
平成22年9月期 第1四半期決算短信（非連結） 

平成22年2月5日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 応用医学研究所 上場取引所 東 

コード番号 2123 URL http://www.oiken.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 中村 紘

問合せ先責任者 （役職名） 代表取締役副社長 （氏名） 渋谷 功 TEL 011-207-7001
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21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 ％

22年9月期第1四半期 673 △4.0 183 △29.6 181 △30.6 106 △30.4

21年9月期第1四半期 701 ― 260 ― 261 ― 153 ―

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

22年9月期第1四半期 32.28 ―

21年9月期第1四半期 46.40 ―

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

22年9月期第1四半期 3,439 2,439 70.9 739.14
21年9月期 3,397 2,372 69.8 718.86

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  2,439百万円 21年9月期  2,372百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年9月期 ― 12.00 ― 12.00 24.00

22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

12.00 ― 12.00 24.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22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

1,364 △0.1 345 △25.6 339 △27.4 190 △27.7 57.70

通期 2,544 △4.2 521 △32.6 509 △34.6 291 △32.4 88.38



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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第1四半期 3,300,000株 21年9月期  3,300,000株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  ―株 21年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 3,300,000株 21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 

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。 



 当第１四半期会計期間における製薬業界は、いわゆる「2010年問題」に伴う業界の再編や医療費の抑制を目的とし

た薬価の仕組み見直し、低価格医薬品（ジェネリック医薬品）の優遇政策等、大きな環境変化の中にあります。 

 当社の属する医薬品分析のアウトソーシング市場は多くの医薬品関連企業の経営方針の見直し等の影響を受けて、

厳しい受注環境となっております。 

 このような環境下で当社は、品質保証事業におきましては低分子医薬品の受注拡大に努めると同時にバイオ医薬品

の試験受託に向けた技術的な整備を行い、薬物動態事業におきましてはジェネリック医薬以外の試験受託に努力し、

業績の拡大に向けて邁進しております。 

 当第１四半期会計期間の業績は薬物動態事業の試験開始が若干遅れたものの全社売上高は計画通りに推移しており

ます。コスト面につきまして売上原価、販売費及び一般管理費の抑制に努めた結果、営業利益、経常利益及び四半期

純利益ともに計画を上回る結果となりました。 

 以上の結果、売上高673,896千円（前年同期比4.0%減）に対し、営業利益183,331千円（同29.6％減）、経常利益

181,688千円（同30.6％減）、四半期純利益106,520千円（同30.4％減）となりました。各事業の状況は以下のとおり

であります。 

①品質保証事業 

 品質保証事業を取り巻く受注環境は厳しいものでありましたが、新規顧客の開拓、既存顧客の深耕に努めました。

その結果、前期契約済試験の中止や受注予定案件の開発遅延が発生したものの、当第１四半期会計期間の売上高は計

画どおり推移し、634,698千円（前年同期比5.0％減）となりました。 

  

②薬物動態事業 

 ジェネリック製薬企業だけでなく新医薬品開発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

る営業活動を行いました。ジェネリック企業での製剤設計の遅延あるいは開発中止がありましたが、新医薬品の薬物

動態試験の受託に成功し、売上高は39,198千円（前年同期比14.8％増）となりました。  

（財政状態の状況）  

 当第１四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41,158千円増加し、3,439,087千円となりまし

た。これは主に、売掛金の増加39,031千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25,762千円減少し、999,941千円となりました。これは主に、流動負債のそ

の他に含めている未払費用の増加82,595千円に対し、未払法人税等の減少72,784千円、長期借入金の減少21,600千円に

よるものであります。 

 純資産合計額は、四半期純利益106,520千円の確保により利益剰余金が増加し、2,439,146千円となりました。  

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末より1.1ポイント増加し70.9％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145,969

千円減少し、497,857千円となりました。 

 当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

 当第１四半期会計期間における営業活動の結果得られた資金は、93,224千円（前年同四半期会計期間は248,886千円

の支出）となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益の計上181,688千円、減価償却費の発生45,027千円等で

あり、主な減少要因は、売上債権の増加39,031千円、法人税等の支払額120,175千円等によるものであります。 

 当第１四半期会計期間における投資活動の結果支出した資金は、163,906千円（前年同四半期会計期間は22,156千円

の支出）となりました。これは主に定期預金の預入による支出150,000千円、ソフトウェアに係る無形固定資産の取得

による支出8,309千円によるものであります。 

 当第１四半期会計期間における財務活動の結果支出した資金は、75,287千円（前年同四半期会計期間は40,438千円の

支出）となりました。これは主に配当金の支払額39,600千円、長期借入金の返済による支出21,600千円によるものであ

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



  

 当社の属する医薬品分析のアウトソーシング市場は製薬企業の外注予算節減の影響等により成長率は鈍化しており

ますが、当社は品質・コストパフォーマンス・スピードそして新しいニーズの開発に注力し更なる成長を目指して努

力致しております。 

 当第１四半期会計期間において、売上高は計画通り推移し、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21年11月

６日に公表致しました業績予想に変更はありません。  

  

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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



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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,047,857 1,043,826

売掛金 729,691 690,660

貯蔵品 18,636 18,365

その他 119,518 119,293

貸倒引当金 △1,430 △1,351

流動資産合計 1,914,274 1,870,795

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 932,339 949,390

土地 202,888 202,888

リース資産（純額） 225,062 225,173

その他（純額） 47,395 51,416

有形固定資産合計 1,407,686 1,428,868

無形固定資産 64,707 45,083

投資その他の資産 52,419 53,181

固定資産合計 1,524,813 1,527,133

資産合計 3,439,087 3,397,929

負債の部   

流動負債   

買掛金 46,671 43,281

1年内返済予定の長期借入金 179,600 179,600

リース債務 57,456 51,040

未払法人税等 51,529 124,314

賞与引当金 32,079 74,828

役員賞与引当金 － 21,338

その他 246,190 135,089

流動負債合計 613,527 629,493

固定負債   

長期借入金 169,700 191,300

リース債務 193,527 181,980

退職給付引当金 23,038 22,749

その他 148 180

固定負債合計 386,414 396,210

負債合計 999,941 1,025,703



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21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 1,249,146 1,182,225

株主資本合計 2,439,146 2,372,225

純資産合計 2,439,146 2,372,225

負債純資産合計 3,439,087 3,397,929



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 701,952 673,896

売上原価 348,555 391,153

売上総利益 353,396 282,743

販売費及び一般管理費 93,138 99,411

営業利益 260,257 183,331

営業外収益   

受取利息 245 32

受取賃貸料 1,978 1,350

雑収入 2,055 397

営業外収益合計 4,279 1,780

営業外費用   

支払利息 1,805 3,057

賃貸収入原価 750 365

営業外費用合計 2,556 3,422

経常利益 261,980 181,688

税引前四半期純利益 261,980 181,688

法人税、住民税及び事業税 71,406 49,523

法人税等調整額 37,439 25,644

法人税等合計 108,846 75,167

四半期純利益 153,134 106,520



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21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 261,980 181,688

減価償却費 29,254 45,027

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,222 289

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,816 △42,749

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,000 △21,338

貸倒引当金の増減額（△は減少） 302 79

受取利息及び受取配当金 △245 △32

支払利息 1,805 3,057

売上債権の増減額（△は増加） △127,445 △39,031

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,729 △270

仕入債務の増減額（△は減少） 950 3,389

前受金の増減額（△は減少） △16,523 △3,783

その他 △18,806 89,384

小計 59,504 215,710

利息及び配当金の受取額 245 32

利息の支払額 △1,528 △2,343

法人税等の支払額 △307,108 △120,175

営業活動によるキャッシュ・フロー △248,886 93,224

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 150,000 －

有形固定資産の取得による支出 △165,343 △7,596

無形固定資産の取得による支出 △8,812 △8,309

その他 2,000 2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,156 △163,906

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 △21,600

リース債務の返済による支出 △2,638 △14,087

配当金の支払額 △46,200 △39,600

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,438 △75,287

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 △145,969

現金及び現金同等物の期首残高 576,858 643,826

現金及び現金同等物の四半期末残高 265,377 497,857



 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
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