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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 1,996 7.9 624 △2.1 630 △1.9 353 △1.1

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

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3四半期 107.21 ―

20年9月期第3四半期 108.41 ―

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3四半期 3,208 2,294 71.5 695.30
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3四半期  2,294百万円 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  有  
 

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 2,650 4.4 725 △10.7 729 △10.8 400 △9.1 121.21



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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 3,300,000株 20年9月期第3四半期 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．平成20年11月７日に公表致しました通期の業績予想を本資料において修正しております。 
詳細につきましては、４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．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、４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．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。 



 当第３四半期累計期間の国内総生産（ＧＤＰ）の実績成長率の平均予測値は年換算でプラス1.98％の成長になる見

通しと報じられているものの依然、景況は予断を許さない状況と思われます。 

 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、インフラの整備に引

き続き努めております。 

 しかしながら、当社の受注環境は引合い案件が継続的にあるものの製薬関連企業からの試験工数の縮小、社内リソ

ース活用、外部委託予算の削減等を受け、厳しい状況にあります。 

 さらに、前期契約済試験の中止や開発計画見直しに伴う当社受注予測の調整等があり、売上高の計画未達成となり

ました。殊に理化学試験の案件が受注高、売上高共に計画と乖離する原因となりました。 

 なお、当第３四半期に当社所有の賃貸建物の賃貸契約終了に伴い、老朽化した当該建物を除却廃棄したため特別損

失が発生しました。  

 事業別の売上高の状況につきまして、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1,879,425千円（前年同四半期1,699,274千円）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117,571千円（前年同四半期151,938千円）となりました。

 以上の結果、売上高合計1,996,996千円（前年同四半期1,851,212千円）、営業利益624,751千円（前年同四半期

638,012千円）、経常利益630,441千円（前年同四半期642,785千円）、四半期純利益353,802千円（前年同四半期

357,747千円）となりました。  

（財政状態の状況） 

 当第３四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61,337千円増加し、3,208,751千円となりま

した。これは主に、現金及び預金の減少153,258千円、売掛金の減少39,110千円、中央研究センターの増築等による

有形固定資産の増加252,504千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206,665千円減少し、914,251千円となりました。これは主に、リース債務

の増加202,313千円に対し、未払法人税等の減少286,330千円、賞与引当金の減少34,156千円、流動負債のその他に含

めている前受金の減少27,811千円によるものであります。 

 純資産は、四半期純利益353,802千円の確保により、利益剰余金が増加し、2,294,499千円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末より7.1ポイント増加し、71.5％となりました。  

 （キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期会計期間末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3,258

千円減少し、573,600千円となりした。 

 営業活動による資金は、112,846千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611,250千円

の計上、売上債権の減少39,110千円等であり、主な支出要因は、法人税等の支払額496,815千円等によるものであり

ます。 

 投資活動による資金は、62,168千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400,000千

円に対し、定期預金の預入による支出250,000千円及び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189,968千円によるものであります。 

 財務活動による資金は、53,936千円の支出超過となりました。これは主にリース債務の返済による支出20,936千円

によるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



 製薬関連企業の研究開発費総額の増加は続くものの、研究開発の開発品目の減少及び外部委託予算の見直し等によ

り、受注環境の先行きは、厳しさを増してくるものと考えております。 

 前期契約済試験の中止及び開発計画見直しによる受注予定案件の中止等を原因とする、受注高の計画未達成により

売上高は当初計画を下回る見込みとなりました。  

 試薬をはじめとする原価の低減、販売費及び一般管理費の節減努力にも拘わらず売上高の未達成額が影響し通期の

業績は、売上及び利益とも当初計画を下回ると予想しており、平成20年11月７日に公表致しました業績予想を下記の

とおり修正致します。  

（通期） 

  
  

 該当事項はありません。 

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３四半期会計期間末の固定資産が200,874千円、流動

負債が42,756千円、固定負債が159,556千円、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。 

（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。 

３．業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ）  2,881  816  809  466  141  21

今回修正予想（Ｂ）  2,650  725  729  400  121  21

増減額（Ｂ－Ａ）  △231  △91  △80  △66 －   

増減率（％）  △8.0  △11.2  △9.9  △14.2 －   

前期実績  2,539  811  817  440  133  40

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

（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

（３）追加情報



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 973,600 1,126,858

売掛金 603,394 642,504

貯蔵品 20,103 15,469

その他 105,560 118,288

貸倒引当金 △1,167 △1,196

流動資産合計 1,701,491 1,901,925

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 961,116 692,797

土地 202,888 202,888

リース資産（純額） 197,302 －

その他（純額） 56,114 269,231

有形固定資産合計 1,417,421 1,164,917

無形固定資産 36,301 21,166

投資その他の資産 53,536 59,405

固定資産合計 1,507,259 1,245,488

資産合計 3,208,751 3,147,413

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,766 48,442

1年内返済予定の長期借入金 179,600 129,600

リース債務 42,756 －

未払法人税等 26,611 312,942

賞与引当金 37,534 71,690

役員賞与引当金 － 25,000

その他 154,365 256,846

流動負債合計 481,634 844,522

固定負債   

長期借入金 248,700 245,900

リース債務 159,556 －

退職給付引当金 24,147 30,187

その他 212 307

固定負債合計 432,616 276,394

負債合計 914,251 1,120,916



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 1,104,499 836,497

株主資本合計 2,294,499 2,026,497

純資産合計 2,294,499 2,026,497

負債純資産合計 3,208,751 3,147,413



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,996,996

売上原価 1,090,134

売上総利益 906,862

販売費及び一般管理費 282,111

営業利益 624,751

営業外収益  

受取利息 1,753

受取賃貸料 5,516

違約金収入 4,911

雑収入 2,761

営業外収益合計 14,943

営業外費用  

支払利息 7,296

賃貸収入原価 1,956

営業外費用合計 9,252

経常利益 630,441

特別利益  

貸倒引当金戻入額 29

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産除却損 19,220

特別損失合計 19,220

税引前四半期純利益 611,250

法人税、住民税及び事業税 214,469

法人税等調整額 42,978

法人税等合計 257,447

四半期純利益 353,802



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 611,250

減価償却費 114,316

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,039

賞与引当金の増減額（△は減少） △34,156

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） △29

受取利息及び受取配当金 △1,753

支払利息 7,296

固定資産除却損 8,720

売上債権の増減額（△は増加） 39,110

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,634

仕入債務の増減額（△は減少） △7,676

前受金の増減額（△は減少） △27,811

その他 △58,378

小計 615,215

利息及び配当金の受取額 1,753

利息の支払額 △7,306

法人税等の支払額 △496,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 112,846

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 △250,000

定期預金の払戻による収入 400,000

有形固定資産の取得による支出 △189,968

無形固定資産の取得による支出 △24,199

その他 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,168

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

短期借入金の返済による支出 △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 △97,200

リース債務の返済による支出 △20,936

配当金の支払額 △85,800

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,258

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 573,600



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  1,851,212  100.0

Ⅱ 売上原価  951,789  51.4

売上総利益  899,422  48.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費  261,410  14.1

営業利益  638,012  34.5

Ⅳ 営業外収益  10,819  0.5

Ⅴ 営業外費用  6,046  0.3

経常利益  642,785  34.7

Ⅵ 特別利益   34  0.0

Ⅶ 特別損失   4,245  0.2

税引前第３四半期純利益   638,574  34.5

法人税、住民税及び事業税  280,799      

法人税等調整額  26  280,826  15.2

第３四半期純利益  357,747  19.3



  

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

（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３四半期） 

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３四半期純利益   638,574

減価償却費  72,108

退職給付引当金の増加額  4,121

賞与引当金の減少額 △11,208

役員賞与引当金の減少額 △9,000

貸倒引当金の減少額 △34

受取利息 △1,730

支払利息  3,712

固定資産除却損  4,245

売上債権の減少額  27,402

たな卸資産の増加額 △4,529

その他流動資産の増加額 △35,536

その他固定資産の増加額 △1,519

仕入債務の増加額  9,729

前受金の減少額 △13,981

その他流動負債の増加額  32,554

その他固定負債の減少額 △95

小計  714,812

利息の受取額   1,730

利息の支払額 △4,205

法人税等の支払額 △135,991

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  576,345



  

  

  

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

定期預金の預入による支出 △150,000

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 

△367,864

無形固定資産の取得による
支出 

△2,258

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 

△348,122

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 

△136,780

配当金の支払額 △47,850

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  85,369

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  313,593

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３
四半期末残高  676,440
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