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平成 18 年７月期    中間決算短信（連結）          平成 18 年３月 16 日 

上 場 会 社 名          株式会社綜合臨床薬理研究所               上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号          2399                                     本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.sogo-rinsho.jp/） 
代  表  者 役職名  代表取締役社長  氏名 庄司 孝 
問合せ先責任者 役職名  取締役管理本部長 氏名 倉田 忠正  ＴＥＬ (042)648－5733(代表) 
決算取締役会開催日 平成 18 年３月 16 日 
米国会計基準採用の有無  無 
 
１. 18 年１月中間期の連結業績（平成 17 年８月１日～平成 18 年１月 31 日） 
(1) 連結経営成績                                (百万円未満切捨) 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

1,388     ―
―     ―

178     ―
―     ―

168     ―
―     ―

17 年７月期 ―     ― ―     ― ―     ―
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 百万円    ％ 円  銭 円  銭

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

94     ―
―     ―

933  18
―  ―

918  10
―  ―

17 年７月期 ―     ― ―  ― ―  ―
(注)①持分法投資損益    18 年１月中間期 0 百万円 17 年１月中間期 ―百万円  17 年７月期 ―百万円 
    ②期中平均株式数(連結) 18 年１月中間期 101,398 株   17 年１月中間期 ―株   17 年７月期 ―株 
    ③会計処理の方法の変更  無 
    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率  
    ⑤当中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間期の数値のみを記載しております。 
 
(2)連結財政状態                                 (百万円未満切捨) 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円   銭

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

5,074   
―   

3,814  
―  

75.2  
―  

35,401   17
―   ―

17 年７月期 ―   ―  ―  ―   ―
(注)期末発行済株式数（連結）18 年１月中間期 107,740 株     17 年１月中間期 ―株      17 年７月期 ―株 
 
(3)連結キャッシュ･フローの状況                         (百万円未満切捨) 

 
営 業 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高          

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

△280   
―   

251  
―  

1,378   
―   

2,663  
―  

17 年７月期 ―   ―  ―   ―  
(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数 ２社  持分法適用非連結子会社数 ―社  持分法適用関連会社数 １社 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 (新規) ２社  (除外) ―社     持分法 (新規) １社  (除外) ―社 
 
２．18 年７月期の連結業績予想（平成 17 年８月１日～平成 18 年７月 31 日)       

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通   期 3,683   355   209   
(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）1,522 円 18 銭 
 
 
 
 

※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を
含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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１ 企業集団の状況 

  当社グループは、当社（株式会社綜合臨床薬理研究所）と連結子会社２社（株式会社日本臨床薬理研究

所、株式会社ＳＯＧＯメディプラス）および関連会社１社（株式会社東京健康管理センター）より構成さ

れております。当社グループは、ＳＭＯ（※）事業（治験コーディネーター（以下「ＣＲＣ」という。）（※）

業務、治験審査委員会(以下｢ＩＲＢ｣という。)（※）事務局業務、治験事務局業務)を主な事業とし、その

他の事業として健康食品（特定保健用食品（※）を含む。）の開発支援業務及び健康食品の販売業務を行

っております。 

  当社グループの事業に係る位置付けおよび事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

  なお、事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

区 分 会社名 事業内容 摘要 

株式会社綜合臨床薬理研究所 ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業

務、治験事務局業務 

当社 

株式会社日本臨床薬理研究所 ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業

務、治験事務局業務 

連結子会社 

株式会社ＳＯＧＯメディプラス ＣＲＣ派遣業務 連結子会社 

ＳＭＯ事業 

株式会社東京健康管理センター ＣＲＣ業務 持分法適用関連会社

その他の事業 株式会社綜合臨床薬理研究所 健康食品（特定保健用食品を含

む。）の開発支援業務、健康食品

の販売業務 

当社 

 

 (1) 当社グループのコア事業であるＳＭＯ事業について 

   当社グループは、臨床試験（以下、「治験」という。）（※）を実施する医療機関から、治験の実施に

係る業務の一部を受託または代行するＳＭＯをコア事業として、主に医療機関への支援サービスを提

供しております。 

   一般に、医薬品の開発にあたっては、前臨床試験（※）において、様々な方法でその安全性と有効性

が試されますが、最終段階においては、被験者（※）を対象とした治験が不可欠となります。当社は、

これら治験を実施する医療機関に対し、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務および治験事務局業務の包括

的支援サービスを提供することで、治験が適正かつ円滑に実施されるように医療機関の業務を支援し

ております。 

   それぞれの業務内容は、以下の通りであります。 

 

ＣＲＣ業務 

 ＣＲＣは、治験責任医師（※）の指導の下、インフォームド・コンセント（※）の取得補助、症例報

告書（※）への転記・管理、モニター（※）との対応窓口等、医学的判断を伴わない治験業務の支援を

行います。医薬品の治験実施過程において、とりわけ被験者と治験との調整を行い、治験の倫理性、科

学性を保証するための活動を行います。 

ＩＲＢ事務局業務 

 製薬企業等から依頼を受けた医療機関は、ＩＲＢを開催し、倫理的、科学的及び医学的妥当性の観点

から治験実施の適否を判断する必要がありますが、当社は、ＩＲＢ開催の通知、資料の配布、ＩＲＢ議

事録の作成及び審査結果の報告等、その整備・運営に関する支援を行います。 

治験事務局業務 

 医療機関が治験を実施するにあたり必要となる標準業務手順書（ＳＯＰ）（※）や各種書類の作成等、

治験事務局の整備・運営に関する支援を行います。 
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 (2) 当社グループの事業系統図は次のとおりであります。 

 

 (注)１ 株式会社日本臨床薬理研究所は、平成17年８月１日に同社の第三者割当増資を引き受けたことに

より、当社の子会社となっております。 

   ２ 株式会社東京健康管理センターは、平成 17 年９月 30 日に出資を行い当社の関連会社となってお

ります。 

   ３ 株式会社ＳＯＧＯメディプラスは、平成 17 年 11 月１日に株式会社イーピーミントとの合弁会社

として設立し、当社の子会社となっております。 

４ 上記の事業系統図には記載がありませんが、重要な後発事象に記載しておりますように、株式会

社ベルテールは、平成 18 年 2 月 6 日にその全株式を株式会社イベリカより取得することにより

当社の子会社となっております。 

ＳＭＯ事業

株式会社日本臨床薬理研究所 

(連結子会社) 

株式会社東京健康管理センター

(持分法適用関連会社) 

株式会社ＳＯＧＯメディプラス

(連結子会社) 

顧客(製薬企業、医療機関等) 

株式会社綜合臨床薬理研究所(当社) 

ＳＭＯ事業 

ＳＭＯ事業 ＳＭＯ事業 

ＳＭＯ事業 

その他の事業 
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２ 経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

   当社の経営理念は、「高い倫理性と責任のもとにＳＭＯとして国民の医療に貢献する。」ことでありま

す。 

   より良い医療、より良い福祉を求めるという人類共通の目標を達成するために、医学、薬学の進歩を

踏まえて、新医薬品の研究開発が進められていますが、治験は、その最終段階の極めて重要な試験であ

ります。新しく生み出された物質が、医薬品として世に出ることができるか否かが、この試験によって

見極められることになります。この段階で人に対する有効性や安全性が実証されるわけですが、治験は

人を対象とするものであることから、倫理的にも科学的にも適正に実施される必要があります。 

   当社は、このような治験の倫理性及び科学性がより確保されることを目指し、ひいては優れた新医薬

品の登場と、それによる国民の健康と福祉の向上に寄与するために、下記の３項目を具体的な基本方針

としております。 

  ① 新医薬品開発の迅速化と責任体制 

  ② 高い倫理観に基づいた被験者の安全確保 

  ③ 治験の制度を高め、有効性を明確化 

   上記の事項を念頭に置きながら、当社は、ＳＭＯのリーディングカンパニーとしてその一翼を担うべ

く業務を推進してまいりたいと考えております。 

 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針 

   当社は、株主に対する利益の還元を経営上の最重要課題の一つとして位置付けており、将来の企業価

値向上に向けた事業投資に伴う中長期的な資金需要や、財政状況の見通しなどを総合的に勘案し、業績

に見合った利益配当を行うことを基本方針としております。 

   内部留保金につきましては、当社の経営体質の強化及び今後の事業領域の拡大など、新たな成長に繋

がる投資に充当してまいります。 

   なお、期末におきましては、平成 17 年 7 月期決算短信において公表いたしましたとおり、１株につ

き 1,000 円の普通配当を予定しております。 

 

 (3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

   当社にとって、個人投資家層の拡大及び株式の流動性の向上は資本政策上の重要課題であると認識し

ております。株式市場で流動性を高め、より広範な投資家の参加を促す観点から、今後とも株価動向に

留意し、株式市場で取引可能な株式投資単位に適宜見直していく所存であります。 

 

 (4) 目標とする経営指標 

   当社グループが目標とする経営指標といたしましては、株主価値の向上と安定した経営を持続してい

くため、連結ベースでの株主資本当期純利益率(ＲＯＥ)を重視するとともに、株主資本比率、総資本経

常利益率、１株当たり当期純利益などの指標の向上を目指しております。 

 

 (5) 中長期的な会社の経営戦略 

   ここ数年、製薬企業が実施する臨床試験において、ＳＭＯが関与する割合は著しく増加しております。

同時に、製薬企業では、増加する研究開発費に歯止めを掛けるべくアウトソーシングの効率化を推進、

その質、スピード、価格競争力等から、委託するＳＭＯの絞り込みを行っており、ＳＭＯは明らかに選

別される時代に突入したといえます。 

   このような市場の変化を的確に把握し、常に継続的な成長を達成するために、当社では、以下のこと

に重点を置き、中期的な戦略を展開して参ります。 

   提携医療機関の新規開拓に努めると共に、これまでの治験業務での経験を活かし、受注する分野の拡

大に努め、国内収益基盤の拡大と収益力の強化を目指して参ります。また、医療関連ビジネスの事業化

を推進し、周辺事業への参入を図って参ります。具体的には以下の施策を行います。 
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  ① Ｍ＆Ａおよび事業パートナーとのアライアンスを積極的に推進 

    今期より株式会社日本臨床薬理研究所を子会社としておりますが、これにより第Ⅰ相試験から第Ⅳ

相試験まで治験支援事業の一貫体制が充実し、ＳＭＯ業界での差別化が推進されることになります。

また、今後更にＭ＆Ａを進め、同業種・関連業種の事業パートナーとの合弁事業を推進してまいりま

す。 

  ② ＣＲＣの生産性向上を推進 

    プロジェクトマネージャー制の導入により、迅速かつ正確なプロジェクトの進捗管理を行い、業務

を効率的に推進してまいります。 

  ③ 治験事務局業務の売上拡大 

    治験依頼者との連絡・調整、文書管理、モニタリング、医療機関への連絡・調整および連携などの

治験事務局業務について単独での受注も拡大させ、市場シェア拡大を目指します。 

  ④ 薬効別治験業務受託による合理化 

    呼吸器系用薬、骨粗鬆症薬、糖尿病、高血圧等の生活習慣病薬などに重点をおき、合理化を図って

いきます。 

  ⑤ 提携医療機関の拡大 

    効率的に多くの施設と提携するため、多くの医療機関とネットワークを有する中核病院との提携を

積極的に推進し地域医療機関ネットワークを構築するほか、医師会および大病院との提携に努めます。 

  ⑥ 周辺市場への参入 

    事業リスクの分散という観点から、ＳＭＯ事業のインフラを利用することにより、健康食品（特定

保健用食品を含む。）の開発支援業務及び健康食品の販売業務を始めとする医療関連ビジネスにも注

力し、競合他社に対して優位性を発揮できる周辺事業への参入を行って参ります。 

 

 (6) 会社の対処すべき課題 

   ＳＭＯ業界におきましては、新規参入ＳＭＯの増加と研究開発費の高騰に悩む製薬企業からの値下げ

要請により、競争は更に激化し、大手ＳＭＯを中心として、業界の再編あるいは統合が今後とも一層進

行することが予想されます。 

   当社グループといたしましては、ＳＭＯとして確固たる地位を築くため、Ｍ＆Ａや合弁事業などによ

り業界内におけるシェア確保を積極的に推進してまいります。また、地域に密着したＳＭＯと提携・協

力することにより、ＳＭＯのグループ化を図り、医療機関との強力な連携を拡げ、大病院との提携の比

率も増加させていく考えであります。 

   海外においては、中国における治験実施医療機関への支援等グローバルな展開も視野に入れて事業エ

リアの拡大を図ってまいります。 

   また、糖尿病、高脂血症、高血圧症、アレルギー疾患等の生活習慣病や癌などの分野に積極的に取り

組むとともに、当社グループの得意分野である「骨」領域を更に強化してまいります。ＳＭＯとして、

最大級の提携医療機関数を有する利点を活かし、更にその拡充に努めるとともに、複数の医療機関から

なる対象疾患別ネットワークを整備し、数百症例規模の大規模試験に対応した体制を構築し、治験の効

率化を図ってまいります。 

   当社グループの社内体制整備に関しましては、必要情報の適確な把握、業務の効率的改善、意思決定

の迅速化を目指し、ＩＴ化を推進してまいります。また、当社グループは、ＣＲＣスタッフの教育の拡

充を目指し、教育専門のスタッフを配置しておりますが、日本臨床薬理学会によるＣＲＣ認定取得を通

じて、ＣＲＣの質の向上に努めてまいります。 

   情報セキュリティに関しましては、第三者認証を受け、常に高度なセキュリティを目指し、全社的な

情報セキュリティの向上に努めてまいります。 

   当社グループとしては、健康増進、予防医療の一貫として健康食品の分野、とりわけ特定保健用食品

の分野にも本格的に進出しておりますが、今後も更に、健康食品開発のコンサルティングから申請まで

を一貫して行い、トータル支援サービスを行う食品受託開発事業を積極的に進めてまいります。 
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   以上のような課題を踏まえながら、営業力の強化、ＣＲＣスタッフの拡充、内部管理体制の整備、経

営資源の有効活用を更に目指し、企業価値の増大に努めてまいります。 

 

 (7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

  ① コーポレート・ガバナンスの基本的考え方 

    当社では、経営の透明性の向上とコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガ

バナンスの充実を図りながら、経営環境の変化に迅速に対応できる組織体制を構築することを重要な

施策と位置付けております。 

  ② 会社の機関の内容および内部統制システムの整備状況 

   ａ 会社の機関の基本説明 

    イ 取締役会の開催状況 

      当社は、意思決定のスピード化と経営施策遂行における透明性確保の観点から、取締役及び監

査役の出席によって、月１回以上取締役会を開催し、経営施策の報告、検証を定期的に行ってお

ります。 

    ロ 監査役制度の採用 

      当社は監査役制度を採用しております。 

      現在の監査役３名の内、２名は社外監査役で監査役会を定期的に開催しております。監査役は、

取締役会への出席の他、取締役の業務執行に関する監視を行っております。 

      社外監査役の機能発揮という面も含めて、商法が求める監査役の役割は充分に果たしているも

のと考えております。 

    ハ 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関

係の概要 

      現在、社外取締役は選任しておりません。また、当社と社外監査役との間には、人的関係、資

本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。 

   ｂ 会社の機関・内部統制の関係を示す図表 

 

 

 

   ｃ 内部監査制度 

     代表取締役の直轄の下、全部署を対象として業務の適正な運営を図るとともに、財産を保全し、

不正過誤の防止を図ることを目的として専任者１名により内部監査を実施しております。 

   ｄ 会計監査の内容 

取 締 役 会 

取締役（７名） 

監 査 役 会 

監査役（３名） 

（社外監査役 ２名） 

代表取締役 

会計監査人 

内部監査室 

選任・解任

選任・監督

選任・解任 

コンプライアンスの強化 

会計監査 

業務監査 

会計監査 

選任・解任 

株 主 総 会 



 7

     当社は、証券取引法および株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律に基づく会計監査

として、新日本監査法人の監査を受けております。 

   ｅ 内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携について 

     当社の内部監査、監査役監査および会計監査人の間では、情報の共有ならびに意見交換に努めて

おり、三者それぞれの独立性を保持しつつ、監査の有効性・効率性を確保しております。 

     内部監査室は内部監査計画立案時において常勤監査役との間で意見交換を行うとともに、内部監

査結果につきましても報告しております。常勤監査役は内部監査室の監査実施状況を聴取し、その

指摘事項のフォロー・検証を行うことなどにより、監査役監査を一層効果的かつ効率的なものとす

るよう努めております。また、監査役会は、会計監査人の監査計画についての説明を受け、内部統

制システムの評価などを中心に監査課題の共有化を図るほか、期中・期末に行われる監査結果の講

評を受け、以後の監査活動の参考にしております。 

   ｆ 会社情報の適時開示体制 

    イ 決算情報に関する適時開示に係る社内体制 

      決算短信（中間・四半期含む）など、決算に関する開示事項につきましては、取締役管理本部

長を開示資料作成責任者としてその指揮の下、経理部を中心として原案を作成いたします。 

      作成された原案は情報開示担当以外の取締役、監査役に提出されて内容確認を受けるほか、業

績予想の修正などの開示の要否が検討されます。また、同じ時期に監査法人の会計監査および指

導を受けて開示資料として取りまとめられます。 

      その後速やかに取締役会が招集され、営業報告及び決算数値の承認を受け、取締役管理本部長

（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。 

      なお、業績予想の修正など事実を迅速に開示する必要がある場合には、臨時取締役会を招集し、

付議・承認を経て情報開示（公表措置）を行います。 

      この体制図を示すと以下の通りであります。 
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   ③関係者に対して提出 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ロ その他の重要情報に関する適時開示に係る社内体制 

     決算情報以外の重要事実が取締役会で決定された場合（決定事実に関する情報）には、速やかに

取締役管理本部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）を行います。 

     また、災害に起因する損害の発生や主要株主の異動など、開示すべき事実が発生した場合（発生

事実に関する情報）には、当該情報を取締役管理本部長に集約し、総務部長などが事実確認にあた

った上で臨時取締役会が招集され、各担当取締役から取締役会への重要事実の報告がなされます。

その後、速やかに取締役管理本部長（情報開示担当）への開示の指示を経て情報開示（公表措置）

を行います。 

     なお、決定事実および発生事実の情報開示にあたっては、必要に応じて東京証券取引所・関東財

務局に事前相談を行うほか、弁護士・監査法人などのアドバイスを受けることとしております。 

     この体制図を示すと以下の通りであります。 

 

取締役会 

⑦

開

示

の

指

示
情報開示担当以外の取締役および監査役 

⑤内容確認、業

績予想の修正な

どの適時開示の

要否検討結果 

監査法人

①経理部他で原案作成 

取締役管理本部長 

（開示資料作成責任者・情報開示担当） 

⑧ 

情

報

開

示

④会計監査 

②提出 
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報

告

・

付

議
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  ③ リスク管理体制の整備の状況 

   ａ 業務遂行上のリスクの管理 

     受注・売上・外注・総務・経理などの主要業務につき、担当部門を分けることで内部牽制が働く

ようにしております。その上で、社長直轄の内部監査室が各部門の業務活動が社内諸規程に準拠し

て運営されているかを監査する体制としております。各担当部門はそれぞれ自主的かつ主体的にリ

スクに対応し、重要な事項については取締役会等へ報告され対応を協議しています。 

     また、社内での事故および事件に類するリスクの未然防止施策案ならびに発生時の対応等につい

て検討・調整・決定する機関として、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を

設置し、未然防止活動を実施するほか、事故発生時の緊急対応に備えております。 

   ｂ 情報漏洩リスクの管理 

     当社の業務遂行上、お客様の了解を得た上で、個人情報を含む重要情報に接する機会があります。

このため、社内にセキュデンス委員会を設け、情報管理規程・細則を制定するとともに、役員、従

③回答 

①情報 

 ④開示の要否
の検討 

③回答 
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関東財務局 
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銀行 
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示

②事実確認 

取締役管理本部長 

（情報開示担当） 

各担当取締役 

取締役会 

⑤必要に応じ

事前相談 
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業員全員向けに社内規程の勉強会を実施し周知徹底を図るなど情報漏洩対策の諸施策を既に実施

しております。各部門長は情報管理責任者となり担当部門内のセキュリティ管理の責任を負うとと

もに、各部署に情報管理担当者を配置して管理する体制となっております。 

     また、インサイダー取引規制への対応といたしましては、「内部者取引管理規程」を制定し、取

引先重要情報や自社株式の売買の管理を行うほか、社内研修等で啓蒙しております。 

 

 (8) 親会社等に関する事項 

   当社は、親会社等を有しておりませんので、記載すべき事項はありません。 

 

 (9) その他、会社の経営上の重要な事項 

   記載すべき事項はありません。 

 

３ 経営成績及び財政状態 

 (1) 経営成績 

  ① 当中間期の概要（平成 17 年８月 1日～平成 18 年 1月 31 日） 

    当中間期のわが国経済は、個人消費、設備投資とも堅調な伸びをみせる中で、企業収益は急速に改

善されつつあり、景気は総じて順調に回復しました。 

    このような情勢のもとで、国内の医薬品業界におきましては、国の医療費抑制策が進行する中で、

国内製薬企業は合併等による企業再編の波は引き続き、外資系製薬企業も交えて、国際的な企業間競

争は一層激化する状況にあります。 

    当社グループにおきましては、このような状況の中でＳＭＯ業界におけるシェアの拡大をめざし、

平成 17 年８月には、ＳＭＯの株式会社日本臨床薬理研究所を子会社化いたしました。これにより、

第Ⅰ相試験から第Ⅳ相試験まで治験事業の一貫体制が確立いたしました。更に、同年 11 月には、治

験コーディネーター（ＣＲＣ）の人材供給を目的として株式会社ＳＯＧＯメディプラスを合弁で設立

するなど、グループの拡大を積極的に推進いたしました。 

    また、引き続き、提携医療機関の拡充と医療機関ネットワークの構築に注力し、平成 18 年１月 31

日現在の提携医療機関は 988 施設となりました。 

    上記の結果、当中間期の業績は、受注高 1,306 百万円、売上高 1,388 百万円、経常利益 168 百万円、

中間純利益 94 百万円となりました。 

 

  ② 事業の種類別セグメントの状況 

    事業区分につきましては、従来「第Ⅰ相試験」、「第Ⅱ相試験」、「第Ⅲ相試験」、「第Ⅳ相試験」、「そ

の他」の５区分によっておりましたが、当中間期より連結子会社２社および関連会社１社が加わった

のを機会に事業の類似性・関連性を再検討した結果、「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」までを「Ｓ

ＭＯ事業」としてまとめ、主として健康食品関連の事業を｢その他の事業｣としております。 

 

   ａ ＳＭＯ事業 

     ＳＭＯ事業は、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治験事務局業務から構成されており、当社グル

ープは、治験を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託又は代行し、「第Ⅰ相

試験」から「第Ⅳ相試験」までの試験の支援業務を行っておりますが、同支援業務を同事業区分と

しております。同事業の売上高は、1,316 百万円となりました。 

   ｂ その他の事業 

     その他の事業としては、健康食品（特定保健用食品を含む。）の開発支援業務及び健康食品の販

売業務を行っております。その他の事業の売上高は、71 百万円となりました。 

 

 (2) 財政状態 

  キャッシュ・フローの状況 
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   当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2,663 百万円となりました。 

   当中間期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。 

   なお、当中間期は連結初年度であるため、前年同期との比較は記載しておりません。 

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動による資金の減少は、280 百万円となりました。これは、資金増加要因として税金等調整前

中間純利益の計上 168 百万円があったものの、資金減少要因として売上債権の増加額 272 百万円及び法

人税等の支払額 101 百万円があったことが主な要因であります。 

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動による資金の増加は、251 百万円となりました。これは、資金減少要因として投資有価証券

の取得による支出 135 百万円があったものの、資金増加要因として連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の取得による収入317百万円及び投資有価証券の売却による収入137百万円があったことが主な要因で

あります。 

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動による資金の増加は、1,378 百万円となりました。これは資金減少要因として、配当金の支

払 99 百万円があったものの、資金増加要因として、株式の発行による収入 1,510 百万円があったこと

が主な要因であります。 

 

   なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 

 平成 18 年１月中間期 

自己資本比率（％） 75.2  

時価ベースの自己資本比率（％） 552.0  

債務償還年数（年） ―  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―  

(注) １ 各指標は以下の計算式により算出しております。  

  自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 ２ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ３ 株式時価総額は、中間期末株価終値×中間期末発行済株式数により算出しております。 

 ４ 当中間期より中間連結財務諸表を作成しているため、当中間期の数値のみを記載しております。 

 ５ 営業キャッシュ・フローは、中間連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を使用しております。有利子負債は、中間連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払

っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、中間連結キャッシュ・フロー計

算書の「利息の支払額」を使用しております。 

 ６ 債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業キャッシュ・フローがマイナス

であるため記載しておりません。 

 

 (3) 通期の見通し 

   当社グループは今後、新規参入ＳＭＯの増加による競争激化の状況下、新薬開発期間の短縮、品質の

確保、サービスの質の向上という製薬企業の要望に対応できる体制を築きながら、全国の提携医療機関

（平成 18年 1 月 31 日現在 988 施設）との連携を更に強化し、ＳＭＯのグループ化を図りつつ、業界内

のシェア拡大を目指していく考えであります。 

   また、当社グループの長年の経験を活かし、ＣＲＣ業務、ＩＲＢ事務局業務、治験事務局業務の各分

野において、医療機関をフルサポートできる体制をもとに、ＳＭＯとしては最大級の提携医療機関を有
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する利点を活用し、対象疾患別ネットワークの整備、大規模試験に対応した体制を構築し、治験の効率

化を図り、受注の獲得拡大に向け、業務を推進していく考えであります。 

   上記の方向で業務を実施してまいりますが、平成 18 年 7 月期の連結業績予想につきましては、平成

17 年 12 月 14 日に公表した内容からの変更はありません。売上高 3,683 百万円、経常利益 355 百万円、

当期純利益 209 百万円を予想しております。 

平成 18 年 7月期の当社単体の経常利益予想額は、601 百万円であり、連結経常利益が単体の経常利益

より小さくなっているのは、子会社化した株式会社日本臨床薬理研究所等の赤字の影響によるものであ

ります。 

 

(注) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不

確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場

合があります。 

 

４ 事業等のリスク 

  当社グループの経営成績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなも

のがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。 

  なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本中間決算発表日である平成 18 年 3月 16 日現在におい

て当社グループが判断したものでありますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありませ

ん。 

   

 (1) 医療機関で実施する治験のアウトソーシングの動向について 

   現在、比較的小規模な医療機関においては、治験実施の経験が乏しいことや治験に従事するスタッフ

が不足している場合が多いことから、治験の実施に際して、ＳＭＯを利用する医療機関が増加しており

ます。しかしながら、人的資源の補強を行い、医療機関における治験管理体制が整備され、外部機関に

よる支援なく治験の実施が可能となった場合には、当社グループの受託件数及び受注金額が減少し、当

社の将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (2) 国内治験が空洞化するリスクについて 

   現在、医薬品の審査・承認制度は国ごとに異なっておりますが、「日米ＥＵ医薬品規制調和国際会議

（ＩＣＨ：International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration 

of Pharmaceuticals for Human Use）」において、新医薬品の承認審査データを相互活用できる条件を

整えており、海外治験データ受入れに関するガイドラインが最終合意されたことにより、平成 10 年か

ら、国内においても、一定の確認試験（ブリッジング・スタディ）を基に、海外治験データを用いて承

認申請を行うことが認められるようになりました。今後、国内市場のグローバル化が促進され、製薬企

業等が海外で治験を実施することを優先した場合には、国内での治験が減少する可能性があり、その結

果、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (3) ＳＭＯ業務に関する法的規制について 

   当社グループは、平成 14 年 11 月に厚生労働省によって取りまとめられた「ＳＭＯの利用に関する標

準指針策定検討会報告書」に準拠し業務を遂行しておりますが、平成 15 年６月に改正されたＧＣＰ省

令（※）でＳＭＯが行う業務が盛り込まれました（厚生労働省令第 106 号）。同省令の第 39 条の２の規

定には、「自ら治験を実施する者又は実施医療機関は、治験の実施に係る業務の一部を委託する場合に

は、次に掲げる事項を記載した文書により当該業務を受託する者との契約を締結しなければならない。」

と記載されております。 

   当社グループは、同省令に準拠し業務を遂行しておりますので、同改正が当社グループの業務に与え

る影響は現在のところ全くありません。また、標準業務手順書（ＳＯＰ）や医薬品の臨床試験の実施の

基準（ＧＣＰ省令）などに対するリスクマネジメント体制を強化するため、社内に「リスクマネジメン
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ト委員会」を設置し、遵法性の管理を徹底しております。しかしながら、今後、厚生労働省から同改正

に関連し、その理解と運用のための新たな指針等が出されることが想定され、その内容や今後の法的規

制の動向によりましては、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 

 

 (4) 製薬企業等の新薬開発の動向に影響を受けることについて 

   ＳＭＯ業界の収益の源泉は、製薬企業等の新医薬品の研究開発費等であります。近年、製薬業界では、

研究開発費の増加や研究開発期間の短縮に対応するために、開発拠点の海外移転を始め、自社単独で開

発領域の絞込み、合併・買収による研究開発費の確保並びに業務提携等によるリスクの分散、販売地域

の拡大、技術の導入等が相次いでおります。 

   これらのリスクに対応するため、当社グループは、可能な限り特定の製薬企業等に対する高依存を避

け、多数企業との取引により経営の安定化を図っておりますが、今後、製薬企業等において他社との合

併・買収、業務提携等が極端に進み国内での治験の実施件数が著しく減少した場合は、当社グループの

将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (5) 同業他社及び関連業種からの新規参入による競争激化について 

   製薬業界の新医薬品開発競争の激化を背景に、製薬企業等は、治験の実施に際して外部に戦略的パー

トナーを求める傾向が強くなってきております。これを受けて、ＳＭＯの市場規模は、今後更に拡大す

ることが見込まれておりますが、既に多数のＳＭＯが存在しているうえ、ＳＭＯ市場の成長性に注目し

た関連業種からの新規参入が続くことも考えられます。 

   これに対し、当社グループは、支援業務のフルライン化を始め、提携医療機関数の拡充、情報セキュ

リティの整備、ＩＴ技術を駆使した被験者管理等、治験の品質向上と迅速化を図り、同業他社との差別

化を推進しております。当社グループは、ＳＭＯ業界において主要な地位を築きつつありますが、今後、

同業他社との過度の競争や関連業種からの参入に拍車がかかることにより、ＳＭＯ業界が著しく競争激

化した場合は、提携医療機関の獲得等への支障、ＣＲＣ要員獲得競争による人件費の上昇、価格競争等

の事態が生じることも考えられ、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。 

 

 (6) 治験の社会的評価について 

   平成 15 年４月、文部科学省と厚生労働省によって発表された「全国治験活性化３カ年計画」による

と、「画期的新薬の開発を促進し、患者に対し迅速に新薬を提供していくためには、我が国における治

験環境の充実を図り、新薬の開発に資する魅力ある創薬環境を実現していく必要がある。」と指摘され

ております。しかしながら、国内での治験の意義に対する社会的評価が著しく低下し、被験者の自発的

な協力が得られないような状況に陥った場合、ＳＭＯ業界は多大な影響を受け、当社グループの将来の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (7) 見込受注の減少及び受託治験の中止または延期について 

   当社グループは、受注計画を策定するにあたり、製薬企業等からの詳細な開発情報に基づき、その進

捗度合を勘案したうえ、見込受注額を予測しております。 

   しかしながら、何らかの理由により予定していた受注の大幅な減少、または、受注後の治験について

製薬企業等による治験実施計画書（※）の変更等の予測不可能な理由により、治験の中止または延期を

余儀なくされた場合には、予定していた売上が計上されず、当社グループの将来の財政状態及び経営成

績に影響を与える可能性があります。 

 

 (8) ＩＲＢ事務局業務に係る特定医療機関への依存について 

   治験を実施するには、実施しようとする医療機関内に設置されるＩＲＢで、倫理的、科学的及び医学

的妥当性の観点から当該治験の妥当性について審議・承認されることが必要になります。しかしながら、
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医療機関は、保険診療を主業務とすることが一般的であることから、ＩＲＢを設置している医療機関の

数は限られており、ＩＲＢを設置していない医療機関が治験を実施する場合には、他の医療機関内のＩ

ＲＢでの審議・承認が認められております。 

   当社グループは、治験を主業務とする医療法人社団晴幸会と同社団外で実施される治験に係るＩＲＢ

開催についての業務提携を締結しております。したがって、ＩＲＢを設置していない医療機関で実施さ

れる治験については、同社団内のＩＲＢで、当該治験の審議をすることが可能となっております。 

   同社団は、当社グループにとって最初の業務提携先であり、その関係は良好な状況にありますが、仮

に当社グループの予測を超える事態が生じ、同社団との当該業務提携が解消された場合は、ＩＲＢを設

置していない医療機関で実施される治験について審議が行うことができず、当社グループの将来の財政

状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (9) 医療機関との提携について 

   ＳＭＯにとって、ＧＣＰ省令を遵守できる治験実施体制の整備された数多くの医療機関と提携するこ

とは、早期に症例を確保し、新医薬品開発期間を短縮するうえで非常に重要となります。当社グループ

はこれまで各種医療機関との提携に全国的に注力してきており、今後も提携医療機関数を拡充させてい

く所存でありますが、競合他社が当社グループを上回る医療機関との提携を進めた場合や、医療事故等

によってこれら医療機関を通じた受託案件獲得に支障が生じた場合には、当社グループの将来の財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (10) 人材の確保について 

   当社グループの事業拡大にあたっては、医学・薬学等の専門的な知識を有する人材を確保する必要が

あります。また、ＣＲＣは人権の尊重や個人情報の保護に配慮しつつ、被験者や治験に携わる医師・ス

タッフとの間での適切なコミュニケーション能力も要求されます。 

   当社グループのＣＲＣは、看護師、薬剤師及び臨床検査技師の医療関係の資格を有した者等を採用し、

新卒者については十分な研修期間後に現業部門へ配置するほか、中途採用者については、経験に応じた

実地研修（ＯＪＴ）を実施しております。また、入社後も随時教育研修を実施、特に疾患別セミナーに

は注力して、社員の能力向上に努めております。 

   しかしながら、今後、当社グループの人材が競合他社に引き抜かれる等で多数離職し、人材の確保に

支障をきたしたり、教育研修が順調に進まない場合には、ＳＭＯ業務の遂行に支障が生じるとともに、

医療機関及び製薬企業等からの信頼が損なわれることも考えられ、この場合は、当社グループの将来の

財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

 

 (11) 情報セキュリティ管理体制について 

   ＳＭＯは、実施医療機関との契約締結にあたっては必ず「機密事項の遵守」の条項を設け、業務遂行

によって知り得た機密事項を他に開示、漏洩することを禁じられております。被験者に係わる情報の取

扱は重要で、細心の注意が必要となります。特にＣＲＣは、被験者の治験に関係のない情報についても

知り得る可能性が高く、情報の漏洩に注意し、被験者の秘密保全に充分留意する必要があります。 

   当社は、情報セキュリティ管理体制の強化を目的として、平成 15 年 11 月にＳＭＯとしては国内で初

めて情報セキュリティマネジメントシステム規格のＢＳ７７９９及びＩＳＭＳ適合性評価制度の認証

を同時取得いたしました。ＢＳ７７９９とは、英国認定機関ＵＫＡＳによって認証される情報セキュリ

ティマネジメントシステムに関する審査規格であり、ＩＳＭＳ適合性評価制度は財団法人日本情報処理

開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）によって認証される企業の情報セキュリティマネジメントに対する第三者適

合性評価制度であります。 

   当社グループとしては、このように保有する情報資産についてのセキュリティ管理体制を確立すると

ともに、継続的な改善を図っております。但し、何らかの理由にてこれら情報の流出が生じた場合には、

当社グループの社会的信用が失墜し、将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 
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 (12) 被験者の健康被害について 

   治験に係る被験者に健康被害が生じた場合には、治験依頼者である製薬企業等が治療に要する費用や

その他の損失を補償することがＧＣＰ省令で義務付けられておりますが、当社グループの故意または重

大な過失によるものである場合には、製薬企業等や医療機関等から損害賠償請求を受ける可能性があり

ます。 

 

 (13) 売上債権管理について 

   ＳＭＯの契約形態については、現在ＳＭＯと実施医療機関の２者契約が基本原則とされておりますが、

その他、具体的な治験の実施に係わる治験契約に付随して、製薬企業、ＳＭＯ及び実施医療機関の３者

あるいはＣＲＯ（※）を加えた４者による契約が締結される場合があります。当社は、製薬企業、医療

機関及び当社との３者間契約による形態を推進・実施しておりますが、その契約条項において、本来、

支援サービス提供の対価として医療機関から支払われる委託料を医療機関に代わって製薬企業が引受

けるという免責的債務引受契約を規定し、債権回収の確実性及び早期回収を確保することで、収益基盤

の安定性を確保しております。しかし、今後、治験が終了するまでの間に製薬企業等の経営状況が変化

した場合、もしくは予測不能な事態が生じた場合には、売上債権の回収に支障をきたす可能性がありま

す。 

 

 (14) カットオフについて 

   治験は、その実施期間が長期に渡り、１年以上の期間を要するものが多数を占めております。契約金

額の大部分は、契約症例数に依存し決定されますが、実施症例数を予定通り確保できず、契約症例数に

満たない場合、売上高として計上される金額が契約金額を下回る場合があります。当社グループでは、

これをカットオフと呼称しておりますが、多額のカットオフが生じた場合、当社グループの将来の財政

状態及び経営成績に影響が生じる可能性があります。 

 

 (15) 特定の人物への依存について 

  ① 代表取締役社長 庄司孝について 

    当社の代表取締役社長である庄司孝は、当社の設立時から事業の推進者として中心的な役割を担っ

ております。 

    同氏は、平成13年８月に代表取締役社長に就任しておりますが、当社設立以前は、株式会社相互生

物医学研究所（現 株式会社ビー・エム・エル）等の10年以上に及ぶ臨床業界における経験を有して

おります。 

    現在当社グループにおきましては、経営方針や事業戦略全般の策定、過去より培ってきた人脈の活

用及び対外的な折衝等において重要な役割を果たしており、その依存度は高いものであると考えてお

ります。 

    当社グループは、事業運営において、権限の委譲や人員拡充等により組織的対応の強化を進めてお

りますが、現在においても組織としては小規模であり、何らかの理由により同氏の業務の遂行が困難

となった場合、当社グループの事業戦略や経営成績等に影響を与える可能性があります。 

 

  ② 取締役会長 西野晴夫について 

    当社取締役会長である西野晴夫は、現役の医師であり、創業者の一人として設立以降代表取締役に

就任し、また、平成13年８月以降現在までは取締役会長として、当社の経営全般を統括しております。 

    創業者が、第一線の臨床医であるということは、当社が事業を推進するにあたり、製薬企業及び提

携医療機関から当社の業務に対する科学的信頼性を獲得するうえで重要な役割を果たしております。 

    今後におきましても同氏による当社グループの事業への関与が必要不可欠であると考えており、何

らかの理由により同氏の当社グループの業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業活動に影

響を与える可能性があります。 
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  ③ 取締役副会長 佐々木幸弘について 

    当社取締役副会長である佐々木幸弘は、現役の医師であり、創業者の一人であります。 

    当社の設立は、同氏と現代表取締役社長である庄司孝の構想を事業化したものであり、創業者の一

人として設立以降代表取締役に就任し、また、平成13年８月以降現在までは取締役副会長として、事

業戦略の策定や重要事項に関する意思決定に深く関与しております。 

    今後におきましても同氏による当社グループの事業への関与が必要不可欠であると考えており、何

らかの理由により同氏の当社グループの業務遂行が困難となった場合、当社グループの事業活動に影

響を与える可能性があります。 

 

 (16) 新株予約権の行使による株式価値の希薄化について 

   当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員並びに社外協力者の当社グループの業績向

上に対する意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権方式によるストックオプション制度を採

用しております。 

   当該制度は、商法第 280 条ノ 20 及び商法第 280 条ノ 21 の規定に基づく新株予約権を割当てているも

のであり、平成 18 年 1月 31 日現在における当社発行済株式総数 107,740 株に対して、当該新株予約権

の目的となる株式の数の合計は、992 株であります。 

   当該新株予約権が行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化することになります。 
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 （用語説明） 

※ ＳＭＯ（Site Management Organization：治験施設支援機関） 

   治験を実施する医療機関から、治験の実施に係る業務の一部を受託または代行する組織。 

※ 治験コーディネーター（ＣＲＣ：Clinical Research Coordinator） 

  質の高い治験を適正かつ円滑に進めるために、治験責任医師（※）の指導の下、医学的判断を伴わ 

ない治験業務（インフォームド・コンセント（※）の取得補助、被験者のケア、治験に携わるチー 

ム内の調整業務等）の支援を行う者。 

※ 治験審査委員会（ＩＲＢ：Institutional Review Board） 

  医療機関の長、治験責任医師及び製薬企業等から独立した医学・薬学等の専門家及びそれ以外の者に 

よって構成される委員会。 

当委員会の責務は、治験実施計画書（※）や被験者から文書によるインフォームド・コンセントを 

取得するための手法及び資料等を審査し、被験者の人権、安全及び福祉の保護を確保することである。 

 ※ 特定保健用食品 

   「体の調子を整える」などの働きのある成分を添加し加工した食品で、その効果や安全性が個々の商 

品ごとに動物や人で科学的に証明され、健康にどのように役立つかを表示して良いと、厚生労働大臣 

が許可した食品。この許可を得るためには、人を対象とした治験を行い、その有効性と安全性を確認 

する必要がある。 

※ 臨床試験（治験） 

医薬品開発のプロセスにおいて、人を対象として、薬の安全性や有効性を確認するための試験。 

特に、臨床試験のうち、医薬品の製造（輸入）承認または承認事項の一部変更承認を申請する際に 

提出すべき資料の収集を目的として実施される試験を治験という。 

※ 前臨床試験 

  動物を用いて安全性、有効性等を検討するための試験。非臨床試験ともいう。 

※ 被験者 

  治験に参加し、治験薬を投与される者またはその対象となる者。 

※ 治験責任医師 

  医療機関において、治験の実施に関して責任を有し、治験に係る業務を統括する医師または歯科医師。 

※ インフォームド・コンセント 

  被験者の治験への参加を決定する際に、治験に関するあらゆる角度からの説明が充分なされた後に、 

被験者がこれを理解し、自由な意思によって治験への参加に同意し、書面によってそのことを確認す 

ること。インフォームド・コンセントは、被験者と担当医師による署名と日付が記入された同意文書 

をもって証明される。 

※ 症例報告書 

  治験実施計画書において規定される、各被験者に関する全ての情報を記録するための文書。 

  治験責任医師若しくは治験分担医師が原資料（カルテ等）を基に作成し、製薬企業等に報告すること 

が義務付けられている。 

※ モニター／モニタリング 

  製薬企業等により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical Research Associate）が、治験の進行状 

況を調査し、治験がＧＣＰ省令（※）、治験実施計画書（※）、標準業務手順書（※）に従って実施、

記録及び報告されていることを保証する活動。 

※ 標準業務手順書（ＳＯＰ：Standard Operating Procedures） 

治験に係る業務を均質に遂行するための手順を詳細に記述した文書。                

※ ＧＣＰ省令（Good Clinical Practice） 

  平成９年厚生省令第28号「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」。 

治験が倫理的な配慮のもとに科学的に適正に実施されるための基準である。平成16年12月に改正がな 

されている。 

※ 治験実施計画書（プロトコール） 
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  治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書。 

治験を実施するにあたって、医療機関及び製薬企業等が遵守しなければならない要件事項を記載した 

実施計画書である。 

※ ＣＲＯ（Contract Research Organization：開発業務受託機関） 

  医薬品の開発において、製薬企業等の治験に係わる業務の一部を受託または代行する個人または組 

織・団体。 

  主な業務内容として、治験の依頼業務、モニタリング・監査（※）、データマネジメント・統計解析、 

  製造承認申請等がある。 

※ 監査 

  治験により収集されたデータの信頼性を確保するため、治験がＧＣＰ省令、治験実施計画書、標準業 

務手順書に従って実施されているか否かについて、製薬企業等によって指名された監査担当者が、独 

立の立場から検証を行う。 
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５ 中間連結財務諸表等 

  

 (1) 中間連結財務諸表 

   当中間連結会計期間（自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日）は中間連結財務諸表

の作成初年度であるため、前中間連結会計期間との比較は行っておりません。 

 

   ①中間連結貸借対照表 

 

  
当中間連結会計期間末 
(平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  2,575,968  

２ 売掛金  1,137,898  

３ 有価証券  99,999  

４ たな卸資産  146,792  

５ その他  268,087  

６ 貸倒引当金  △13,046  

流動資産合計  4,215,700 83.1 

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1 110,602  

２ 無形固定資産    

(1) 連結調整勘定  161,444   

(2) その他  133,270 294,714  

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  329,166   

(2) その他  130,107   

(3) 貸倒引当金  △6,000 453,274  

固定資産合計  858,591 16.9 

資産合計  5,074,291 100.0 
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当中間連結会計期間末 
(平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金  6,383  

２ 前受金  274,712  

３ 賞与引当金  32,144  

４ 受注損失引当金  23,011  

５ その他  316,871  

流動負債合計  653,124 12.9 

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  476,000  

２ 退職給付引当金  27,552  

固定負債合計  503,552 9.9 

負債合計  1,156,676 22.8 

    

(少数株主持分)    

少数株主持分  103,492 2.0 

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金  1,364,517 26.9 

Ⅱ 資本剰余金  1,640,117 32.3 

Ⅲ 利益剰余金  802,345 15.8 

Ⅳ その他有価証券評価差額金  7,141 0.2 

資本合計  3,814,121 75.2 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

 5,074,291 100.0 
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   ②中間連結損益計算書 
 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高  1,388,146 100.0 

Ⅱ 売上原価  823,902 59.4 

売上総利益  564,243 40.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 386,043 27.8 

営業利益  178,200 12.8 

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  508   

２ 受取配当金  5,923   

３ 投資有価証券売却益  5,965   

４ 業務委託費返戻金  2,285   

５ 雑収入  1,329 16,011 1.2 

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  1,200   

２ 持分法による投資損失  232   

３ 投資有価証券売却損  352   

４ 新株発行費  3,633   

５ 新株予約権発行費  12,129   

６ コミットメントフィー  4,761   

７ 雑損失  3,197 25,507 1.8 

経常利益  168,704 12.2 

税金等調整前中間純利益  168,704 12.2 

法人税、住民税及び事業
税 

 86,435   

法人税等調整額  7,909 94,344 6.8 

少数株主損失  △20,261 △1.4 

中間純利益  94,622 6.8 

   

 



 22

 

   ③中間連結剰余金計算書 
 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  889,800 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

   増資による新株の発行  750,317 750,317 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高  1,640,117 

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  853,423 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

   中間純利益  94,622 94,622 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 １ 配当金  100,701  

 ２ 役員賞与  45,000 145,701 

Ⅳ 利益剰余金中間期末残高  802,345 
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   ④中間連結キャッシュ・フロー計算書 
 

  
当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前中間純利益  168,704 

２ 減価償却費  28,584 

３ 連結調整勘定償却額  4,139 

４ 引当金の減少額  △41,187 

５ 受取利息及び受取配当金  △6,431 

６ 支払利息  1,200 

７ 持分法による投資損失  232 

８ 投資有価証券売却益  △5,965 

９ 投資有価証券売却損  352 

10 新株発行費  3,633 

11 新株予約権発行費  12,129 

12 売上債権の増加額  △272,136 

13 たな卸資産の減少額  15,354 

14 仕入債務の増加額  2,969 

15 前受金の減少額  △73,507 

16 役員賞与の支払額  △45,000 

17 その他  23,523 

小計  △183,402 

18 利息及び配当金の受取額  5,087 

19 利息の支払額  △1,200 

20 法人税額の支払額  △101,219 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △280,734 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による支出  △8,895 

２ 無形固定資産の取得による支出  △4,468 

３ 投資有価証券の取得による支出  △135,418 

４ 投資有価証券の売却による収入  137,126 

５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入  317,988 

６ 貸付けによる支出  △50,000 

７ その他  △5,073 

投資活動によるキャッシュ・フロー  251,259 
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の返済による支出  △21,486 

２ 株式の発行による収入  1,510,352 

３ 新株予約権の発行による支出  △10,629 

４ 配当金の支払額  △99,288 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,378,948 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  1,349,472 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,314,225 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 2,663,697 

 
※
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 

   ２社 

  連結子会社の名称 

   株式会社日本臨床薬理研究所 

   株式会社ＳＯＧＯメディプラス 

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法を適用した関連会社の数 

   １社 

  持分法を適用した関連会社の名称 

   株式会社東京健康管理センター 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 

  連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

   満期保有目的の債券 

    定額法による償却原価法を採用しております。 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

     中間連結会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法を採用しております。 

  ② たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法による原価法を採用しております。 

   貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  

  ① 有形固定資産 

    定率法を採用しております。 

    ただし取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、一括償

却資産として３年間で均等に償却する方法を採用しております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

    建物 ８～18年 

    車両運搬具・工具、器具及び備品 ３～15年  

  ② 無形固定資産 

    定額法を採用しております。 

    なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。 
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

  ② 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間の負

担額を計上しております。 

  ③ 受注損失引当金 

    受注契約に係る将来の損失に備えるため、当中間連結会計期間末における受注

契約に係る損失見込額を計上しております。 

  ④ 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見

込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計

上しております。なお、退職給付債務の見込額は、簡便法(退職給付に係る期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナン

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によ

っております。 

 (5) その他中間連結財務諸表作成のための重要な事項 

  ① 重要な繰延資産の処理方法 

    新株発行費 

     支出時に全額費用として処理しております。 

    新株予約権発行費 

     支出時に全額費用として処理しております。 

  ② 収益及び費用の計上基準 

    売上高計上基準 

     ＳＭＯ事業収入については、原則として進行基準を適用しております。ただ

し、連結子会社においては、完成基準を適用しております。その他の事業収入

については、完成基準を適用しております。 

  ③ 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計処理については、税抜方式によっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。 

 

 会計処理の変更 
 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年１月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月

31日 企業会計基準適用指針第６号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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 注記事項 

 

  (中間連結貸借対照表関係) 

 

当中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      132,228千円 

 ２ 運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。

当該契約に基づく当中間期末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 150,000千円
 

 

  （中間連結損益計算書関係） 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

   役員報酬           68,838千円 

   給料・賞与         136,822千円 

   賞与引当金繰入額       6,856千円 

   退職給付費用         3,373千円 

   貸倒引当金繰入額       1,762千円 

 

 

  (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額

との関係 

 

現金及び預金勘定 2,575,968千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △12,270千円

取得日から償還日までの期間が３ヶ月以内の
有価証券 

99,999千円

現金及び現金同等物 2,663,697千円
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  （リース取引関係） 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引 

 １ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

 取得価額相当額
減価償却累計額

相当額 

中間期末残高 

相当額 

有形固定資産 

（工具、器具及び備品）
37,254千円 24,929千円 12,325千円

無形固定資産（ソフトウェア） 1,163千円 756千円 407千円

合 計 38,418千円 25,685千円 12,732千円

  (注)取得価額相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の中間期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 ２ 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 6,660千円

１年超 6,175千円

合計 12,836千円

  (注)未経過リース料中間期末残高相当額は、未経過リース料中間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法により算定しております。 

 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 3,841千円 

減価償却費相当額 3,841千円 
 

 ４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

  (有価証券関係) 

 当中間連結会計期間（自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日） 

  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
中間連結貸借対照表計

上額（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 ―

 

  ２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上

額（千円） 
差額（千円） 

株式 

債券 

その他 

 投資信託 

―

20,042

201,714

―

21,313

212,485

―

1,271

10,770

合計 221,756 233,798 12,042

 

  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 90,600
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  (デリバティブ取引関係) 

 当中間連結会計期間(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日) 

  当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

  (セグメント情報) 

 当中間連結会計期間（自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日） 

  １ 事業の種類別セグメント情報 

    全セグメントの売上高の合計額及び営業利益の合計額に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも

90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  ２ 所在地別セグメント情報 

    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、記載を省略しております。 

  ３ 海外売上高 

    海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

  (１株当たり情報) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額                        35,401円17銭 

１株当たり中間純利益                         933円18銭 

潜在株式調整後１株当たり中間純利益                  918円10銭 

 

（注） １株当たり中間純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。 

項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年１月31日) 

１株当たり中間純利益 

 (1)中間純利益(千円) 

 (2)普通株主に帰属しない金額(千円) 

  (うち利益処分による役員賞与金)(千円) 

 (3)普通株式に係る中間純利益(千円) 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 

 

94,622  

―  

(  ―) 

94,622  

101,398  

潜在株式調整後１株当たり中間純利益 

 (1)中間純利益調整額(千円) 

 (2)普通株式増加数(株) 

  (うち新株予約権)(株) 

 

―  

1,665  

(1,665) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益の算定に含まれなかった潜在株式

の概要 

商法第280条ノ20及び商法第280条ノ21の規

定に基づく新株予約権 

株主総会の決議年月日 

 平成17年10月27日 

新株予約権の数 

 992個 

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 普通株式  992株 
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  (重要な後発事象) 

 

 当中間連結会計期間（自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日） 

 

 株式取得による子会社化 

  当社は、平成 17 年 12 月 26 日に株式会社イベリカと締結した株式譲渡契約に基づき、平成 18 年２月

６日に同社の 100％子会社の株式会社ベルテールの全株式を取得し、当社の子会社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社ベルテールは、九州地方を中心に多岐にわたり創薬等試験事業サービスを提供している株

式会社イベリカの 100％子会社で、株式会社イベリカのＣＲＯ事業とＳＭＯ事業との混在を解消し、Ｓ

ＭＯに特化したより専門性の高い高品質のサービスを提供するために会社分割により設立されました。

株式会社イベリカは既に九州地方において多くの医療機関と提携しており、治験において多くの症例

実績をあげていることから、同社と広範囲な新薬開発支援事業で協力していくことにより、提携医療

機関を確保し、更なる受注能力の拡大及び業務拡大を図ることが期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社ベルテール 

   事業内容：ＳＭＯ事業 

   従業員数：50 名 

（平成 17 年 12 月 14 日現在） 

   資本金：10,000 千円 

（平成 17 年 12 月 14 日現在） 

   本店所在地：福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目 6-26 

   代表者：代表取締役社長 川窪晃己 

 (3) 株式取得の時期 

   平成 18 年２月６日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

   取得する株式の数     200 株 

   取得価額     850,000 千円 

   取得後の持分比率    100％ 

 (5) 支払資金の調達  

   エクイティーコミットメントラインに基づく指定通知書によりメリルリンチ日本証券株式会社が新

株予約権を行使することで得られる約５億円と自己資金によりまかないました。 

 

(2) その他 

  該当事項はありません。 
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６ 生産、受注及び販売の状況 

  当中間連結会計期間（自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日）は中間連結財務諸表の作成

初年度であるため、前中間連結会計期間との比較は行っておりません。 

 

 (1) 生産実績 

  当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,316,152 ― 

その他の事業 71,884 ― 

合計 1,388,037 ― 

(注)１ 金額は、販売価格によっております。 

  ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (2) 受注実績 

  当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
    

事業の種類別 
セグメントの名称 受注高(千円) 

前年同期比(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,206,066 ― 2,935,217 ― 

その他の事業 100,702 ― 50,965 ― 

合計 1,306,769 ― 2,986,182 ― 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (3) 販売実績 

  当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％) 

ＳＭＯ事業 1,316,152 ― 

その他の事業 71,993 ― 

合計 1,388,146 ― 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 




