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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

（注）1．当社は、平成20年６月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前年同四半期増減率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、平成20年６月期第１四半期は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 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 1,267 ― 22 ― 17 ― 18 ―
20年6月期第1四半期 1,195 ― △15 ― △30 ― △41 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 3,820.11 3,799.62
20年6月期第1四半期 △9,638.93 ―

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

21年6月期第1四半期 2,293 544 23.7 111,375.32
20年6月期 2,131 520 24.4 108,982.23

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  544百万円 20年6月期  520百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

株式数の変動により１株当たり当期純利益のみを変更しております。  

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

第2四半期連結累計期間 2,465 △1.5 15 △24.3 5 482.7 0 ― △13.65
通期 4,927 △1.2 73 △9.9 53 △13.0 38 895.4 7,907.81

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

〔（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。〕  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

〔（注） 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。〕  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(1)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。 
(2)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  4,890株 20年6月期  4,780株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  4,820株 20年6月期第1四半期  4,336株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界
的な金融不安、株式・為替市場の急激な変動及び原油・原材料価格の高騰により、景気後退の局面に入り
つつあるとされております。 
当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業において、平成20年４月に調剤報酬改定及び薬価基準の

見直しが実施され、薬価基準は薬価ベースで5.2％のダウンとなり、依然厳しい収益環境が続いておりま
す。医薬分業率に関しましては、平成20年２月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
66.8％（前年同月65.5％。全国では59.5％（同58.2％））となっており、伸び率の鈍化傾向が顕著となっ
ております。 
また、研究開発事業のサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門において、健康食品原料として製

造・販売を行っております。当該事業の係る健康食品業界においては、平成20年４月より生活習慣病予防
のため開始された特定健康診査・特定保健指導の義務化等で健康志向が高まり、市場は成長傾向にあるも
のとされております。 
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、研究開発事業及び不動産関連事業の各事業を展開してまいりました。これ
らの結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高1,267,423千円、経常利益17,460千円、四半期純
利益18,412千円となりました。 
  

①調剤薬局事業 

調剤薬局事業は、前連結会計期間の12月に調剤薬局１店舗を譲渡したこと及び平成20年４月に実施され
た調剤報酬改定及び薬価基準の見直しの影響を受けたことにより、売上高は1,095,110千円、営業利益は
26,008千円となりました。 
  

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59,481千円、営業利益は3,586千円とな
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（ＳＯＰ）事業部門において、前連結会計年度の下期からの標津
工場での安定稼動が当第１四半期連結会計期間も引き続き実現したことで、売上高は110,098千円、営業
利益は45,825千円となりました。しかしながら、今年は北海道の沿岸全域でサケの漁獲量が前年を下回る
可能性があり原料の確保については必ずしも楽観できる状況ではありません。引き続き原料確保に注力し
てまいります。 
  

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。 

  

第１四半期連結会計期間末における総資産は、「リース取引に関する会計基準」の早期適用により、前
連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額を取得価額として取得したものとして固定資産に
リース資産163,166千円を計上したことが主要因で、2,293,408千円となりました。 
 また、負債につきましてもリース債務を167,327千円計上しておりますが、社債の償還25,000千円等に
より、1,748,782千円となりました。 
 純資産については、新株予約権（ストック・オプション）の行使による資本金の増加5,500千円及び四
半期純利益18,412千円により、544,625千円となりました。 
 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8,687千円の獲得、投資活
動によるキャッシュ・フローは17,309千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローは59,292千円の使
用となりました。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残高は235,134千円
となりました。 
  

平成21年６月期の連結業績予想につきましては、平成20年６月期決算短信（平成20年８月11日発表）掲
載の業績予想値と変更はありませんが、当第１四半期において新株予約権の行使により株式数の変動があ
ったため、これに基づき１株当たり当期純利益を修正しております。 

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 
  
②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
該当事項はありません。 

  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸
表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
  
②棚卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、「棚卸資産の評価に関
する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１四半期連結会
計期間から適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
に変更しております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が
6,094千円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  
③「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月
30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会
平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会
計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として
計上しております。 
 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する
方法によっております。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
期首に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額（利息相当額控除後）を取得価額とし
て取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 
 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に154,796千円、無形固定
資産に8,369千円計上され、売上総利益が1,527千円、営業利益が1,444千円それぞれ増加し、経常利益
及び税金等調整前四半期純利益が580千円それぞれ減少しております。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
  
④法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、法定
耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当社グループの機械装置については、従来、耐
用年数を９年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より10年に変更しております。 
 この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 
 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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

(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 235,134 303,049 

受取手形及び売掛金 823,253 788,393 

商品及び製品 181,398 166,887 

原材料 10,989 16,472 

仕掛品 21,775 18,061 

繰延税金資産 16,120 2,134 

その他 32,421 24,684 

貸倒引当金 △21,775 △21,480 

流動資産合計 1,299,317 1,298,200 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 335,819 342,169 

機械装置及び運搬具（純額） 113,392 114,302 

工具、器具及び備品（純額） 21,868 19,980 

土地 199,389 199,389 

リース資産（純額） 154,796 － 

有形固定資産合計 825,267 675,841 

無形固定資産 

のれん 5,612 8,419 

その他 25,899 19,132 

無形固定資産合計 31,511 27,551 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,056 1,276 

繰延税金資産 27,481 30,097 

敷金及び保証金 59,207 49,609 

その他 48,061 47,384 

投資その他の資産合計 135,806 128,368 

固定資産合計 992,585 831,761 

繰延資産 1,504 1,948 

資産合計 2,293,408 2,131,910 

㈱オストジャパングループ (2757) 平成21年６月期 第１四半期決算短信
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(単位：千円) 

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 878,095 875,090 

1年内返済予定の長期借入金 102,061 102,279 

未払金 30,140 28,987 

未払法人税等 9,964 15,630 

賞与引当金 36,508 － 

その他 81,541 70,762 

流動負債合計 1,138,311 1,092,751 

固定負債 

長期借入金 487,503 512,069 

その他 122,968 6,155 

固定負債合計 610,471 518,224 

負債合計 1,748,782 1,610,975 

純資産の部 

株主資本 

資本金 282,117 276,617 

資本剰余金 178,617 178,617 

利益剰余金 84,467 66,054 

株主資本合計 545,201 521,288 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △576 △353 

評価・換算差額等合計 △576 △353 

純資産合計 544,625 520,935 

負債純資産合計 2,293,408 2,131,910 
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(2) 四半期連結損益計算書

 【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,267,423 

売上原価 1,163,514 

売上総利益 103,908 

販売費及び一般管理費 81,783 

営業利益 22,125 

営業外収益 

受取利息及び配当金 349 

助成金収入 586 

受取地代家賃 1,001 

その他 485 

営業外収益合計 2,423 

営業外費用 

支払利息 5,457 

株式交付費償却 159 

手形売却損 177 

その他 1,294 

営業外費用合計 7,088 

経常利益 17,460 

特別利益 

投資有価証券売却益 999 

特別利益合計 999 

特別損失 

たな卸資産廃棄損 1,584 

特別損失合計 1,584 

税金等調整前四半期純利益 16,875 

法人税、住民税及び事業税 9,681 

法人税等調整額 △11,219 

法人税等合計 △1,537 

四半期純利益 18,412 

㈱オストジャパングループ (2757) 平成21年６月期 第１四半期決算短信
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円） 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期純利益 16,875 

減価償却費 33,280 

のれん償却額 2,806 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294 

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,508 

受取利息及び受取配当金 △349 

支払利息 5,457 

投資有価証券売却損益（△は益） △999 

株式交付費償却 159 

たな卸資産廃棄損 1,584 

未収消費税等の増減額（△は増加） △2,773 

その他の資産の増減額（△は増加） △4,870 

売上債権の増減額（△は増加） △34,860 

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,328 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,004 

未払金の増減額（△は減少） △1,272 

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,606 

未払消費税等の増減額（△は減少） △824 

その他 △9,471 

小計 28,612 

利息及び配当金の受取額 349 

利息の支払額 △5,385 

法人税等の支払額 △14,889 

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,687 

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 △8,156 

投資有価証券の取得による支出 △153 

投資有価証券の売却による収入 1,000 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △10,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,309 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入金の返済による支出 △24,784 

社債の償還による支出 △25,000 

株式の発行による収入 5,500 

配当金の支払額 △4 

リース債務の返済による支出 △15,004 

財務活動によるキャッシュ・フロー △59,292 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △67,914 

現金及び現金同等物の期首残高 303,049 

現金及び現金同等物の四半期末残高 235,134 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(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 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

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て、営業利益は、研究開発事業で6,094千円

減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

「四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日）を早期適用してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益は、調剤薬局事業で1,164千円、福

祉事業で76千円及び研究開発事業で285千円それぞれ増加し、消去及び全社で83千円減少しております。 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

「四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更」に記載のとおり、法人税法の改正

（法律第23号 平成20年４月30日）に伴い、法定耐用年数及び資産区分が見直されました。これにより、当

社の機械装置については、従来の耐用年数を９年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より10年

に変更しております。この変更は、研究開発事業の営業利益に影響を与えますが、軽微であります。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,095,110 59,481 110,098 2,731 1,267,423 ― 1,267,423

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

652 ― 176 3,327 4,155 (4,155) ―

計 1,095,763 59,481 110,274 6,058 1,271,578 (4,155) 1,267,423

営業利益 26,008 3,586 45,825 4,769 80,189 (58,064) 22,125

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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（要約）前四半期連結損益計算書 

「参考資料」

科目

前第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）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,195,174

Ⅱ 売上原価 1,126,796

  売上総利益 68,378

Ⅲ 販売費及び一般管理費 83,804

  営業損失(△) △15,426

Ⅳ 営業外収益 2,320

Ⅴ 営業外費用 17,302

  経常損失(△) △30,407

Ⅵ 特別利益 521

  税金等調整前四半期純損失(△) △29,886

  法人税、住民税及び事業税 27,135

  法人税等調整額 △15,227

  四半期純損失(△) △41,794
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