤薬局 
事業 

（千円） 

福祉事業
（千円）

研究開発
事業 

（千円）

不動産 
関連事業
（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

1,104,998 56,865 30,219 3,091 1,195,174 － 1,195,174

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

263 － 206 3,417 3,887 (3,887) －

計 1,105,262 56,865 30,426 6,508 1,199,062 (3,887) 1,195,174

  営業費用 1,034,422 54,160 68,683 1,051 1,158,319 52,281 1,210,600

  営業利益又は営業損失(△) 70,839 2,705 △38,257 5,456 40,743 (56,169) △15,426

(注) １ 事業区分は、業種業態に照らし区分を行っております。 
２ 各区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

(1) 調剤薬局事業……………調剤薬局の経営  
(2) 福祉事業…………………福祉施設の経営 
(3) 研究開発事業……………化粧品の開発製造及び健康食品等原料製造を含む受託研究 

  (4) 不動産関連事業…………不動産賃貸・管理業務等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（52,281千円）の主なものは、親会

社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

 

前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 
 

 
調剤薬局 
事業 

（千円） 

福祉事業
（千円）

研究開発
事業 

（千円）

不動産 
関連事業
（千円）

計 
（千円） 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
（千円）

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高 

4,392,050 220,259 203,784 12,445 4,828,540 － 4,828,540

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

235 － 858 16,038 17,132 (17,132) －

計 4,392,286 220,259 204,642 28,483 4,845,672 (17,132) 4,828,540

  営業費用 4,047,136 204,050 238,825 5,841 4,495,853 191,815 4,687,669

  営業利益又は営業損失(△) 345,149 16,209 △34,182 22,642 349,818 (208,948) 140,870

(注) １ 事業区分は、業種業態に照らし区分を行っております。 
２ 各区分に属する主な内容は、次のとおりであります。 

(1) 調剤薬局事業……………調剤薬局の経営  
(2) 福祉事業…………………福祉施設の経営 
(3) 研究開発事業……………化粧品の開発製造及び健康食品等原料製造を含む受託研究 

 (4) 不動産関連事業…………不動産賃貸・管理業務等 
３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（191,815千円）の主なものは、親

会社本社の総務部門等管理部門にかかる費用であります。 

４ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項 （2）重要な

減価償却資産の減価償却の方法（会計方針の変更）に記載の通り、平成19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「調剤薬局事業」が18

千円、「研究開発事業」が2,221千円、「消去又は全社」が4千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少

しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及

び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 
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【海外売上高】 

当第１四半期連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
（１株当たり情報） 

項目 
当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 99,506円53銭 109,375円27銭

１株当たり第１四半期純損失金額（△） 
又は１株当たり当期純利益 

△9,638円93銭 12,069円06銭

潜在株式調整後 
１株当たり第１四半期（当期）純利益金額

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、
ストック・オプション（新株予約権）
を付与しておりますが、１株当たり
第１四半期純損失であるため、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、ス
トック・オプション（新株予約権）
を付与しておりますが、当社株式
は非上場であり、期中平均株価が
把握できないため、記載しており
ません。 

 

（注）1．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 
前連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

純資産の部の合計額             （千円） 475,641 457,188 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

－ － 

普通株式に係る第１四半期期末 
（期末）の純資産額        （千円）

475,641 457,188 

１株当たり純資産額の算定に用いられた第

１四半期期末（期末）の普通株式の数（株）
4,780 4,180 

 
２．１株当たり第１四半期純損失（△）又は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。 

 
当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額 

第１四半期純損失（△） 
又は当期純利益           （千円） 

△41,794 45,017 

普通株主に帰属しない金額      （千円） － － 

普通株式に係る第１四半期純損失（△） 

又は当期純利益           （千円） 
△41,794 45,017 

期中平均株式数                （株） 4,336 3,730 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり第１四半期（当期）純利益金額の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権 ３種類（新株予

約権 346個）。旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権 

平成14年６月19日臨時株主

総会決議685株 137個 

平成16年９月30日定時株主

総会決議40株 ８個 

平成18年４月26日臨時株主

総会決議201株 201個 

新株予約権 ３種類（新株予

約権 346個）。旧商法第280条

ノ20及び第280条ノ21の規定

に基づく新株予約権 

平成14年６月19日臨時株主

総会決議685株 137個 

平成16年９月30日定時株主

総会決議40株 ８個 

平成18年４月26日臨時株主

総会決議201株 201個 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

―――― 

 

当社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所の承認を得

て、平成 19 年９月 10 日にアンビシャス市場に上場いたし

ました。 

上場にあたり、平成 19 年８月６日及び平成 19 年８月 20

日並びに平成 19 年８月 29 日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、平成 19 年９月７日に

払込が完了いたしました。 

この結果、平成 19 年９月７日付けで資本金は 276,617

千円、発行済株式総数は 4,780 株となっております。 

①募集方法 一般募集（ブックビルディング方式による

募集） 

②発行する株式の種類及び数 

             当社普通株式 600 株 

③発行価格     １株につき金 117,000 円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④引受価額     １株につき金 107,640 円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込

金として平成 19 年９月７日に受け取った金額でありま

す。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人

の手取金となります。 

⑤発行価額     １株につき金 82,450 円 

⑥資本組入額    １株につき金 53,820 円 

⑦発行価額の総額  49,470,000 円 

⑧払込金額の総額  64,584,000 円 

⑨資本組入額の総額 32,292,000 円 

⑩払込期日       平成 19 年９月７日(金曜日) 

⑪資金の使途       子会社の設備投資のための貸付金

として全額充当する予定でありま

す。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年６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  68,830  45,216

２ 繰延税金資産  1,074  1,218

３ 短期貸付金 ※１ 296,000  269,000

４ 未収入金 ※１ 21,877  21,847

５ その他  3,121  4,496

流動資産合計  390,903 71.5  341,779 68.8

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物  600 600 

減価償却累計額  58 541 51 548

(2) 工具、器具及び備品  1,140 696 

減価償却累計額  318 822 196 499

有形固定資産合計  1,363 0.2  1,048 0.2

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウェア  3,053  3,427

(2) 商標権  1,413  1,451

無形固定資産合計  4,467 0.8  4,878 1.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,756  1,865

(2) 関係会社株式  122,000  122,000

(3) 関係会社出資金  10,000  10,000

(4) 関係会社長期貸付金  9,364  9,711

(5) 長期前払費用  664  806

(6) 繰延税金資産  1,904  1,797

(7) 敷金保証金  2,330  2,330

投資その他の資産合計  148,019 27.1  148,511 29.9

固定資産合計  153,850 28.1  154,438 31.1

Ⅲ 繰延資産   

１ 株式交付費  2,078  －

２ 新株発行費  －  297

繰延資産合計  2,078 0.4  297 0.1

資産合計  546,832 100.0  496,514 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年６月30日） 

区分 注記
番号 金額（千円） 

構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

   

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債   

１ 未払金  8,560  5,131

２ 未払費用  439  427

３ 未払法人税等  1,508  15,658

４ 未払消費税等  1,514  2,119

５ 預り金  3,009  3,290

６ 賞与引当金  2,135  －

流動負債合計  17,167 3.1  26,627 5.4

負債合計  17,167 3.1  26,627 5.4

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  276,617 50.6  244,325 49.2

２ 資本剰余金   

(1) 資本準備金  178,617 146,325 

資本剰余金合計  178,617 32.7  146,325 29.5

３ 利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  74,413 79,062 

利益剰余金合計  74,413 13.6  79,062 15.9

株主資本合計  529,647 96.9  469,712 94.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

１ その他有価証券評価差額金  17 0.0  174 0.0

評価・換算差額等合計  17 0.0  174 0.0

純資産合計  529,665 96.9  469,887 94.6

負債純資産合計  546,832 100.0  496,514 100.0
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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19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６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  62,100 100.0  248,400 100.0

売上総利益  62,100 100.0  248,400 100.0

Ⅱ 販売費及び一般管理費   

１ 役員報酬  18,753 74,651 

２ 給与手当  8,024 39,591 

３ 法定福利費  2,689 10,770 

４ 賞与引当金繰入額  2,135 － 

５ 賃借料  1,192 5,243 

６ 支払報酬  2,099 9,381 

７ 支払手数料  3,423 16,715 

８ その他  13,968 52,288 84.2 35,472 191,825 77.2

営業利益  9,811 15.8  56,574 22.8

Ⅲ 営業外収益   

１ 受取利息及び配当金  1,458 4,690 

２ 施設負担金収入  178 726 

３ その他  180 1,817 2.9 0 5,417 2.1

Ⅳ 営業外費用   

１ 株式交付費償却  127 － 

２ 新株発行費償却  － 297 

３ 株式公開関連費用  10,658 10,785 17.4 － 297 0.1

経常利益  843 1.3  61,694 24.8

Ⅴ 特別利益   

１ 固定資産売却益  － － － 128 128 0.1

Ⅵ 特別損失   

１ 投資有価証券評価損  － 4,690 

２ 過年度給与手当等  － － － 837 5,527 2.2

税引前第１四半期（当期）

純利益 
 843 1.3  56,295 22.7

法人税、住民税及び事業税  1,167 27,692 

法人税等調整額  144 1,312 2.1 △1,188 26,504 10.7

第１四半期純損失（△）
又は当期純利益 

 △469 △0.8  29,791 12.0
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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 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本合計
その他有価証券

評価差額金 

純資産合計

平成 19 年６月 30 日残高 

（千円） 
244,325 146,325 79,062 469,712 174 469,887

第１四半期会計期間中の変

動額 
  

新株の発行 32,292 32,292 64,584  64,584

剰余金の配当  △4,180 △4,180  △4,180

第１四半期純損失（△）  △469 △  469  △469

株主資本以外の項目の第１

四半期会計期間中の変動額

（純額） 

 △156 △156

第１四半期会計期間中の変

動額合計（千円） 
32,292 32,292 △4,649 59,934 △156 59,777

平成 19 年９月 30 日残高 

（千円） 
276,617 178,617 74,413 529,647 17 529,665

 

前事業年度（自 平成 18 年７月 1日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金

その他利益

剰余金 

 

資本金 
資本準備金

繰越利益 

剰余金 

株主資本合計
その他有価証

券評価差額金 

純資産合計

平成 18 年６月 30 日残高 

（千円） 
220,325 146,325 49,271 415,921 75 415,997

事業年度中の変動額   

新株の発行 24,000 24,000  24,000

当期純利益  29,791 29,791  29,791

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額 

（純額） 

 98 98

事業年度中の変動額合計 

（千円） 
24,000 － 29,791 53,791 98 53,889

平成 19 年６月 30 日残高 

（千円） 
244,325 146,325 79,062 469,712 174 469,887
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(4) 重要な会計方針 

項 目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

１ 資産の評価基準及び評価

方法 

①子会社株式 

  移動平均法による原価法を採用

しております。 

 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

第１四半期決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定）を採用し

ております。 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

①子会社株式 

同左 

 

 

②その他有価証券 

 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移動平均

法により算定）を採用しておりま

す。 

 

 時価のないもの 

同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

①有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

法人税法に規定する旧定額法 

 

建物（附属設備を除く）以外 

(a) 平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

(b) 平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物         19年 

工具、器具及び備品 4～6年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①有形固定資産 

建物（附属設備を除く） 

法人税法に規定する旧定額法 

 

建物（附属設備を除く）以外 

(a) 平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

法人税法に規定する旧定率法 

(b) 平成19年４月１日以降に取得し

たもの 

法人税法に規定する定率法 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物         19年 

工具、器具及び備品 4～6年 

（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減価償

却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与える

影響は軽微であります。 

 

 ②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、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）に基づいております。

 

②無形固定資産 

同左 
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項 目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

３ 繰延資産の処理方法 株式交付費は、３年間で均等償却して

おります。なお、過年度の事業年度に

計上していた新株発行費は、株式交付

費に振替えております。 

 

新株発行費は、３年以内均等額以上の

償却をしております。 

 

４ 引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については、貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。 

②賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備

え、その見込額のうち、各四半期会

計期間負担額を計上しております。

貸倒引当金 

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 その他第１四半期財務諸

表（財務諸表）作成のた

めの重要な事項 

消費税等の処理方法 

  消費税等の会計処理は税抜方式

によっております。 

 

消費税等の処理方法 

同左 
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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19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年６月30日） 

※１ 関係会社項目 

    関係会社に対する資産及び負債には区分記載

されたもののほか、次のものがあります。 

 

 

 

 

２ 偶発債務 

債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの借入等に

対し債務保証を行っております。 
 

 流動資産 

短期貸付金 

未収入金 

 

296,000 千円 

21,872 

保証先 金額(千円) 内容 

㈱オストジャパン 27,320 借入債務及

びリース料

未払債務 

北日本化学㈱ 170,189 借入債務及

びリース料

未払債務 

計 197,509  

※１ 関係会社項目 

    関係会社に対する資産及び負債には区分記載

されたもののほか、次のものがあります。 

 

 

 

 

２ 偶発債務 

債務保証 

次の関係会社について、金融機関からの借入等に

対し債務保証を行っております。 
 

 流動資産 

短期貸付金 

未収入金 

 

269,000 千円 

21,847 

保証先 金額（千円） 内容 

㈱オストジャパン 30,203 借入債務及び

リース料未払

債務 

北日本化学㈱ 243,818 借入債務及び

リース料未払

債務 

計 274,022  

  
 

(四半期損益計算書関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産      128千円 

無形固定資産      411千円 

 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産        192千円 

無形固定資産     1,558千円 

 

 

 (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 19 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６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、減損損失累計額相当額及び第１四半期期末残

高相当額 

（単位：千円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

第１四半

期期末残

高相当額 

車輌運搬具 14,541 2,239 12,302

工具、器具及

び備品 
1,253 422 831

合計 15,795 2,662 13,133
 

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

（単位：千円）

 取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

車輌運搬具 6,005 4,195 1,809

工具、器具及

び備品 
4,083 3,198 885

ソフトウェア 2,791 2,791 －

合計 12,880 10,185 2,695
 

（２）未経過リース料第１四半期期末残高相当額等 

未経過リース料第１四半期期末残高相当額 

１ 年 内               2,397千円

１ 年 超              10,722千円

合 計                     13,119千円

 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料           390 千円 

減価償却費相当額        353 千円 

支払利息相当額            5 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。 

 

（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。 

 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内                 835千円

１ 年 超               1,210千円

合 計                      2,046千円

 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料         1,940千円 

減価償却費相当額      1,791千円 

支払利息相当額           47千円 

 

（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 

同左 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１ 年 内           2,485 千円 

１ 年 超           1,779 千円 

合計              4,264 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。 

 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１ 年 内            2,965千円 

１ 年 超            2,160千円 

合計               5,125千円 

 

（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19年７月１日 至 平成19年９月30日）及び前事業年度（自 平成18

年７月１日 至 平成19年６月30日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

 

 (１株当たり情報) 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
 至 平成19年６月30日) 

１株当たり純資産額 110,808円58銭 112,413円21銭

１株当たり第１四半期純損失金額
（△）又は１株当たり当期純利益 

△108円21銭 7,986円87銭

潜在株式調整後 
１株当たり第１四半期（当期）純利
益金額 

 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、スト
ック・オプション（新株予約権）を付
与しておりますが、１株当たり第１四
半期純損失であるため、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、ストック・
オプション（新株予約権）を付与して
おりますが、当社株式は非上場であり、
期中平均株価が把握できないため、記
載しておりません。 

 

（注）1．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年６月30日） 

純資産の部の合計額             （千円） 529,665 469,887 

純資産の部の合計額から控除する金額 
（千円）

－ － 

普通株式に係る第１四半期期末（期末）の
純資産額             （千円）

529,665 469,887 

１株当たり純資産額の算定に用いられた第

１四半期期末（期末）の普通株式の数（株）
4,780 4,180 

 

２．１株当たり第１四半期純損失（△）又は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。 

 
当第１四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額 

第１四半期純損失（△） 
又は当期純利益             （千円）

△469 29,791 

普通株主に帰属しない金額      （千円） － － 

普通株式に係る第１四半期純損失（△） 

又は当期純利益         （千円）
△469 29,791 

期中平均株式数                  （株） 4,336 3,730 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権 ３種類（新株予約権

346個）。旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく新株予

約権 

平成14年６月19日臨時株主総会

決議685株 137個 

平成16年９月30日定時株主総会

決議40株 ８個 

平成18年４月26日臨時株主総会

決議201株 201個 

 新株予約権 ３種類（新株予約

権 346個）。旧商法第280条ノ20

及び第280条ノ21の規定に基づく

新株予約権 

平成14年６月19日臨時株主総会

決議685株 137個 

平成16年９月30日定時株主総会

決議40株 ８個 

平成18年４月26日臨時株主総会

決議201株 201個 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

―――― 

 

当社株式は、証券会員制法人札幌証券取引所の承認を得

て、平成 19 年９月 10 日にアンビシャス市場に上場いたし

ました。 

上場にあたり、平成 19 年８月６日及び平成 19 年８月 20

日並びに平成 19 年８月 29 日開催の取締役会において、下

記のとおり新株式の発行を決議し、平成 19 年９月７日に

払込が完了いたしました。 

この結果、平成 19 年９月７日付けで資本金は 276,617

千円、発行済株式総数は 4,780 株となっております。 

①募集方法 一般募集（ブックビルディング方式による

募集） 

②発行する株式の種類及び数 

             当社普通株式 600 株 

③発行価格     １株につき金 117,000 円 

一般募集はこの価格にて行いました。 

④引受価額     １株につき金 107,640 円 

この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込

金として平成 19 年９月７日に受け取った金額でありま

す。 

なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人

の手取金となります。 

⑤発行価額     １株につき金 82,450 円 

⑥資本組入額    １株につき金 53,820 円 

⑦発行価額の総額  49,470,000 円 

⑧払込金額の総額  64,584,000 円 

⑨資本組入額の総額 32,292,000 円 

⑩払込期日       平成 19 年９月７日(金曜日) 

⑪資金の使途       子会社の設備投資のための 

貸付金として全額充当する予定で

あります。 
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