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１．平成20年９月期第１四半期の業績（平成19年10月１日　～　平成19年12月31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 ％

20年９月期第１四半期 550 39.8 151 96.6 151 97.3 86 91.6

19年９月期第１四半期 393 － 76 － 76 － 45 －

19年９月期 1,543 5.0 326 △9.9 327 1.6 186 8.9

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９月期第１四半期 26 22 － －

19年９月期第１四半期 13 69 － －

19年９月期 56 46 － －

（注）①19年９月期第１四半期の対前年同四半期増減率につきましては、18年９月期第１四半期の四半期財務諸表を作成しておりませんので、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

20年９月期第１四半期 2,365 1,699 71.8 514 92

19年９月期第１四半期 1,981 1,514 76.4 458 92

19年９月期 2,283 1,634 71.6 495 19

(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

20年９月期第１四半期 △25 △5 △37 294

19年９月期第１四半期 7 △8 △78 671

19年９月期 283 △626 △46 362

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

19年９月期 6 50 6 50 13 00

20年９月期 － － － － 0 00

20年９月期（予想） 8 00 8 00 16 00

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９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 1,185 65.3 338 175.8 339 176.2 190 163.9 57 58

通期 2,175 40.9 439 34.6 440 34.5 231 24.0 70 00

－ 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「有価証券上場規程施行規則」の別添に定められている「四半期財

務諸表等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

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・財務諸表等】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１四半期におけるわが国の経済は、設備投資は緩やかな増加傾向にあり、雇用情勢は改善に足踏みがみられるも

のの、概ね回復基調で推移しておりますが、米国のサブプライムローン問題、原油価格の動向等、先行きの不透明感が

増してまいりました。

　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、医療制度改革に伴う診療報酬改定、薬価の引下げ、ジェネリック医薬品の使用促進による国民

医療費の抑制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。国内製薬企業は激化する新医薬品開

発競争を勝ちぬくとともに、ジェネリック医薬品との差別化を図るため、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、品質保証事業では平成19年10月に新研究棟を増築して処理量拡

充を図るとともに、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。その結果、売

上高は497,165千円（前年同期比75.6％増）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、製剤設計遅延等で受注が伸長せず、売上高は52,840千円（同52.1％減）となりました。

　以上の結果、売上高合計550,005千円（前年同期比39.8％増）となり、営業利益151,063千円（同96.6％増）、経常利

益151,697千円（同97.3％増）、第１四半期純利益86,532千円（同91.6％増）となりました。

２．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、前事業年度末と比較して82,328千円増加し2,365,678千円となりました。その主な

要因は、現金及び預金の減少237,999千円に対し、売掛金の増加159,489千円及び有形固定資産の増加147,828千円による

ものであります。

　負債合計額は、前事業年度末と比較して17,245千円増加し666,455千円となりました。その主な要因は、買掛金の増加

20,318千円によるものであります。

　純資産は、第１四半期純利益86,532千円の確保により利益剰余金の増加の結果1,699,223千円となりました。

　このような結果、自己資本比率は、前事業年度末より0.2ポイント増加し71.8％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

 当第１四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67,999千円減

少し294,848千円となりました。

　営業活動の結果支出した資金は、25,886千円となりました。これは主に税引前第１四半期純利益151,560千円、仕入債

務の増加20,318千円及び前受金の増加17,286千円の増加要因に対し、売上債権の増加159,489千円及び法人税等の支払

62,852千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、5,002千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入170,000千円、有形

固定資産の取得による支出176,717千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、37,110千円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出15,660千円によ

るものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当社の属する医薬品分析のアウトソーシング市場は成長を続けておりますが、当社は環境変化に対応し、最適な技術

とサービスを通じて医薬品関連企業に最高の満足と安心を提供することにより企業価値の向上に努めております。

 品質保証事業におきましては、当第１四半期において既存顧客の深耕及び大口化等により受注高、売上高、受注残高と

も計画通りに推移致し、今後もこれらの施策を継続してまいります。

 　薬物動態事業におきましては、今後ジェネリック医薬品企業への直接営業及びCRO（医薬品開発受託機関）との連携

による営業強化を押し進めてまいります。

 　これらの取組みにより中間期及び通期の業績予想につきまして、当初の予想通り達成の見通しであり、平成19年11月

９日に公表致しました業績予想に変更はありません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19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  681,922   554,848   792,847   

２．売掛金  570,392   752,695   593,205   

３．貯蔵品  9,131   14,335   9,537   

４．その他  40,066   71,798   63,082   

５．貸倒引当金  △1,092   △1,323   △1,042   

流動資産合計   1,300,420 65.6  1,392,354 58.9  1,457,632 63.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 354,623   631,917   330,433   

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

(3）その他  57,667   63,664   217,319   

有形固定資産合計  615,179   898,470   750,641   

２．無形固定資産  3,585   14,939   13,969   

３．投資その他の資産  62,503   59,914   61,106   

固定資産合計   681,268 34.4  973,324 41.1  825,718 36.2

資産合計   1,981,688 100.0  2,365,678 100.0  2,283,350 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  32,632   56,251   35,932   

２．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 55,200   62,640   62,640   

３．未払法人税等  17,922   54,418   65,746   

４．賞与引当金  20,670   23,419   47,313   

５．役員賞与引当金  －   －   9,000   

６．その他 ※３ 149,350   245,211   190,490   

流動負債合計   275,775 13.9  441,940 18.7  411,122 18.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 165,600   196,380   212,040   

２．退職給付引当金  25,353   27,731   25,612   

３．その他  530   403   434   

固定負債合計   191,483 9.7  224,514 9.5  238,087 10.4

負債合計   467,258 23.6  666,455 28.2  649,209 28.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   957,500 48.3  957,500 40.5  957,500 41.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  232,500   232,500   232,500   

資本剰余金合計   232,500 11.7  232,500 9.8  232,500 10.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  1,000   5,290   3,145   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  323,429   503,933   440,995   

利益剰余金合計   324,429 16.4  509,223 21.5  444,140 19.5

株主資本合計   1,514,429 76.4  1,699,223 71.8  1,634,140 71.6

純資産合計   1,514,429 76.4  1,699,223 71.8  1,634,140 71.6

負債純資産合計   1,981,688 100.0  2,365,678 100.0  2,283,350 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年10月１日
至　平成19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   393,405 100.0  550,005 100.0  1,543,387 100.0

Ⅱ　売上原価   237,963 60.5  310,920 56.5  935,075 60.6

売上総利益   155,442 39.5  239,085 43.5  608,312 39.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   78,588 20.0  88,022 16.0  282,270 18.3

営業利益   76,853 19.5  151,063 27.5  326,041 21.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,207 0.5  2,553 0.4  9,332 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,158 0.5  1,918 0.3  8,217 0.5

経常利益   76,902 19.5  151,697 27.6  327,155 21.2

Ⅵ　特別利益   88 0.0  － －  138 0.0

Ⅶ　特別損失   － －  137 0.0  － －

税引前第１四半期
（当期）純利益

  76,990 19.5  151,560 27.6  327,293 21.2

法人税、住民税及び
事業税

 16,616   52,675   141,949   

法人税等調整額  15,201 31,817 8.0 12,352 65,027 11.9 △989 140,960 9.1

第１四半期（当期）
純利益

  45,172 11.5  86,532 15.7  186,333 12.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

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

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 1,000 323,429 323,429 1,514,429 1,514,429

当第１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19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19年９月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 3,145 440,995 444,140 1,634,140 1,634,140

第１四半期会計期間中の変動額 

 利益剰余金の積立て    2,145 △2,145 － － －

 剰余金の配当（注）     △21,450 △21,450 △21,450 △21,450

第１四半期純利益     86,532 86,532 86,532 86,532

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － 2,145 62,937 65,082 65,082 65,082

平成19年12月31日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 5,290 503,933 509,223 1,699,223 1,699,223

　（注）　平成19年12月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19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

事業年度中の変動額 

利益剰余金の積立て    2,145 △2,145 － － －

剰余金の配当     △21,450 △21,450 △21,450 △21,450

当期純利益     186,333 186,333 186,333 186,333

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 2,145 162,738 164,883 164,883 164,883

平成19年９月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 3,145 440,995 444,140 1,634,140 1,634,140
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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１四半期
（当期）純利益

 76,990 151,560 327,293

減価償却費  15,130 22,597 64,804

退職給付引当金の
増減額（△は減
少）

 △595 2,119 △336

賞与引当金の増減
額（△は減少）

 △19,680 △23,893 6,963

役員賞与引当金の
減少額

 △10,000 △9,000 △1,000

貸倒引当金の増減
額（△は減少）

 △88 281 △138

受取利息  － △213 △259

支払利息  1,352 1,141 4,990

固定資産除却損  － 137 －

売上債権の増減額
（△は増加）

 55,751 △159,489 32,938

たな卸資産の増加
額

 △540 △4,797 △946

その他流動資産の
増加額

 △5,677 △21,747 △12,022

 
その他固定資産の
増減額（△は増
加）

 － △128 1,114

仕入債務の増減額
（△は減少）

 △4,250 20,318 △950

前受金の増減額
（△は減少）

 △13,080 17,286 50,968

その他流動負債の
増減額（△は減
少）

 6,874 41,753 △12,093

その他固定負債の
増減額（△は減
少）

 530 △31 434

小計  102,717 37,892 461,761

利息の受取額  － 213 259

利息の支払額  △1,240 △1,141 △5,221

法人税等の支払額  △94,457 △62,852 △173,597

営業活動による
キャッシュ・フロー

 7,019 △25,886 283,201
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前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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

定期預金の払戻に
よる収入

 － 170,000 －

有形固定資産の取
得による支出

 △11,174 △176,717 △194,758

無形固定資産の取
得による支出

 － △285 △13,904

その他投資等の減
少額

 2,278 2,000 2,080

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △8,896 △5,002 △626,583

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

    

短期借入金の返済
による支出

 △65,000 － △65,000

長期借入による収
入

 － － 200,000

長期借入金の返済
による支出

 △13,800 △15,660 △159,920

配当金の支払額  － △21,450 △21,450

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △78,800 △37,110 △46,370

Ⅳ　現金及び現金同等物
の減少額

 △80,677 △67,999 △389,751

Ⅴ　現金及び現金同等物
の期首残高

 752,599 362,847 752,599

Ⅵ　現金及び現金同等物
の第１四半期末（期
末）残高

 ※ 671,922 294,848 362,847
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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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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。

（追加情報）

　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３月31日以前に取得した有

形固定資産のうち償却可能限度額ま

で償却が終了しているものについて

は、残存簿価を５年で均等償却して

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。

（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。

 (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

　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。

(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

　債権の貸倒損失に備えるため、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勘案し、回収

不能見込額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

　従業員の賞与の支出に備えて、賞

与支給見込額の当第１四半期会計期

間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えて、賞

与支給見込額の当期負担額を計上し

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

　役員賞与の支出に備えて、支給見

込額に基づき計上しております。

　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

　役員賞与の支出に備えて、支給見

込額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、

当第１四半期会計期間末における退

職給付債務の見込額に基づき計上し

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

の見込額に基づき計上しております。
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項目
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年12月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19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

 475,296千円  546,373千円  524,473千円

※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

─────

※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 112,017千円

土地 94,990千円

計 207,007千円

　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

　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
62,640千円

長期借入金 212,040千円

※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。

※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67千円を流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

※３　消費税等の取扱い

─────

（四半期損益計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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 1,978千円 受取利息 213千円

賃貸収入 1,978千円

受取利息 259千円

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 1,352千円 支払利息 1,141千円 支払利息 4,990千円

　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 21,899千円

無形固定資産 697千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 64,142千円

無形固定資産 661千円

㈱応用医学研究所　（2123）平成 20 年９月期　第１四半期財務・業績の状況（非連結）

－ 12 －



（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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

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

合計 3,300,000 － － 3,300,000

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

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

 次のとおり、決議を致しました。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年12月19日

株主総会
普通株式 21,450 利益剰余金 6.50 平成19年９月30日 平成19年12月20日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

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１四半期末残高と

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） （平成19年12月31日現在） （平成19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 554,848千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△260,000千円

現金及び現金同等物 294,848千円

現金及び預金勘定 792,847千円

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 362,847千円

（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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）

第１四
半期末
残高相
当額

（千円）

有形
固定資産

1,209,847 397,643 812,204

無形
固定資産

8,713 4,719 3,993

合計 1,218,561 402,363 816,197

 
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

951,143 534,113 417,030

無形
固定資産

8,713 4,175 4,538

合計 959,856 538,288 421,568

(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 227,854千円

１年超 601,013千円

合計 828,868千円

１年内 147,074千円

１年超 285,844千円

合計 432,919千円

(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 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 62,251千円

減価償却費相当額 57,430千円

支払利息相当額 6,142千円

支払リース料 176,231千円

減価償却費相当額 161,965千円

支払利息相当額 15,258千円

(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 2,576千円

合計 3,920千円

１年内 1,344千円

１年超 1,232千円

合計 2,576千円

１年内 1,344千円

１年超 1,568千円

合計 2,912千円

（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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19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）

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１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31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18年10月１日　至　平成19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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

前第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）

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１四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31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18年10月１日　至　平成19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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19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 514.92円

１株当たり第１四半期

純利益金額
26.22円

１株当たり純資産額 495.19円

１株当たり当期純利益

金額
56.46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。

 
前第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）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

第１四半期（当期）純利益

（千円）
45,172 86,532 186,333

普通株式に係る第１四半期（当期）

純利益（千円）
45,172 86,532 186,333

期中平均株式数（株） 3,300,000 3,300,000 3,300,000

（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)

当第１四半期会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19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 283,179 72.0 497,165 90.4 1,328,700 86.1

薬物動態事業 110,226 28.0 52,840 9.6 214,687 13.9

合計 393,405 100.0 550,005 100.0 1,543,387 100.0

（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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