
平成 20 年６月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20 年５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３四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年３月 31 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３四半期 3,729     4.7 38  △30.2 20  △57.6 △22      －

19 年６月期第３四半期 3,560      － 54      － 48      － △7      －

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３四半期 △4,785   02 －   －

19 年６月期第３四半期 △1,974  57 －   －

19 年６月期 12,069   06 －   －

(注) 1．当社は、前第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成 19 年６月期第３四半期対前年

同四半期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（当期）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。また、平成 19 年６月

期については、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。 

 
(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３四半期 2,097  494  23.6 103,534   51

19 年６月期第３四半期 2,078  380  18.3 102,904  31

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３四半期 △121  △31  74   308  

19 年６月期第３四半期 △83  △245  151   308  

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 4,873   0.9 97 △30.7 68 △51.4 35 △20.7 7,472   29

 
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 20 年３月 31 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３四半期 186   0.0 28 △35.7 23 △52.2 10 △60.6

19 年６月期第３四半期 186   － 44   － 48    － 26    －

19 年６月期 248     56      61      29      

 

 
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３四半期 2,292  28 2,192   38

19 年６月期第３四半期 7,286   11 －   －

19 年６月期 7,986   87 －   －

(注) 1．当社は、前第３四半期より四半期財務諸表を作成しているため、平成 19 年６月期第３四半期対同四半期

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（当期）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、平成 19 年６月期第３四半期及び平成 19 年６月期については、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。 

 
(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３四半期 550  540  98.2 113,047   80

19 年６月期第３四半期 464  442  95.4 119,712   33

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 248  0.0 36 △35.7 30 △50.7 14 △51.6 3,014   60

 
 
 
 
 
 
 
 

※ 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３四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰や米国のサブプライムローン（信用力の低い個人向

け住宅融資）問題に端を発した株安・円高の影響を受け、企業収益の圧迫や個人消費の落ち込み懸念が強くな

り、今後の先行きには不透明感が増してきました。 

 当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業においては、平成 20 年４月に実施された診療報酬改定及び薬

価基準の見直しにより、薬価ベースで 5.2％のダウンとなり、医療費抑制施策が進展しております。また、医

薬分業の伸び率に関しましても引き続き鈍化傾向にあります。 

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、研究開発事業及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、平成 19 年 12 月に事業の効率性を勘案して「さつき調剤薬局」を営業譲渡したことにより

調剤薬局店舗数は１店舗減少し、店舗数は 24 店舗となりましたが、既存店舗が安定的な業績を計上したことに

より、売上高は 3,378 百万円（前年同期比 2.9％増）、営業利益は 218 百万円（同 14.9％減）となりました。 

引き続きドミナント戦略による事業基盤の強化及び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 173 百万円（前年同期比 6.4％増）、営業利益は 6

百万円（同 37.7％減）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、平成 19 年４月より標津工場での生産を開始しておりま

すが、例年は８月下旬頃から始まる北海道東沿岸の秋サケ水揚げのピークが、海水温上昇が原因とされる理由

により９月中旬にずれ込み、本格的な原料調達時期が遅れたこと等で、生産量が減少したこと及び製造マニュ

アルどおりに製造されていないロットを回収したことにより販売量が見込を下回りました。この結果、売上高

は 169 百万円（前年同期比 63.3％増）、営業損失 32 百万円（前年同期は営業損失 74 百万円）となりました。

なお、原料調達につきましては、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は確保で

きております。また、生産量の増加を図るため外注製造先と基本契約を締結し５月以降の外注製造開始に向け

準備を行っております。 

 

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 3,729 百万円（前年同期比 4.7％増）、営業利益 38 百万円（同 30.2％減）、経常利益 20 百

万円（同 57.6％減）、四半期純損失 22 百万円（前年同期は四半期純損失 7百万円）となりました。 
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２．連結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、固定資産の減価償却費計上により 40 百万円が純減したこと等により

2,097 百万円（前連結会計年度末 2,137 百万円）となりました。 

また、負債につきましては、４月に実施された薬価基準の引き下げの影響を考慮した仕入を行ったこと等に

より買掛金が 91 百万円の減少となったこと等で、1,602 百万円（前連結会計年度末 1,680 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、494 百万円（前連結会計年度末

457 百万円）となりました。 

この結果、１株当たり純資産は、103,534 円 51 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 121 百万円の支出、投資活動に

よるキャッシュ・フローは 31 百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローは 74 百万円の取得となりま

した。 

これらの結果、当第３四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

78 百万円減少し、308 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 12

月 26 日付「業績予想の修正に関するお知らせ」及び平成 20 年６月期中間決算短信（平成 20 年２月 14 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 
 

  
前第３四半期連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   308,063 308,710  387,342

 ２ 受取手形及び売掛金   605,235 749,675  651,236

 ３ 債権売却未収入金   26,078 ―  28,941

 ４ たな卸資産   187,198 172,973  168,027

 ５ 繰延税金資産   16,902 17,838  1,806

 ６ その他   33,913 22,393  32,706

   貸倒引当金   △6,189 △7,377  △6,584

   流動資産合計   1,171,200 56.3 1,264,212 60.3  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 ※１ 517,022 515,137 525,690 

    減価償却累計額  150,660 166,955 157,859 

    減損損失累計額  11,085 355,276 19,098 329,084 23,918 343,912

  (2) 機械装置及び 
    運搬具 

 167,246 172,032 169,650 

    減価償却累計額  3,662 163,584 47,358 124,673 15,082 154,568

  (3) 工具、器具 
    及び備品 

 40,814 44,125 41,085 

    減価償却累計額  16,244 24,570 24,774 19,351 18,919 22,166

  (4) 土地 ※１  167,768 195,714  167,768

   有形固定資産合計   711,199 34.2 668,823 31.9  688,415 32.2

 ２ 無形固定資産    

  (1) のれん   28,247 11,225  19,644

  (2) その他   26,380 20,735  24,819

   無形固定資産合計   54,627 2.6 31,960 1.5  44,464 2.1

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   6,206 1,419  1,865

  (2) 繰延税金資産   27,249 30,488  33,942

  (3) 敷金保証金   51,097 50,062  50,784

  (4) その他   53,606 47,884  51,680

   投資その他の 
   資産合計 

  138,159 6.7 129,854 6.2  138,273 6.5

   固定資産合計   903,987 43.5 830,638 39.6  871,153 40.8

Ⅲ 繰延資産    

 １ 株式交付費   ― 1,628  ―

 ２ 新株発行費   456 ―  365

 ３ 社債発行費   1,125 225  900

 ４ 開発費   1,994 854  1,709

   繰延資産合計   3,576 0.2 2,708 0.1  2,975 0.1

   資産合計   2,078,763 100.0 2,097,559 100.0  2,137,605 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

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   846,792 789,077  880,395

 ２ 短期借入金 ※１  4,600 ―  ―

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金 

※１  81,280 103,300  83,173

 ４ １年以内 
   償還予定社債 

  30,000 25,000  30,000

 ５ 未払金   106,713 52,802  84,194

 ６ 未払法人税等   20,306 36,161  21,104

 ７ 賞与引当金   37,417 36,329  ―

 ８ その他   37,214 15,280  44,718

   流動負債合計   1,164,325 56.0 1,057,953 50.4  1,143,586 53.5

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債   25,000 ―  25,000

 ２ 長期借入金 ※１  466,479 538,595  502,060

 ３ 繰延税金負債   37 ―  ―

 ４ その他   42,175 6,116  9,769

   固定負債合計   533,692 25.7 544,711 26.0  536,829 25.1

   負債合計   1,698,017 81.7 1,602,664 76.4  1,680,416 78.6

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   220,325 10.6 276,617 13.2  244,325 11.4

 ２ 資本剰余金   146,325 7.0 178,617 8.5  146,325 6.9

 ３ 利益剰余金   14,040 0.7 40,024 1.9  66,364 3.1

   株主資本合計   380,690 18.3 495,258 23.6  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 

  55 0.0 △363 △0.0  174 0.0

   評価・換算差額等 
   合計 

  55 0.0 △363 △0.0  174 0.0

   純資産合計   380,745 18.3 494,894 23.6  457,188 21.4

   負債純資産合計   2,078,763 100.0 2,097,559 100.0  2,137,605 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 
 

  
前第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   3,560,670 100.0 3,729,519 100.0  4,828,540 100.0

Ⅱ 売上原価   3,262,173 91.6 3,436,187 92.1  4,367,626 90.5

   売上総利益   298,497 8.4 293,331 7.9  460,914 9.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  68,813 75,430 90,311 

 ２ 給与手当  39,360 41,333 55,036 

 ３ 賞与引当金繰入額  2,682 3,065 ― 

 ４ 貸倒引当金繰入額  236 793 630 

 ５ のれん償却額  9,538 8,419 12,593 

 ６ その他  123,236 243,868 6.9 126,170 255,212 6.9 161,470 320,043 6.6

   営業利益   54,628 1.5 38,119 1.0  140,870 2.9

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息及び配当金  292 913 311 

 ２ 助成金収入  5,716 6,835 17,363 

 ３ 施設負担金収入  3,204 3,019 4,226 

 ４ 保険解約返戻金収入  101 1,024 101 

 ５ その他  1,264 10,580 0.3 1,374 13,167 0.4 1,788 23,790 0.5

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  10,926 12,747 15,481 

 ２ 株式交付費償却  ― 645 ― 

 ３ 新株発行費償却  274 ― 365 

 ４ 社債発行費償却  675 675 900 

 ５ 株式公開関連費用  ― 10,658 ― 

 ６ 債権売却損  1,197 920 1,593 

 ７ その他  3,485 16,558 0.4 5,004 30,651 0.8 5,858 24,199 0.5

   経常利益   48,650 1.4 20,635 0.6  140,462 2.9

Ⅵ 特別利益    

 １ 固定資産売却益 ※１ 128 ― 128 

 ２ 店舗譲渡等整理益  2,220 2,348 0.1 23,809 23,809 0.6 2,220 2,348 0.1

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※２ 1,765 6,161 1,765 

 ２ 固定資産売却損 ※３ 78 ― 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  4 7,375 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 ― 705 

 ９ 盗難損失金  41 2,595 0.1 ― 13,537 0.4 41 32,994 0.7

   税金等調整前四半期 
   (当期)純利益 

  48,403 1.4 30,907 0.8  109,816 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 60,613 65,280 61,417 

   法人税等調整額  △4,903 55,709 1.6 △12,212 53,067 1.4 3,381 64,799 1.4

四半期純損失(△) 
又は当期純利益 

  △7,305 △0.2 △22,159 △0.6  45,017 0.9
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前第３四半期連結会計期間(自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 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

第３四半期連結会計期間中の 
 

変動額 

 第３四半期純損失 △7,305 △7,305  △7,305

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

△20 △20

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円) 

― ― △7,305 △7,305 △20 △7,326

平成19年３月31日残高(千円) 220,325 146,325 14,040 380,690 55 380,745

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 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３四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３四半期純損失 △22,159 △22,159  △22,159

 株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額(純
額) 

△538 △538

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計(千円) 

32,292 32,292 △26,339 38,244 △538 37,706

平成20年３月31日残高(千円) 276,617 178,617 40,024 495,258 △363 494,894

 
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

45,017 45,017  45,017 当期純利益 

 株主資本以外の項目の 
98 98

 連結会計年度中の変動額(純額) 
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 
 

  
前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期(当期)純利益  48,403 30,907 109,816

減価償却費  31,600 67,636 55,812

のれん償却額  26,183 8,419 34,787

減損損失  ― ― 12,833

貸倒引当金の増加額  236 793 630

賞与引当金の増加額  37,417 36,329 ―

受取利息及び受取配当金  △292 △913 △311

支払利息  10,926 12,747 15,481

投資有価証券評価損  ― ― 4,690

株式交付費償却  ― 645 ―

新株発行費償却  274 ― 365

社債発行費償却  675 675 900

株式公開関連費用  ― 10,658 ―

有形固定資産売却益  △128 ― △128

有形固定資産売却損  78 ― 78

有形固定資産除却損  1,765 6,161 1,765

店舗譲渡等整理益  △2,220 △23,809 △2,220

製品廃棄損  4 7,375 2,827

未収還付消費税等の減少額 
(△増加額) 

 △9,699 10,515 △7,719

その他資産の減少額  1,925 1,345 1,344

売上債権の増加額  △34,975 △69,496 △83,841

たな卸資産の増加額  △30,198 △12,321 △13,850

仕入債務の増加額（△減少額）  △24,623 △91,317 8,978

未払金の減少額  △2,329 △23,746 △1,873

長期前払消費税等の減少額  2,513 2,071 3,434

未払消費税等の増加額(△減少額)  △4,125 391 △4,045

その他負債の減少額  △30,472 △31,965 △23,697

預り敷金の増加額（△減少額）  78 △2,039 117

 小計  23,015 △58,936 116,177

利息及び配当金の受取額  292 913 311

利息の支払額  △10,682 △12,709 △15,175

法人税等の支払額  △96,431 △50,881 △96,434

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △83,805 △121,614 4,878
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(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) 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  △220,010 △47,818 △286,169

有形固定資産の売却による収入  164 ― 164

店舗譲渡等による収入  2,220 23,809 2,220

無形固定資産の取得による支出  △24,500 △695 △24,500

専用実施権の取得による支出  ― △5,000 ―

出資金の売却による収入  20 ― 50

投資有価証券の取得による支出  △455 △457 △605

その他の投資の純増加額  △2,691 △1,495 △2,691

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △245,253 △31,656 △311,532

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増加額  4,600 ― ―

長期借入金の借入による収入  225,000 130,000 283,000

長期借入金の返済による支出  △48,053 △73,338 △68,579

社債償還による支出  △30,000 △30,000 △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  ― △4,040 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 151,546 74,638 208,420

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △177,512 △78,632 △98,233

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  485,575 387,342 485,575

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末 
  (期末)残高 

※１ 308,063 308,710 387,342
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(5) 第３四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 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 

(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 

(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。 

(2) 主要な非連結子会社の

名称等 

同左 

(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 同左 

３ 連結子会社の第３

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

３四半期の末日は、第３四

半期連結決算日と一致して

おります。 

同左  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３四半期連結決

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。 

(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 

同左 

(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 

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。 

   時価のないもの 

同左 

   時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

   移動平均法による原

価法 

 ② たな卸資産 

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 

   定率法を採用してお

ります。 

   (ただし、平成10年４

月１日以降に取得した

建物(附属設備を除く)

は定額法によっており

ます。) 

(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 

(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 

同左 

 

(b)平成19年４月１日以降

に取得したもの 

同左 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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) 

    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

４～６年

   工具、器具及び備品

２～６年

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 

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 

同左 

 

(b)平成19年４月１日以降

に取得したもの 

同左 

 

  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

 

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

 

   （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。 

  （追加情報） 

当第３四半期連結会計期

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

利益及び四半期純損失に与

える影響は軽微であります。
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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) 

  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 

 ② 無形固定資産 

同左 

 (3) 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。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

 ①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②賞与引当金 

同左 

 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

  貸倒引当金 

同左 

 (4) 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。

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

(4) 重要なリース取引の処

理方法 

同左 

 (5) その他第３四半期連結

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。ただし、

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) その他第３四半期連結

財務諸表作成のための重

要な事項 

  消費税等の会計処理 

同左 

(5) 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 
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項目 
前第３四半期連結会計期間
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 第３四半期連結キ

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３四半期連結キャッシ

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。 

同左  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。 

 
会計処理の変更 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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) 

―――― 

 

（繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

当第３四半期連結会計期間より「繰

延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19号）を

適用しております。 

当第３四半期連結会計期間におい

て発生した株式交付費を繰延資産に

計上したことに伴い、前中間連結会計

期間末に繰延資産の内訳として表示

していた新株発行費を株式交付費に

振替えて表示する方法に変更してお

ります。 

また、前第３四半期連結会計期間に

おいて営業外費用の内訳として表示

していた新株発行費償却は株式交付

費償却に含めて表示しております。

なお、株式交付費の償却方法の変更

に伴う損益に与える影響はありませ

ん。 

さらに、前第３四半期連結会計期間

において営業活動キャッシュ・フロー

の内訳として表示していた新株発行

費償却は株式交付費償却に含めて表

示しております。 

―――― 
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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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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(6) 注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 
 

前第３四半期連結会計期間末 
(平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年６月30日) 

※１．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 

255,566千円

土地 145,315千円

計 400,882千円

短期借入金 4,600千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

64,145千円

長期借入金 417,394千円

計 486,139千円
 

※１．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 

245,845千円

土地 145,315千円

計 391,161千円

１年以内 
返済予定 
長期借入金 

63,456千円

長期借入金 379,033千円

計 442,489千円
 

※１．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
 

――――― ２．受取手形割引高は、35,490千円

であります。 

――――― 
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(四半期連結損益計算書関係) 
 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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．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
 

※１．   ―――――  ※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
 

※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 6,086千円

工具、器具 

及び備品 
74千円

計 6,161千円
 

※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
 

※３．   ―――――  ※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．   ――――― ※４．   ―――――  ※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。 

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。 

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 
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 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３四半期連結会

計期間増加株式数

（株） 

当第３四半期連結会

計期間減少株式数

（株） 

当第３四半期連結会

計期間末株式数

（株） 

発行済株式     

 普通株式 3,700 ― ― 3,700

合計 3,700 ― ― 3,700

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 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

 

(2) 基準日が当第３四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３四半期連結会計期間

末後となるもの 

該当事項はありません。 

 
 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 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３四半期連結会

計期間増加株式数

（株） 

当第３四半期連結会

計期間減少株式数

（株） 

当第３四半期連結会

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。 
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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３四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３四半期連結会計期間

末後となるもの 

該当事項はありません。 

 

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
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四

半期期末残高と第３四半期連結

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３月31日現在) 

現金及び 
預金勘定 

308,063千円

現金及び 
現金同等物 

308,063千円

  

※１．現金及び現金同等物の第３四

半期期末残高と第３四半期連結

貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

(平成20年３月31日現在)

現金及び 
預金勘定 

308,710千円

現金及び 
現金同等物 

308,710千円

  

※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) 

 
前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四

半期期末残高相当額 

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、減

損損失累計額相当額及び第３四

半期期末残高相当額 

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、減

損損失累計額相当額及び期末残

高相当額 

 
取得価額 

減価償却

相当額 
(千円) 

 減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

 第３四半
期期末残
高相当額 

累計額 
相当額 
(千円) (千円) 

機械装 
置及び 
運搬具 

17,913 8,749 ― 9,164 

工具、 
器具及 
び備品 

537,381 431,108 5,646 100,626 

ソフト 
ウェア 

27,519 22,938 ― 4,580 

合計 582,814 462,796 5,646 114,371 

  

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

減損損失
累計額
相当額
(千円)

第３四半
期期末残
高相当額
(千円)

機械装
置及び
運搬具

66,284 15,192 ― 51,091

工具、
器具及
び備品

229,161 133,922 1,188 94,050

ソフト
ウェア

13,190 12,393 ― 796

合計 308,635 161,509 1,188 145,938

  

 
取得価額 

減価償却

相当額 
(千円) 

 減損損失
累計額 
相当額 
(千円) 

累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

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３四半期期

末残高相当額等 

   未経過リース料第３四半期期

末残高相当額 

１年内 58,081千円

１年超 68,683千円

合計 126,764千円
 

 (2) 未経過リース料第３四半期期

末残高相当額等 

   未経過リース料第３四半期期

末残高相当額 

１年内 50,665千円

１年超 101,315千円

合計 151,981千円
 

 (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 

5,646千円
 

リース資産 
減損勘定の残高

1,188千円
 

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 59,211千円

リース資産減損 
勘定の取崩額 

8,054千円

減価償却費 
相当額 

53,210千円

支払利息相当額 3,637千円
 

 (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 54,001千円

リース資産減損
勘定の取崩額 

3,202千円

減価償却費 
相当額 

48,774千円

支払利息相当額 3,512千円
 

 (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 

   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 

１年内 3,445千円

１年超 2,542千円

合計 5,987千円
 

２．オペレーティング・リース取引

   未経過リース料 

１年内 1,525千円

１年超 1,016千円

合計 2,542千円
 

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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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

(有価証券関係) 

前第３四半期連結会計期間末(平成19年３月31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３四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額(千円) 

(1) 株式 1,113 1,206 92

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 1,113 1,206 92

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
第３四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 5,000
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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

当第３四半期連結会計期間末(平成20年３月31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３四半期連結貸借 
対照表計上額(千円) 

差額(千円) 

(1) 株式 1,720 1,109 △610

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

合計 1,720 1,109 △610

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 
第３四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
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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

前連結会計年度末(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 1,263 1,556 292

(2) 債券  

 ① 国債・地方債等 ― ― ―

 ② 社債 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

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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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期連結会計期間末(平成19年３月31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。 

 

当第３四半期連結会計期間末(平成20年３月31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。 

 

前連結会計年度末(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) 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

 (セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31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 

3,284,960 162,838 103,517 9,354 3,560,670 ― 3,560,670

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

35 ― 563 12,621 13,219 (13,219) ―

計 3,284,995 162,838 104,080 21,975 3,573,890 (13,219) 3,560,670

  営業費用 3,028,141 153,160 178,645 4,532 3,364,480 141,561 3,506,042

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

256,853 9,677 △74,564 17,442 209,409 (154,781) 54,628

(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(141,561千円)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。 

 
当第３四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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 

3,378,620 173,295 169,048 8,554 3,729,519 ― 3,729,519

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

1,390 ― 457 10,161 12,008 (12,008) ―

計 3,380,010 173,295 169,506 18,715 3,741,528 (12,008) 3,729,519

  営業費用 3,161,420 167,262 201,951 3,233 3,533,867 157,532 3,691,400

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

218,590 6,033 △32,445 15,482 207,661 (169,541) 38,119

 (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(157,532千円)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。 
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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

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】 

前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間並びに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。 

 

【海外売上高】 

前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間並びに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。 

 

（企業結合等関係） 

前第３四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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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㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

（１株当たり情報） 

項目 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 102,904円31銭 103,534円51銭 109,375円27銭

１株当たり第３四半期純損失金額
(△)又は１株当たり当期純利益金額 

△1,974円57銭 △4,785円02銭 12,069円06銭

潜在株式調整後 
１株当たり第３四半期(当期)純利益
金額 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、潜在株式調整
後１株当たり第３四半
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３四半期純
損失であり、また、当
社株式は非上場である
ため期中平均株価が把
握できないため、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、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３四半期純
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。 

 
前第３四半期 
連結会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前連結会計年度末 
(平成19年６月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 380,745 494,894 457,188

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３四半期期末(期
末)の純資産額(千円) 

380,745 494,894 457,188

１株当たり純資産の算定に用いられ
た第３四半期期末(期末)の普通株式
の数(株) 

3,700 4,780 4,180

 
２．１株当たり第３四半期純損失(△)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。 

 

前第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

当第３四半期 
連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四半期純損失金額

(△)又は１株当たり当期純利益金額 
 

第３四半期純損失(△)又は当期純利
益(千円) 

△7,305 △22,159 45,017

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る第３四半期純損失
(△)又は当期純利益(千円) 

△7,305 △22,159 45,017

期中平均株式数(株) 3,700 4,631 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３四半期(当
期)純利益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 444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1,165
株 233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203株
203個 

 新株予約権 ２種類
(新株予約権 207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199株 
199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） 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 

  
前第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金   15,997 34,203  45,216

 ２ 繰延税金資産   1,580 1,146  1,218

 ３ 短期貸付金   264,000 333,000  269,000

 ４ 未収入金   21,846 22,957  21,847

 ５ その他   2,812 990  4,496

   流動資産合計   306,237 66.0 392,297 71.3  341,779 68.8

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物  600 600 600 

    減価償却累計額  44 555 72 527 51 548

  (2) 工具、器具 
    及び備品 

 425 1,140 696 

    減価償却累計額  145 280 582 557 196 499

   有形固定資産合計   836 0.2 1,085 0.2  1,048 0.2

 ２ 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア   3,801 2,306  3,427

  (2) 商標権   1,463 1,337  1,451

   無形固定資産合計   5,264 1.1 3,644 0.7  4,878 1.0

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券   6,206 1,419  1,865

  (2) 関係会社株式   122,000 122,000  122,000

  (3) 関係会社出資金   10,000 15,000  10,000

  (4) 関係会社 
    長期貸付金 

  10,058 8,671  9,711

（5）長期前払費用   949 ―  806

（6）繰延税金資産   ― 2,162  1,797

  (7) 敷金保証金   2,330 2,330  2,330

   投資その他の 
   資産合計 

  151,543 32.6 151,582 27.5  148,511 29.9

   固定資産合計   157,644 33.9 156,312 28.4  154,438 31.1

Ⅲ 繰延資産    

１ 株式交付費   ― 1,611  ―

 ２ 新株発行費   371 ―  297

   繰延資産合計   371 0.1 1,611 0.3  297 0.1

   資産合計   464,253 100.0 550,221 100.0  496,514 100.0
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前第３四半期会計期間末 

(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成20年３月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 未払金   5,642 4,369  5,131

 ２ 未払費用   593 167  427

 ３ 未払法人税等   8,925 ―  15,658

 ４ 未払消費税等   2,198 1,233  2,119

 ５ 預り金   1,973 1,420  3,290

 ６ 賞与引当金   1,946 2,661  ―

   流動負債合計   21,280 4.6 9,852 1.8  26,627 5.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債   37 ―  ―

   固定負債合計   37 0.0 ― ―  ― ―

   負債合計   21,317 4.6 9,852 1.8  26,627 5.4

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金   220,325 47.5 276,617 50.3  244,325 49.2

 ２ 資本剰余金    

  (1) 資本準備金  146,325 178,617 146,325 

   資本剰余金合計   146,325 31.5 178,617 32.5  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  76,230 85,498 79,062 

   利益剰余金合計   76,230 16.4 85,498 15.5  79,062 15.9

   株主資本合計   442,880 95.4 540,732 98.3  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 

  55 0.0 △363 △0.1  174 0.0

   評価・換算差額等 
   合計 

  55 0.0 △363 △0.1  174 0.0

   純資産合計   442,935 95.4 540,368 98.2  469,887 94.6

   負債純資産合計   464,253 100.0 550,221 100.0  496,514 100.0
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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18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   186,300 100.0 186,300 100.0  248,400 100.0

   売上総利益   186,300 100.0 186,300 100.0  248,400 100.0

Ⅱ 販売費及び一般管理費    

 １ 役員報酬  56,063 54,430 74,651 

 ２ 給与手当  26,330 31,288 39,591 

 ３ 法定福利費  7,689 8,277 10,770 

 ４ 賞与引当金繰入額  1,946 2,661 ― 

 ５ 賃借料  3,996 3,824 5,243 

 ６ 支払報酬  6,985 11,141 9,381 

 ７ 支払手数料  12,686 10,285 16,715 

 ８ その他  25,873 141,571 76.0 35,630 157,539 84.6 35,472 191,825 77.2

   営業利益   44,728 24.0 28,760 15.4  56,574 22.8

Ⅲ 営業外収益    

 １ 受取利息及び配当金  3,313 4,786 4,690 

 ２ 施設負担金収入  554 490 726 

 ３ その他  0 3,868 2.1 330 5,607 3.0 0 5,417 2.1

Ⅳ 営業外費用    

 １ 株式交付費償却  ― 593 ― 

 ２ 新株発行費償却  222 ― 297 

 ３ 株式公開関連費用  ― 222 0.1 10,658 11,252 6.0 ― 297 0.1

   経常利益   48,373 26.0 23,115 12.4  61,694 24.8

Ⅴ 特別利益    

 １ 固定資産売却益  128 128 0.1 ― ― ― 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

   税引前四半期(当期) 

   純利益 
  48,502 26.1 23,115 12.4  56,295 22.7

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 21,177 12,427 27,692 

   法人税等調整額  366 21,543 11.6 72 12,499 6.7 △1,188 26,504 10.7

   四半期(当期)純利益   26,958 14.5 10,615 5.7  29,791 12.0
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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 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 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

第３四半期会計期間中の変動額  

 第３四半期純利益 26,958 26,958  26,958

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期会計期間中の変動額
(純額) 

△20 △20

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円) 

－ － 26,958 26,958 △20 26,937

平成19年３月31日残高(千円) 220,325 146,325 76,230 442,880 55 442,935

 
当第３四半期会計期間(自 平成 19 年７月１日 至 平成 20 年３月 31 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３四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３四半期純利益 10,615 10,615  10,615

 株主資本以外の項目の 
 第３四半期会計期間中の変動額
(純額) 

△538 △538

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円) 

32,292 32,292 6,435 71,019 △538 70,481

平成20年３月31日残高(千円) 276,617 178,617 85,498 540,732 △363 540,368
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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 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 有価証券の評価基

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。

① 子会社株式 

同左 

① 子会社株式 

同左 

 ② その他有価証券 

  時価のあるもの 

第３四半期決算日の

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。 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

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 

移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

  時価のないもの 

同左 

  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 

  定率法を採用しており

ます。(ただし、平成10

年４月１日以降に取得し

た建物(附属設備を除く)

については定額法)を採

用しております。 

  なお、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

 

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 

同左 

 

(b) 平成19年４月１日以降

に取得したもの 

同左 

 

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
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項目 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

   

（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 

② 無形固定資産 

同左 

３ 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。 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

②賞与引当金 

同左 

 

貸倒引当金 

同左 

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 その他第３四半期

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 

消費税等の処理方法 

同左 

 

 - 36 - 

 



㈱オストジャパングループ（2757）平成 20 年６月期第３四半期財務・業績の概況 

会計処理の変更 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

――――― （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

当第３四半期会計期間より「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19号）

を適用しております。 

当第３四半期会計期間において発

生した株式交付費を繰延資産に計上

したことに伴い、前中間会計期間末

に繰延資産の内訳として表示してい

た新株発行費を株式交付費に振替え

て表示する方法に変更しておりま

す。 

また、前第３四半期会計期間にお

いて営業外費用の内訳として表示し

ていた新株発行費償却は株式交付費

償却に含めて表示しております。 

なお、株式交付費の償却方法の変

更に伴う損益に与える影響はありま

せん。 

――――― 

 
(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19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

 １ 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。 

 １ 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。 

 １ 偶発債務 

   債務保証 

   次の関係会社について、金融

機関からの借入に対し債務保証

を行っております。 

保証先 
金額 
(千円) 

内容 

㈱オスト 
ジャパン 

33,087 
借入債務及
びリース料
未払債務 

北日本 
化学㈱ 

103,784 
借入債務及
びリース料
未払債務 

計 136,871  
  

保証先 
金額 
(千円)

内容 

㈱オスト
ジャパン

145,044
借入債務及
びリース料
未払債務 

北日本 
化学㈱ 

181,935
借入債務及
びリース料
未払債務 

計 326,979  
  

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) 

 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 133千円

無形固定資産 1,172千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 406千円

無形固定資産 1,234千円
 

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
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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18年７月１日 至 平成19年３月31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。 

 
当第３四半期会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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) 

 
前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四

半期期末残高相当額 

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、減

損損失累計額相当額及び第３四

半期期末残高相当額 

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、減

損損失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

期期末残

高相当額 

(千円) 

車輌運搬具 6,005 4,042 1,962 

工具、器具 
及び備品 

4,083 3,143 939 

ソフト 
ウェア 

2,791 2,744 46 

合計 12,880 9,931 2,949 

  

 

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

期期末残

高相当額

(千円)

車輌運搬具 14,541 3,423 11,118

工具、器具
及び備品 

1,851 185 1,665

合計 16,392 3,608 12,784

  

 

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)

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３四半期期

末残高相当額等 

   未経過リース料第３四半期期

末残高相当額 

１年内 879千円

１年超 1,406千円

合計 2,286千円
 

 (2) 未経過リース料第３四半期期

末残高相当額等 

   未経過リース料第３四半期期

末残高相当額 

１年内 2,586千円

１年超 10,276千円

合計 12,863千円
 

 (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 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 1,674千円

減価償却費相当額 1,537千円

支払利息相当額 40千円
 

 (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 2,001千円

減価償却費相当額 1,754千円

支払利息相当額 317千円
 

 (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 

   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 

１年内 3,445千円

１年超 2,542千円

合計 5,987千円
 

２．オペレーティング・リース取引

該当事項はありません。 

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) 

 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18年７月１日 至 平成19年３月31日)及び当第３四半期会計

期間(自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日)並びに前事業年度(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及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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 (１株当たり情報) 

 

項目 
前第３四半期会計期間
(自 平成18年７月１日
至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 119,712円33銭 113,047円80銭 112,413円21銭

１株当たり第３四半期(当期)純利益
金額 7,286円11銭 2,292円28銭 7,986円87銭

潜在株式調整後 
１株当たり第３四半期(当期)純利益
金額 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、潜在株式調整
後１株当たり第３四半
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、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。 

2,192円38銭 なお、潜在株式調整
後１株当たり当期純利
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、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。 

 
前第３四半期会計期間末
(平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年３月31日) 

前事業年度末 
(平成19年６月30日) 

純資産の部の合計額(千円) 442,935 540,368 469,887

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３四半期期末(期
末)の純資産額(千円) 

442,935 540,368 469,887

１株当たり純資産の算定に用いられ
た第３四半期期末(期末)の普通株式
の数(株) 

3,700 4,780 4,180

 
２．１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18年７月１日
至 平成19年３月31日)

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四半期(当期)純利益
金額  

第３四半期(当期)純利益(千円) 26,958 10,615 29,791

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) 

26,958 10,615 29,791

期中平均株式数(株) 3,700 4,631 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３四半期(当
期)純利益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 444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1,165
株 233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203株
203個 

 新株予約権 ２種類
(新株予約権 207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199株 
199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） 

前第３四半期会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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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