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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10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、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 

  

(1) 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9月期第1四半期 701 ― 260 ― 261 ― 153 ―

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

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9月期第1四半期 46.40 ―

20年9月期第1四半期 26.22 ―

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9月期第1四半期 3,019 2,133 70.6 646.49
20年9月期 3,147 2,026 64.4 614.09

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  2,133百万円 20年9月期  2,026百万円

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9月期 ― 8.00 ― 14.00 22.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期累計期間 1,351 ― 348 ― 344 ― 197 ― 59.70
通期 2,881 13.5 816 0.6 809 △1.0 466 5.9 141.21

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 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（四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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9月期第1四半期  3,300,000株 20年9月期  3,300,000株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  3,300,000株 20年9月期第1四半期  3,300,000株

※ 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、２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ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



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１四半期会計期間におけるわが国の経済は、世界的金融不安の影響を受けて多くの企業で業績が悪化し、株価

低迷、雇用不安等急速に景気不安が広まっております。

　国内医薬品市場では、大手製薬企業がバイオ関連企業やジェネリック製薬企業等の子会社化を推進しつつ生き残り

を賭けて研究開発を活発化させております。この結果、製薬企業の研究開発費の売上高に占める割合は年々増加して

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、当社は国内外製薬企業から医薬品の開発プロセスにおける、医薬品の品質保証と薬物動態

に関する受注拡大のため、試験実施能力の拡大と信頼性強化のための教育・インフラの整備に努めております。

　事業別売上高につきまして、品質保証事業では新規顧客の獲得及び既存顧客の深耕、大口化を図りました結果、売

上高は667,817千円（前年同四半期497,165千円）となりました。

　薬物動態事業では、ジェネリック製薬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。その結果、売上高は34,135千円（前年同四半期52,840千円）となりました。

　以上の結果、売上高合計701,952千円（前年同四半期550,005千円）、営業利益260,257千円（前年同四半期151,063

千円）、経常利益261,980千円（前年同四半期151,697千円）、四半期純利益153,134千円（前年同四半期86,532千円）

となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（財政状態の状況）

　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127,686千円減少し、3,019,726千円となりました。こ

れは主に、売掛金が127,445千円増加したものの、法人税等の支払による現金及び預金の461,481千円減少によるもの

であります。

　負債合計額は、前事業年度末と比較して234,621千円減少し、886,295千円となりました。これは主に、未払法人税

等239,411千円の減少等によるものであります。

　純資産は、四半期純利益153,134千円の確保により利益剰余金が増加し、2,133,431千円となりました。

　この結果、自己資本比率は、前事業年度末より6.2ポイント増加し70.6％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311,481千

円減少し、265,377千円となりました。

　営業活動による資金は、248,886千円の支出超過となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益261,980千円

の計上、減価償却費の発生29,254千円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加127,445千円、法人税等の支払額

307,108千円等によるものであります。

　投資活動による資金は、22,156千円の支出超過となりました。これは主に定期預金の払戻による収入150,000千円、

中央研究センターの増築に係る有形固定資産の取得による支出165,343千円によるものであります。

　財務活動による資金は、40,438千円の支出超過となりました。これは主に配当金の支払額46,200千円によるもので

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１四半期会計期間において、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は、抑制に努めた

結果から、第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、当初の予想通り達成の見通しであり、平成20年

11月７日に公表致しました業績予想に変更はありません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。
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（２）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 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな棚卸資産については、従来、最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間

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）が適用されたことに伴い、

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。

　なお、これによる損益への影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりましたが、

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））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６

年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始

する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１四半期会計期間

からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

　また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　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、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この結果、従来の方法によった場合と比較して、固定資産が111,640千円、流動負債が21,740千円、固定負債が

90,093千円、それぞれ増加しております。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

（３）追加情報 

（退職給付引当金）

　当社は、平成20年10月１日に従来の退職一時金制度を改訂し、ポイント制に基づく退職一時金制度へ移行する

とともに、確定拠出年金制度を導入致しました。

　なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 665,377 1,126,858

売掛金 769,950 642,504

貯蔵品 18,198 15,469

その他 110,115 118,288

貸倒引当金 △1,498 △1,196

流動資産合計 1,562,143 1,901,925

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,000,647 692,797

土地 202,888 202,888

リース資産（純額） 111,640 －

その他（純額） 65,767 269,231

有形固定資産合計 1,380,943 1,164,917

無形固定資産 20,066 21,166

投資その他の資産 56,573 59,405

固定資産合計 1,457,583 1,245,488

資産合計 3,019,726 3,147,413

負債の部   

流動負債   

買掛金 49,393 48,442

短期借入金 30,000 －

1年内返済予定の長期借入金 129,600 129,600

リース債務 21,740 －

未払法人税等 73,531 312,942

賞与引当金 31,874 71,690

役員賞与引当金 － 25,000

その他 209,521 256,846

流動負債合計 545,660 844,522

固定負債   

長期借入金 224,300 245,900

リース債務 90,093 －

退職給付引当金 25,964 30,187

その他 275 307

固定負債合計 340,634 276,394

負債合計 886,295 1,120,916



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 957,500 957,500

資本剰余金 232,500 232,500

利益剰余金 943,431 836,497

株主資本合計 2,133,431 2,026,497

純資産合計 2,133,431 2,026,497

負債純資産合計 3,019,726 3,147,413



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 701,952

売上原価 348,555

売上総利益 353,396

販売費及び一般管理費 93,138

営業利益 260,257

営業外収益  

受取利息 245

受取賃貸料 1,978

雑収入 2,055

営業外収益合計 4,279

営業外費用  

支払利息 1,805

賃貸収入原価 750

営業外費用合計 2,556

経常利益 261,980

税引前四半期純利益 261,980

法人税、住民税及び事業税 71,406

法人税等調整額 37,439

法人税等合計 108,846

四半期純利益 153,134



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10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  

税引前四半期純利益 261,980

減価償却費 29,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,222

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,816

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 302

受取利息及び受取配当金 △245

支払利息 1,805

売上債権の増減額（△は増加） △127,445

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,729

仕入債務の増減額（△は減少） 950

前受金の増減額（△は減少） △16,523

その他 △18,806

小計 59,504

利息及び配当金の受取額 245

利息の支払額 △1,528

法人税等の支払額 △307,108

営業活動によるキャッシュ・フロー △248,886

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 150,000

有形固定資産の取得による支出 △165,343

無形固定資産の取得による支出 △8,812

その他 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,156

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 30,000

長期借入金の返済による支出 △21,600

リース債務の返済による支出 △2,638

配当金の支払額 △46,200

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,438

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △311,481

現金及び現金同等物の期首残高 576,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 265,377



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円） 百分比　

Ⅰ　売上高  550,005 100.0

Ⅱ　売上原価  310,920 56.5

売上総利益  239,085 43.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  88,022 16.0

営業利益  151,063 27.5

Ⅳ　営業外収益  2,553 0.4

Ⅴ　営業外費用  1,918 0.3

経常利益  151,697 27.6

Ⅵ　特別損失  137 0.0

税引前第１四半期純利益  151,560 27.6

法人税、住民税及び事業税 52,675   

法人税等調整額 12,352 65,027 11.9

第１四半期純利益  86,532 15.7

    



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成20年９月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前第１四半期純利益 151,560

減価償却費 22,597

退職給付引当金の増加額 2,119

賞与引当金の減少額 △23,893

役員賞与引当金の減少額 △9,000

貸倒引当金の増加額 281

受取利息 △213

支払利息 1,141

固定資産除却損 137

売上債権の増加額 △159,489

たな卸資産の増加額 △4,797

その他流動資産の増加額 △21,747

 
その他固定資産の増加額

△128

仕入債務の増加額 20,318

前受金の増加額 17,286

その他流動負債の増加額 41,753

その他固定負債の減少額 △31

小計 37,892

利息の受取額 213

利息の支払額 △1,141

法人税等の支払額 △62,852

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△25,886



 
前年同四半期

（平成20年９月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 

定期預金の払戻による収
入

170,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△176,717

無形固定資産の取得によ
る支出

△285

その他投資等の減少額 2,000

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△5,002

Ⅲ　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

△15,660

配当金の支払額 △21,450

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△37,110

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少
額

△67,999

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

362,847

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１
四半期末残高

294,848
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