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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

（注）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２四半期は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2四半期 2,593 ― 189 ― 179 ― 118 ―
20年6月期第2四半期 2,502 3.9 20 65.0 0 △90.4 △27 ―

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2四半期 24,474.93 24,409.57
20年6月期第2四半期 △6,048.38 ―

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2四半期 2,324 645 27.8 132,027.55
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2四半期  645百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 4,994 0.2 201 147.6 182 193.9 106 ― 21,901.80

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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  4,855株 20年6月期第2四半期  4,558株
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当第２四半期連結累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、企業の生産減及び雇用情勢の悪化により、景況感が悪化い
たしました。 
当社グループを取り巻く環境は、調剤薬局事業において、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３月現在（日本薬剤師会調べ）、営業基盤である北海道で
66.3％（前年同月65.4％。全国では59.6％（同57.8％））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２四半期連結累計期間の業績は、売上高2,593,555千円、経常利益179,561千円、四半期純
利益118,825千円となりました。 
  

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ましたが、処方箋単価の増加により既存店舗の売上が
好調に推移しております。また利益面では、あらゆる原価の見直しに注力したことにより、薬価基準の改
定等の影響を吸収することができました。この結果、売上高は2,249,514千円、営業利益は201,798千円と
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121,139千円、営業利益は7,973千円とな
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２四半期連結累計期間も引き続き実現いたしました。また、サーモンオバリーペ
プチド（ＳＯＰ)原料である魚卵外皮の確保については、北海道産天然サケの漁獲量が記録的な落ち込み
となったなか、調達エリアを拡大していたことから影響は限定的とすることができました。この結果、売
上高は217,437千円、営業利益は84,698千円となりました。 
 なお、サーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）の販売について協和薬品株式会社と取引契約を締結してお
りましたが、同社より平成21年１月20日付での契約解除の通知書を郵送にて受け取りました。 
 現在、取引契約解除通知書の記載内容について、事実関係の確認を行っております。 
  

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。 

  

第２四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148,894千円を計上したこと及びサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）事業部門の原料回収等
によりたな卸資産が50,609千円増加したことが主要因で、2,324,660千円となりました。 
 また、負債につきましてもリース債務を153,346千円計上しておりますが、長期借入金の約定返済
49,529千円及び社債の償還25,000千円等により、1,679,045千円となりました。 
 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118,825千円により、645,614千円となりました。 
 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55,754千円の獲得、投資活
動によるキャッシュ・フローは21,709千円の使用、財務活動によるキャッシュ・フローは97,944千円の使
用となりました。これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物残高は239,149千円
となりました。 

・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
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平成21年６月期の連結業績予想につきましては、業績予想の修正に関するお知らせ（平成20年12月17日
発表）掲載の業績予想値と変更はありません。なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在にお
いて入手可能な情報を前提としており、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。 

  
  

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、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、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資
産に141,050千円、無形固定資産に7,843千円計上され、売上総利益が3,099千円、営業利益が2,932千円
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1,024千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、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。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 239,149 303,049

受取手形及び売掛金 856,706 788,393

商品及び製品 219,884 166,887

仕掛品 13,744 18,061

原材料 18,401 16,472

繰延税金資産 5,616 2,134

その他 33,978 24,684

貸倒引当金 △22,120 △21,480

流動資産合計 1,365,361 1,298,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 329,904 342,169

機械装置及び運搬具（純額） 107,011 114,302

工具、器具及び備品（純額） 20,650 19,980

土地 199,389 199,389

リース資産（純額） 141,050 －

有形固定資産合計 798,007 675,841

無形固定資産   

のれん 2,806 8,419

その他 23,770 19,132

無形固定資産合計 26,576 27,551

投資その他の資産   

投資有価証券 839 1,276

繰延税金資産 26,982 30,097

敷金及び保証金 59,419 49,609

その他 46,412 47,384

投資その他の資産 133,653 128,368

固定資産合計 958,238 831,761

繰延資産 1,060 1,948

資産合計 2,324,660 2,131,910
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 800,129 875,090

1年内返済予定の長期借入金 101,612 102,279

未払金 47,449 28,987

未払法人税等 59,604 15,630

その他 95,047 70,762

流動負債合計 1,103,844 1,092,751

固定負債   

長期借入金 463,206 512,069

その他 111,994 6,155

固定負債合計 575,201 518,224

負債合計 1,679,045 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 184,880 66,054

株主資本合計 645,614 521,288

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △353

評価・換算差額等合計 － △353

純資産合計 645,614 520,935

負債純資産合計 2,324,660 2,131,910

㈱オストジャパングループ（2757）平成21年６月期 第２四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,593,555

売上原価 2,239,861

売上総利益 353,694

販売費及び一般管理費 163,784

営業利益 189,909

営業外収益  

受取利息及び配当金 362

助成金収入 586

受取地代家賃 1,994

その他 1,179

営業外収益合計 4,122

営業外費用  

支払利息 10,661

株式交付費償却 318

手形売却損 826

その他 2,664

営業外費用合計 14,470

経常利益 179,561

特別利益  

固定資産売却益 285

投資有価証券売却益 999

特別利益合計 1,285

特別損失  

たな卸資産廃棄損 1,710

投資有価証券評価損 1,934

特別損失合計 3,645

税金等調整前四半期純利益 177,201

法人税、住民税及び事業税 58,984

法人税等調整額 △608

法人税等合計 58,376

四半期純利益 118,825
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,326,132

売上原価 1,076,346

売上総利益 249,785

販売費及び一般管理費 82,000

営業利益 167,784

営業外収益  

受取利息及び配当金 12

受取地代家賃 992

その他 693

営業外収益合計 1,699

営業外費用  

支払利息 5,204

株式交付費償却 159

手形売却損 648

その他 1,369

営業外費用合計 7,381

経常利益 162,101

特別利益  

固定資産売却益 285

特別利益合計 285

特別損失  

たな卸資産廃棄損 126

投資有価証券評価損 1,934

特別損失合計 2,060

税金等調整前四半期純利益 160,326

法人税、住民税及び事業税 49,302

法人税等調整額 10,611

法人税等合計 59,913

四半期純利益 100,412
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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 177,201

減価償却費 66,999

のれん償却額 5,612

貸倒引当金の増減額（△は減少） 639

受取利息及び受取配当金 △362

支払利息 10,661

有形固定資産売却損益（△は益） △285

投資有価証券売却損益（△は益） △999

投資有価証券評価損益（△は益） 1,934

株式交付費償却 318

たな卸資産廃棄損 1,710

未収消費税等の増減額（△は増加） △3,007

その他の資産の増減額（△は増加） △6,309

売上債権の増減額（△は増加） △68,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,320

仕入債務の増減額（△は減少） △74,960

未払金の増減額（△は減少） 17,074

長期前払費用の増減額（△は増加） △1,336

未払消費税等の増減額（△は減少） 803

その他 5,673

小計 80,734

利息及び配当金の受取額 362

利息の支払額 △10,449

法人税等の支払額 △14,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,754

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 △12,172

有形固定資産の売却による収入 380

投資有価証券の取得による支出 △303

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） △10,614

投資活動によるキャッシュ・フロー △21,709

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 △49,529

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 △28,911

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,899

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 239,149
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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２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、

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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益は、調剤

薬局事業で2,383千円、福祉事業で151千円及び研究開発事業で564千円それぞれ増加し、消去及び全社で167

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

社グループ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、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２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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２四半期連結累計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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

2,249,514 121,139 217,437 5,462 2,593,555 ― 2,593,555

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,584 ― 325 6,654 8,564 (8,564) ―

計 2,251,099 121,139 217,763 12,116 2,602,119 (8,564) 2,593,555

営業利益 201,798 7,973 84,698 9,746 304,217 (114,307) 189,909

【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）前中間連結損益計算書 

 
  

（重要な後発事象） 

「参考資料」

科目

前中間連結会計期間
（自 平成19年７月１日 

  至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 2,502,050

Ⅱ 売上原価 2,312,208

  売上総利益 189,842

Ⅲ 販売費及び一般管理費 169,274

  営業利益 20,568

Ⅳ 営業外収益 4,472

Ⅴ 営業外費用 24,078

  経常利益 962

Ⅵ 特別利益 23,809

Ⅶ 特別損失 12,853

  税金等調整前中間純利益 11,918

  法人税、住民税及び事業税 38,494

  法人税等調整額 992

  中間純損失(△) △27,568

6.その他の情報

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日)

 当社の連結子会社である北日本化学株式会社は、同社が製造するサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）の販売

について協和薬品株式会社（以下、「協和薬品」という。）と取引契約を締結済であります。同社は当該取引契

約に基づき、生産したサーモンオバリーペプチド（ＳＯＰ）のほぼ全量を協和薬品に販売しておりますが、協和

薬品より平成21年１月20日付での契約解除の通知書を郵送にて受け取りました。 

 現在、取引契約解除通知書の記載内容について、事実関係の確認を行っており、取引契約解除に伴う当社グル

ープとしての対応策および方針等が決定していないため、今後の財政状態および経営成績に与える影響は現時点

では判明しておりません。 

  

当該取引契約の概要

１ 相手方の名称 ：協和薬品株式会社

２ 相手方の所在地：富山県富山市経力163番地

３ 相手方の代表者：松本 臣市

４ 契約品目   ：サーモンオバリーペプチド

５ 契約内容   ：健康食品原料として販売

６ 契約期間   ：平成19年５月１日から平成22年４月30日まで 

          以後１年ごとの自動更新
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