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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年3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2四半期 1,365 ― 464 ― 467 ― 263 ―

20年9月期第2四半期 1,171 63.3 382 212.4 384 213.1 211 193.9

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2四半期 79.80 ―

20年9月期第2四半期 64.13 ―

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2四半期 3,375 2,243 66.5 679.89
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2四半期  2,243百万円 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 ― 12.00

21年9月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他を御覧ください。 

(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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 3,300,000株 20年9月期第2四半期 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、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。 
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。 
３．平成20年11月７日に公表致しました業績予想数値と当第２四半期累計期間の実績との差異につきましては、本日公表の「平成21年９月期第２四半期
累計期間業績予想との差異に関するお知らせ」をご参照下さい。 



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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、急速な世界的景気後退のなかで多くの企業の業績は悪化し、企業

倒産、株価低迷、雇用不安等景気回復の兆しが見えぬままに推移しております。

　国内医薬品関連企業の経営環境は、世界最大の米国市場の成長鈍化傾向が鮮明になるなか、円高や主力製品の相次

ぐ特許切れも加わり、更に国内の景気悪化により厳しさを増しております。

　このような状況のもと、当社は医薬品の品質保証と薬物動態に関し、製薬関連企業のアウトソーサーとして高い品

質と満足度の高いサービスが提供できる様、試験実施能力を確保し、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。

　当社の受注は、品質保証事業を中心に拡大を図っておりますが、既契約案件の試験中止・予定案件の遅れ等も加わ

り、受注高は計画未達の状況となりました。

　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1,300,706千円（前年同四半期1,083,249千円）となりました。

　薬物動態事業では、新医薬品、ジェネリック医薬品双方の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64,562千円（前年同四半期87,866千円）となりました。

　以上の結果、売上高合計1,365,269千円（前年同四半期1,171,116千円）、営業利益464,106千円（前年同四半期

382,834千円）、経常利益467,257千円（前年同四半期384,322千円）、四半期純利益263,340千円（前年同四半期211,637

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２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比較して227,799千円増加し、3,375,213千円となりま

した。これは主に、売掛金の増加76,205千円、中央研究センターの増築等による有形固定資産の増加265,644千円によ

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10,658千円増加し、1,131,575千円となりました。これは主にリース債務の

増加176,183千円に対し、未払法人税等の減少120,104千円によるものであります。

　純資産は、四半期純利益263,340千円の確保により、利益剰余金が増加し、2,243,637千円となりました。

　この結果、自己資本比率は、前事業年度より2.1ポイント増加し、66.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）、前事業年度末に比して27,433

千円増加し、604,292千円となりました。

　営業活動による資金は、12,246千円の収入超過となりました。主な収入要因は、税引前四半期純利益467,257千円の

計上、減価償却費の発生69,956千円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加76,205千円、法人税等の支払額307,184

千円等によるものであります。

　投資活動による資金は、43,215千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183,829千円によるものであります。

　財務活動による資金は、58,401千円の収入超過となりました。これは主に長期借入金の収支の収入85,200千円によ

るものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　景気後退のなかで、国内医薬品関連企業の研究開発費の増加は続くものの、新規の開発速度、開発品目の選定絞込

み等により従来に比較し、受注環境の先行は不透明さを感じております。

　しかしながら、第２四半期累計期間においては、試験の順調な実施により、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も抑制に努めており、第３四半期以降の新規受注努力により、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。

（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、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日公表分）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、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、当第２四半期会計期間末の固定資産が175,393千円、流動負債

が35,579千円、固定負債が140,604千円、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。



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３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 1,004,292 1,126,858

売掛金 718,710 642,504

貯蔵品 19,681 15,469

その他 113,579 118,288

貸倒引当金 △1,385 △1,196

流動資産合計 1,854,878 1,901,925

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 990,981 692,797

土地 202,888 202,888

リース資産（純額） 175,393 －

その他（純額） 61,298 269,231

有形固定資産合計 1,430,562 1,164,917

無形固定資産 34,124 21,166

投資その他の資産 55,648 59,405

固定資産合計 1,520,334 1,245,488

資産合計 3,375,213 3,147,413

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,580 48,442

短期借入金 30,000 －

1年内返済予定の長期借入金 179,600 129,600

リース債務 35,579 －

未払法人税等 192,838 312,942

賞与引当金 64,608 71,690

役員賞与引当金 － 25,000

その他 139,022 256,846

流動負債合計 685,228 844,522

固定負債   

長期借入金 281,100 245,900

リース債務 140,604 －

退職給付引当金 24,398 30,187

その他 244 307

固定負債合計 446,346 276,394

負債合計 1,131,575 1,120,916



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３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 1,053,637 836,497

株主資本合計 2,243,637 2,026,497

純資産合計 2,243,637 2,026,497

負債純資産合計 3,375,213 3,147,413



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,365,269

売上原価 714,117

売上総利益 651,152

販売費及び一般管理費 187,045

営業利益 464,106

営業外収益  

受取利息 628

受取賃貸料 3,957

違約金収入 1,994

雑収入 2,384

営業外収益合計 8,963

営業外費用  

支払利息 4,312

賃貸収入原価 1,500

営業外費用合計 5,813

経常利益 467,257

税引前四半期純利益 467,257

法人税、住民税及び事業税 188,447

法人税等調整額 15,468

法人税等合計 203,916

四半期純利益 263,340



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３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 467,257

減価償却費 69,956

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,788

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,082

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） 189

受取利息及び受取配当金 △628

支払利息 4,312

売上債権の増減額（△は増加） △76,205

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,211

仕入債務の増減額（△は減少） △4,862

前受金の増減額（△は減少） △19,674

その他 △75,031

小計 323,230

利息及び配当金の受取額 628

利息の支払額 △4,426

法人税等の支払額 △307,184

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,246

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 △183,829

無形固定資産の取得による支出 △11,385

その他 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,215

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

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △64,800

リース債務の返済による支出 △10,598

配当金の支払額 △46,200

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,401

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） 27,433

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 604,292



　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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

科目

前中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  1,171,116 100.0

Ⅱ　売上原価  616,399 52.6

売上総利益  554,717 47.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  171,883 14.7

営業利益  382,834 32.7

Ⅳ　営業外収益  5,228 0.4

Ⅴ　営業外費用  3,740 0.3

経常利益  384,322 32.8

Ⅵ　特別損失  739 0.0

税引前中間純利益  383,582 32.8

法人税、住民税及び事業税 175,953   

法人税等調整額 △4,008 171,944 14.7

中間純利益  211,637 18.1

    



（２）中間キャッシュ・フロー計算書

 
前中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前中間純利益 383,582

減価償却費 45,814

退職給付引当金の増加額 3,959

賞与引当金の増加額 1,430

役員賞与引当金の減少額 △9,000

貸倒引当金の増加額 113

受取利息 △596

支払利息 2,187

固定資産除却損 739

売上債権の増加額 △89,369

たな卸資産の増加額 △5,668

その他流動資産の増加額 △14,169

その他固定資産の減少額 285

仕入債務の増加額 17,946

前受金の増加額 30,219

その他流動負債の増加額 1,005

その他固定負債の減少額 △63

小計 368,414

利息の受取額 596

利息の支払額 △2,702

法人税等の支払額 △62,928

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

303,379



 
前中間会計期間

（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

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

△209,270

無形固定資産の取得によ
る支出

△2,191

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

△39,461

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

長期借入れによる収入 270,000

長期借入金の返済による
支出

△104,380

配当金の支払額 △21,450

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

144,169

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
額

408,088

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中間
期末残高

770,936
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