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１．平成20年９月期第３四半期の業績（平成19年10月１日　～　平成20年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年９月期第３四半期 1,851 77.6 638 352.5 642 352.4 357 331.3

19年９月期第３四半期 1,042 △4.0 140 △49.5 142 △47.2 82 △44.4

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３四半期 108 41 － －

19年９月期第３四半期 25 13 － －

19年９月期 56 46 － －

（注） 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３四半期 2,884 1,944 67.4 589 10

19年９月期第３四半期 1,979 1,530 77.3 463 86

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３四半期 576 △348 85 676

19年９月期第３四半期 163 △508 △127 279

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 8 00 － －   

20年９月期（予想） － － 14 00 22 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 2,450 58.7 690 111.6 694 112.1 375 101.3 113 64
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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

１．平成19年11月９日付当社「平成19年９月期　決算短信（非連結）」において公表致しました１株当たり期末配当予

想額について、修正致しております、当該内容につきましては、平成20年８月８日付「平成20年９月期　期末配当

予想の修正に関するお知らせ」にて公表しております。

２．平成20年５月９日付当社「平成20年９月期　中間決算短信（非連結）」において公表致しました通期業績予想を修

正致しております、当該内容につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的

情報をご覧下さい。 

３．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３四半期におけるわが国の経済は、サブプライム問題に端を発した世界的な金融不安、原油の異常な高騰、食料

問題等の影響を受け消費者物価の上昇も見られ景況は減速傾向が伝えられております。

　国内医薬品市場では大手製薬企業が、抗体医薬品や後発医薬品を主力製品とする企業を傘下に加える等、生き残りを

かけた開発競争を繰り広げております。

　この結果、医薬品関連企業の研究開発費の売上高に占める割合は、大手製薬企業で平均20％と年々増加しており、コ

スト抑制策とも相俟って非臨床、臨床業務のアウトソーシングを積極的に取入れ効率的な医薬品開発が推進されている

状況にあります。

　このような状況のもと、当社は、コア事業の成長拡大のため、品質保証事業では、平成20年９月期上半期に引き続き、

既存顧客の深耕、受注案件の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

1,699,274千円（前年同期比92.0％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

に努めましたが、内製化の影響等により引き合いが少なく、また、製剤設計遅延等で受注が伸長せず、売上高は151,938

千円（同3.5％減）となりました。

　以上の結果、売上高1,851,212千円（前年同期比77.6％増）となり、営業利益638,012千円（同352.5％増）、経常利益

642,785千円（同352.4％増）、第３四半期純利益357,747千円（同331.3％増）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は、前事業年度末と比較して601,042千円増加し2,884,393千円となりました。その主

な要因は、現金及び預金の増加293,593千円、有形固定資産の増加297,120千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291,145千円増加し940,355千円となりました。その主な要因は、未払法人税

等の増加145,452千円、長期借入金の増加133,220千円によるものであります。

　純資産は、第３四半期純利益357,747千円の確保により、前事業年度末と比較して309,897千円増加し、1,944,037千円

となりました。また、自己資本比率は、負債合計額の増加により、前事業年度末より4.2ポイント減少し67.4％となりま

した。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比して313,593千円

増加し676,440千円となりました。

　営業活動の結果得られた資金は、576,345千円となりました。主な増加要因は、税引前第３四半期純利益638,574千円

及び売上債権の減少額27,402千円等であり、主な減少要因は、法人税等の支払135,991千円等であります。

　投資活動の結果支出した資金は、348,122千円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出367,864千円

によるものであります。

　財務活動の結果得られた資金は、85,369千円となりました。これは主に長期借入れによる収入270,000千円に対し、長

期借入金の返済による支出136,780千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、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。

　当第３四半期は、品質保証事業において、順調な試験の進捗及び効率的な稼動により、当初計画数値を大幅に達成す

ることが出来ました。

　第４四半期においても、売上高は、計画通り進捗し、売上原価、販売費及び一般管理費に対しても、一段のコントロー

ル強化を行うことにより、増収増益が予想されます。

　これらの状況を踏まえて今後の動向を検討した結果、平成20年５月９日に公表致しました通期業績予想につきまして、

下表のとおり修正致します。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

百万円 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ）
（平成20年５月９日）

2,350 562 556 292

今回修正予想（Ｂ） 2,450 690 694 375

増減額（Ｂ－Ａ） 100 128 138 83

増減率（％） 4.3 22.8 24.8 28.4

（ご参考）前期実績
（平成19年９月期）

1,543 326 327 186
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年６月30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  709,354   1,086,440   792,847   

２．売掛金  446,744   565,803   593,205   

３．貯蔵品  9,298   14,066   9,537   

４．その他  85,374   97,950   63,082   

５．貸倒引当金  △832   △1,008   △1,042   

流動資産合計   1,249,940 63.2  1,763,253 61.1  1,457,632 63.8

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 335,308   689,741   330,433   

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

(3）その他  121,987   155,132   217,319   

有形固定資産合計  660,184   1,047,762   750,641   

２．無形固定資産  7,022   13,835   13,969   

３．投資その他の資産  62,004   59,541   61,106   

固定資産合計   729,210 36.8  1,121,139 38.9  825,718 36.2

資産合計   1,979,151 100.0  2,884,393 100.0  2,283,350 100.0

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  29,856   45,661   35,932   

２．一年以内返済予定長
期借入金

※２ 55,200   129,600   62,640   

３．未払法人税等  －   211,199   65,746   

４．賞与引当金  24,522   36,105   47,313   

５．役員賞与引当金  －   －   9,000   

６．その他 ※３ 173,692   209,415   190,490   

流動負債合計   283,271 14.4  631,981 21.9  411,122 18.0

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 138,000   278,300   212,040   

２．退職給付引当金  26,661   29,734   25,612   

３．その他  466   339   434   

固定負債合計   165,128 8.3  308,373 10.7  238,087 10.4

負債合計   448,400 22.7  940,355 32.6  649,209 28.4

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   957,500 48.4  957,500 33.2  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 8.1  232,500 10.2

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  3,145   7,930   3,145   

(2）その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  337,606   746,107   440,995   

利益剰余金合計   340,751 17.2  754,037 26.1  444,140 19.5

株主資本合計   1,530,751 77.3  1,944,037 67.4  1,634,140 71.6

純資産合計   1,530,751 77.3  1,944,037 67.4  1,634,140 71.6

負債純資産合計   1,979,151 100.0  2,884,393 100.0  2,283,350 100.0
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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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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   1,042,246 100.0  1,851,212 100.0  1,543,387 100.0

Ⅱ　売上原価   696,527 66.8  951,789 51.4  935,075 60.6

売上総利益   345,718 33.2  899,422 48.6  608,312 39.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費   204,729 19.7  261,410 14.1  282,270 18.3

営業利益   140,989 13.5  638,012 34.5  326,041 21.1

Ⅳ　営業外収益 ※１  6,727 0.6  10,819 0.5  9,332 0.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  5,645 0.5  6,046 0.3  8,217 0.5

経常利益   142,071 13.6  642,785 34.7  327,155 21.2

Ⅵ　特別利益   348 0.0  34 0.0  138 0.0

Ⅶ　特別損失   － －  4,245 0.2  － －

税引前第３四半期
（当期）純利益

  142,419 13.6  638,574 34.5  327,293 21.2

法人税、住民税及び
事業税

 42,900   280,799   141,949   

法人税等調整額  16,574 59,474 5.6 26 280,826 15.2 △989 140,960 9.1

第３四半期（当期）
純利益

  82,944 8.0  357,747 19.3  186,333 12.1
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年９月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 1,000 278,256 279,256 1,469,256 1,469,256

第３四半期会計期間中の変動額 

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

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

第３四半期会計期間中の変動額合

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

平成19年６月30日残高

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

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本

純資産
合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他
利益剰余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成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３四半期会計期間中の変動額 

 利益剰余金の積立て    4,785 △4,785 － － －

 剰余金の配当     △47,850 △47,850 △47,850 △47,850

第３四半期純利益     357,747 357,747 357,747 357,747

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
－ － － 4,785 305,112 309,897 309,897 309,897

平成20年６月30日残高

（千円）
957,500 232,500 232,500 7,930 746,107 754,037 1,944,037 1,944,037
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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３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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３四半期
（当期）純利益

 142,419 638,574 327,293

減価償却費  47,472 72,108 64,804

退職給付引当金の
増減額（△は減
少）

 712 4,121 △336

賞与引当金の増減
額（△は減少）

 △15,828 △11,208 6,963

役員賞与引当金の
減少額

 △10,000 △9,000 △1,000

貸倒引当金の減少
額

 △348 △34 △138

受取利息  － △1,730 △259

支払利息  3,222 3,712 4,990

固定資産除却損  － 4,245 －

売上債権の減少額  179,399 27,402 32,938

たな卸資産の増加
額

 △707 △4,529 △946

その他流動資産の
増加額

 △17,158 △35,536 △12,022

 
その他固定資産の
増減額（△は増
加）

 － △1,519 1,114

仕入債務の増減額
（△は減少）

 △7,025 9,729 △950

前受金の増減額
（△は減少）

 18,835 △13,981 50,968

その他流動負債の
増減額（△は減
少）

 △916 32,554 △12,093

その他固定負債の
増減額（△は減
少）

 466 △95 434

小計  340,545 714,812 461,761

利息の受取額  － 1,730 259

利息の支払額  △3,453 △4,205 △5,221

法人税等の支払額  △173,545 △135,991 △173,597

営業活動による
キャッシュ・フロー

 163,546 576,345 283,201
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前第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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 △150,000 △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

 △85,065 △367,864 △194,758

無形固定資産の取
得による支出

 △6,791 △2,258 △13,904

その他投資等の減
少額

 2,915 2,000 2,080

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △508,940 △348,122 △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

長期借入れによる
収入

 － 270,000 200,000

長期借入金の返済
による支出

 △41,400 △136,780 △159,920

配当金の支払額  △21,450 △47,850 △21,450

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △127,850 85,369 △46,370

Ⅳ　現金及び現金同等物
の増減額（△は減
少）

 △473,244 313,593 △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３四半期末（期
末）残高

 ※ 279,354 676,440 362,847
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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３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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。

(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。

（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。

（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

同左

(2）無形固定資産

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売掛金等の債権に対する回収危険

に備えて、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権・破産

更生債権等については、個別に回収

可能性を見積り貸倒引当金を計上し

ております。

(1）貸倒引当金

　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３四半期会計期間に負担する支

給見込額に基づき計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支出に備えて、賞

与支給見込額の当第３四半期会計期

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３四半期会計期間

負担額を計上しております。　

　なお、当第３四半期会計期間にお

いては計上しておりません。

(3）役員賞与引当金

同左

 

(3）役員賞与引当金

　役員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３四半期会計期間末における退

職給付債務の見込額（当第３四半期

会計期間末要支給額の100％）に基

づき計上しております。

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当第３四半期会計期間末における退

職給付債務の見込額に基づき計上し

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３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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３四半期会計期間末
（平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年６月30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

 507,307千円  594,350千円  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　　　　　──────

 

※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 113,679千円

土地 94,990千円

計 208,670千円

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 138,000千円

　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11,560千円を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

※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18,075千円を流動負債の

「その他」に含めて表示しております。

※３　　　　　──────

 

（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10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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 5,935千円 受取利息 1,730千円

賃貸収入 5,935千円

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 3,222千円 支払利息 3,712千円 支払利息 4,990千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 46,976千円

無形固定資産 496千円

　３　減価償却実施額

有形固定資産 69,876千円

無形固定資産 2,231千円

　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
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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10月１日　至　平成19年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当第３四半期会計
期間増加株式数
（株）

当第３四半期会計
期間減少株式数
（株）

当第３四半期会計
期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

２．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

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当第３四半期会計
期間増加株式数
（株）

当第３四半期会計
期間減少株式数
（株）

当第３四半期会計
期間末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 3,300,000 － － 3,300,000

合計 3,300,000 － － 3,300,000

２．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12月19日

株主総会
普通株式 21,450 6.50 平成19年９月30日 平成19年12月20日

平成20年５月９日

取締役会
普通株式　 26,400 8.00 平成20年３月31日 平成20年６月12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．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
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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

（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３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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３四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

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19年６月30日現在） （平成20年６月30日現在） （平成19年９月30日現在）

現金及び預金勘定 709,354千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△430,000千円

現金及び現金同等物 279,354千円

現金及び預金勘定 1,086,440千円

預入期間が

３ヶ月を超える定期預金
△410,000千円

現金及び現金同等物 676,440千円

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３四半期会計期間
（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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３四半期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・リース取

引

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額

（千円）

第３四
半期末
残高相
当額

（千円）

有形
固定資産

951,143 495,735 455,407

無形
固定資産

8,713 3,630 5,082

 合計 959,856 499,366 460,490

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額

（千円）

第３四
半期末
残高相
当額

（千円）

有形
固定資産

1,373,607 522,653 850,954

無形
固定資産

8,713 5,808 2,904

合計 1,382,320 528,461 853,858

 
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３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料第３四半期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 150,995千円

１年超 320,553千円

合計 471,549千円

１年内 248,587千円

１年超 620,829千円

合計 869,417千円

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 133,933千円

減価償却費相当額 123,043千円

支払利息相当額 11,590千円

支払リース料 198,837千円

減価償却費相当額 183,528千円

支払利息相当額 19,516千円

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 1,904千円

合計 3,248千円

１年内 1,344千円

１年超 560千円

合計 1,904千円

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３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30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３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30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３四半期会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。

当第３四半期会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

当社は、関連会社がありませんので、該当事項はありません。

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

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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 463.86円

１株当たり第３四半期

純利益金額
25.13円

１株当たり純資産額 589.10円

１株当たり第３四半期

純利益金額
108.41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

３四半期純利益金額については、潜在

株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益金額については、潜在

株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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３四半期（当期）純利益

（千円）
82,944 357,747 186,333

普通株式に係る第３四半期（当期）

純利益（千円）
82,944 357,747 186,333

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３四半期会計期間
(自　平成18年10月１日
至　平成19年６月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成19年10月１日
至　平成20年６月30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 884,862 84.9 1,699,274 91.8 1,328,700 86.1

薬物動態事業 157,384 15.1 151,938 8.2 214,687 13.9

合計 1,042,246 100.0 1,851,212 100.0 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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