
 

 

 
 

1

 
平成 18 年 7 月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 18 年 6 月 15 日 
上場会社名 株式会社 綜合臨床薬理研究所 （コード番号：2399  東証マザーズ） 
（ＵＲＬ http://www.sogo-rinsho.jp/ ）   
代  表  者 役職・氏名 代表取締役社長  庄司 孝 ＴＥＬ：（042）648―5733（代表） 
問合せ先責任者 役職・氏名 取締役管理本部長 倉田 忠正 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 
   ・連結（新規）３社 ・持分法（新規）１社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
 
２．平成 18 年７月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年 8月１日～平成 18 年４月 30 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨） 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 

純 利 益       
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 

18 年７月期第３四半期 2,247   ― 271   ― 259   ― 113   ―

17 年７月期第３四半期 ―   ― ―   ― ―   ― ―   ― 
(参考)17 年７月期 ―     ―     ―     ―     

 

 １株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後           
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭 

18 年７月期第３四半期 1,093  17 1,081  44 

17 年７月期第３四半期 ―   ― ―   ― 
(参考)17 年７月期 ―   ― ―   ― 

(注) 当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の数値のみを記載しております。 
 
［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第 3四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰が懸念されるものの企業収益
の改善とそれに伴う設備投資の増加、個人消費の高まり等により、景気の回復傾向が鮮明となりま

した。 
 国内の医薬品業界におきましては、国の薬価引き下げやジェネリック医薬品の使用促進など薬剤

費抑制策が進行する中で、年々増大する研究開発費を捻出するため規模の拡大を狙った合併等によ

る国内製薬企業再編の波は今後も継続するトレンドにあり、これに外資系製薬企業の参入も交え、

国際的な新薬開発競争は一層激化する状況にあります。 
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 一方 SMO業界におきましては、研究開発費の伸びに支えられマーケットは依然拡大しているも
のの値引き競争による受注単価の下落、症例数に応じた報酬体系へのシフトなど、コストダウンと

スピードアップを追求した競争は激化しており、これまで以上に経営環境の変化に応じたより柔軟

性のあるスピーディーなマネジメントが求められてきております。 
 当社グループにおきましてはこのような状況の中、SMO 業界におけるシェア拡大が業界におけ
るナンバーワンへの重要なステップと考え、平成 17 年 8 月には、第Ⅰ相試験に強みをもつ SMO
である株式会社日本臨床薬理研究所を子会社化し、また同年 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、さらには平成 18
年 2月に九州地区に特化した中堅 SMOである株式会社ベルテールを子会社化するなど、試験領域
と営業エリアの拡大策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も注力し、平成 18年 4月
30日現在の提携医療機関数は 1,199施設となりました。 
 上記の結果、当第 3四半期の業績は、売上高につきましては、2,247百万円となりましたが、経
費面では子会社の経費負担の影響もあり、営業利益 271 百万円、経常利益 259 百万円となり、結
果として第 3四半期純利益は 113百万円となりました。 
 
(2) 連結財政状態の変動状況                        （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７月期第３四半期 5,636  3,829  67.9  35,545  13 

17 年７月期第３四半期 ―  ―  ―  ―  ― 

(参考)17 年７月期 ―  ―  ―  ―  ― 

(注) 当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の数値のみを記載しております。 
 
(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７月期第３四半期 130  △576  1,366   2,234  

17 年７月期第３四半期 ―  ―  ―   ―  

(参考)17 年７月期 ―  ―  ―   ―  

(注) 当第３四半期より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期の数値のみを記載しております。 
 
［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
 当第３四半期連結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、2,234

百万円となりました。 
 当第３四半期連結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。 
 なお、当第３四半期連結会計期間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。 
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（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増加は、130 百万円となりました。これは、資金減少要因として法人税等

の支払額 194 百万円があったものの、資金増加要因として税金等調整前第３四半期純利益の計上

200 百万円及びたな卸資産の減少額 81 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減少は、576 百万円となりました。これは、資金増加要因として投資有価

証券の売却による収入 263 百万円があったものの、資金減少要因として投資有価証券の取得による

支出375百万円及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出365百万円があったこと

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、1,366 百万円となりました。これは、資金減少要因として配当金

の支払額 99 百万円及び短期借入金の返済による支出 21 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 1,497 百万円があったことが主な要因であります。 
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３．平成 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 3,150  410  210  

(参考) １株当たり予想当期純利益（通期）1,949 円 14 銭 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
連結業績につきましては、業界内の競争激化により当初見込んでいた治験の症例数達成が困難に

なってきたため、売上高は当初計画より 533百万円下回る 3,150百万円となる見込みであります。 
経常利益につきましては、売上高減少に伴う利益の減少があるものの、連結子会社の業績が当初

の見込みを上回ることから、当初の計画を 55 百万円上回る 410 百万円となる見込みであります。
当期純利益につきましては、投資有価証券評価損を計上する関係で当初の計画を 1 百万円上回る
210百万円にとどまる見込みであります。 
 

※ 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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〔添付資料〕 

４．四半期連結財務諸表等 

（1）四半期連結財務諸表 

    当期が連結初年度のため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度につきましては記載し

ておりません。 

 ① 四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年４月30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  2,196,880

  ２ 売掛金  945,628

  ３ 有価証券  99,999

  ４ たな卸資産  314,990

  ５ その他  265,640

  ６ 貸倒引当金  △10,323

    流動資産合計  3,812,815 67.6

 Ⅱ 固定資産  

  １ 有形固定資産 ※1 133,038

  ２ 無形固定資産  

   (1) 連結調整勘定  1,016,762

   (2) その他  131,732 1,148,494

  ３ 投資その他の資産  

   (1) 投資有価証券  385,547

   (2) その他  162,469

   (3) 貸倒引当金  △6,000 542,017

    固定資産合計  1,823,550 32.4

    資産合計  5,636,366 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 

（平成18年４月30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  4,677

  ２ 前受金  690,292

  ３ 賞与引当金  75,977

  ４ 受注損失引当金  25,243

  ５ その他  394,422

    流動負債合計   1,190,613 21.1

 Ⅱ 固定負債  

  １ 長期借入金  476,000

  ２ 退職給付引当金  34,275

    固定負債合計  510,275 9.1

    負債合計 1,700,888 30.2

（少数株主持分） 

   少数株主持分 105,845 1.9

(資本の部)  

 Ⅰ 資本金   1,364,517 24.2

 Ⅱ 資本剰余金  1,640,117 29.1

 Ⅲ 利益剰余金  820,828 14.5

 Ⅳ その他有価証券評価差額金  4,168 0.1

    資本合計  3,829,632 67.9

    負債、少数株主持分及び
資本合計 

 5,636,366 100.0
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 ② 四半期連結損益計算書 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  2,247,301 100.0

Ⅱ 売上原価  1,354,155 60.3

売上総利益  893,145 39.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※ 621,261 27.6

営業利益  271,884 12.1

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息  602

 ２ 受取配当金  10,937

 ３ 投資有価証券売却益  11,718

 ４ 業務委託費返戻金  3,428

 ５ 雑収入  4,325 31,012 1.4

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息  1,781

 ２ 持分法による投資損失  755

 ３ 投資有価証券売却損  986

 ４ 新株発行費  16,208

 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  7,156 43,779 2.0

   経常利益  259,117 11.5

Ⅵ 特別損失  

１ 投資有価証券評価損  58,400 58,400 2.6

税金等調整前第３四半期
純利益 

 200,717 8.9

法人税、住民税及び事業税  144,211

法人税等調整額  △38,690 105,521 4.7

少数株主損失  △17,909 △0.8

第３四半期純利益  113,105 5.0
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 ③ 四半期連結剰余金計算書 

  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30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 資本剰余金第３四半期末残高  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  

   第３四半期純利益  113,105 113,105

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 利益剰余金第３四半期末残高  820,828
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 ④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

 当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30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 税金等調整前第３四半期純利益 200,717

  ２ 減価償却費 47,343

  ３ 連結調整勘定償却額 17,062

  ４ 引当金の減少額 △14,520

  ５ 受取利息及び受取配当金 △11,540

  ６ 支払利息 1,781

  ７ 持分法による投資損失 755

  ８ 投資有価証券売却益 △11,718

  ９ 投資有価証券売却損 986

  10 新株発行費 16,208

  11 新株予約権発行費 12,129

    12 投資有価証券評価損 58,400

  13 売上債権の増加額 △51,273

  14 たな卸資産の減少額 81,489

  15 仕入債務の減少額 △7,064

  16 前受金の減少額 △58,500

  17 役員賞与の支払額 △45,000

  18 その他 77,657

     小計 314,914

  19 利息及び配当金の受取額 11,538

  20 利息の支払額 △1,781

  21 法人税等の支払額 △194,001

   営業活動によるキャッシュ・フロー 130,670

 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 △41,143

  ２ 無形固定資産の取得による支出 △49,047

  ３ 投資有価証券の取得による支出 △375,554

  ４ 投資有価証券の売却による収入 263,475

  ５ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △365,163

  ６ 貸付けによる支出 △50,000

  ７ 貸付金の返済による収入 50,000

  ８ その他 △8,926

   投資活動によるキャッシュ・フロー △576,360

 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 1,497,776

  ３ 新株予約権の発行による支出 △10,629

  ４ 配当金の支払額 △99,586

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,366,074

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 920,384

 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第３四半期末残高 2,234,610※
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 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数 

   ３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 

   株式会社ベルテール 

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 連結子会社の四半期決算日等に関する事項 

  全ての連結子会社の四半期決算日は、四半期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 

     第３四半期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 ３～18年 

    車両運搬具・工具、器具及び備品 ４～20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。 

 

 



 

 

 
 

11

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30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第３四半期連結会計期

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、当第３四半期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、当第３四半期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) その他四半期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 四半期連結キャッシュ・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。 
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  会計処理の変更  
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 
 当第３四半期連結会計期間から「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。 

 
  追加情報  

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

（株式取得による子会社化） 
 平成17年12月26日に締結した株式譲渡契約に基づき、平成18年２月６日に株式会社

ベルテールの全株式を850,000千円で取得し、同社は100％出資の連結子会社となりま

した。平成18年１月31日現在の同社の財政状態は以下のとおりであります。なお、連

結調整勘定は取得後20年にわたり均等償却する方針であります。 

 

 流動資産      502,763千円 

 固定資産       5,033千円 

  資産合計     507,797千円 

 流動負債      522,720千円 

 固定負債       2,617千円 

  負債合計     525,338千円 

 差引：純資産    △17,540千円 

 株式の取得価額   850,700千円 

 連結調整勘定    868,240千円（借方） 
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 注記事項 
 
  (四半期連結貸借対照表関係) 
 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成18年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額      143,444千円 

 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第３四半期連結会計期間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
 

 
  (四半期連結損益計算書関係） 
 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日) 

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

   役員報酬          103,317千円 

   給料・賞与         219,866千円 

   賞与引当金繰入額       14,691千円 

   退職給付費用         5,541千円 

   貸倒引当金繰入額          98千円 

 

 
  (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30日) 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期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 2,196,880千円

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 

49,999千円

現金及び現金同等物 2,234,610千円
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  （リース取引関係） 
 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年４月30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第３四半期末残高相当額 

 取得価額相当額
減価償却累計額

相当額 

第３四半期末 

残高相当額 

有形固定資産 

（工具、器具及び備品）
37,254千円 26,792千円 10,462千円

無形固定資産（ソフトウェア） 1,163千円 814千円 348千円

合 計 38,418千円 27,606千円 10,811千円

  (注)取得価額相当額は、未経過リース料第３四半期末残高が未経過リース料第３四半期末残

高及び有形固定資産等の第３四半期末残高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 未経過リース料第３四半期末残高相当額 

１年内 6,142千円

１年超 4,772千円

合計 10,915千円

  (注)未経過リース料第３四半期末残高相当額は、未経過リース料第３四半期末残高が未経過

リース料第３四半期末残高及び有形固定資産等の第３四半期末残高に占める割合が低

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 5,762千円 

減価償却費相当額 5,762千円 
 
 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。 
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  (有価証券関係) 
 当第３四半期連結会計期間末（平成 18年４月 30日） 
  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 0 
 
  ２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表

計上額（千円） 
差額（千円） 

株式 
債券 
その他 
 投資信託 

― 
11,057 

 
231,616 

― 
11,335 

 
238,367 

― 
278 

 
6,750 

合計 242,673 249,703 7,029 
 
  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券 
非上場株式 

 
131,600 

   （注）当第３四半期連結会計期間末において、その他有価証券で時価のない株式について 58,400千円減損 
      処理を行っております。 
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   (デリバティブ取引関係) 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成 17年８月１日 至 平成 18年４月 30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) 
１ 事業の種類別セグメント情報 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成 17年８月１日 至 平成 18年４月 30日） 
   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 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成 17年８月１日 至 平成 18年４月 30日） 
   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 

  当第３四半期連結会計期間（自 平成 17年８月１日 至 平成 18年４月 30日） 
   海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 
当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

１株当たり純資産額                        35,545円13銭 

１株当たり第３四半期純利益                     1,093円17銭 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益              1,081円44銭 

 
（注） １株当たり第３四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益の算定上

の基礎は以下のとおりであります。 

項目 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年４月30日) 

１株当たり第３四半期純利益 

 (1)第３四半期純利益(千円) 

 (2)普通株主に帰属しない金額(千円) 

 (3)普通株式に係る第３四半期純利益(千円) 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 

 

113,105  

―  

113,105  

103,465  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益 

 (1)第３四半期純利益調整額(千円) 

 (2)普通株式増加数(株) 

  (うち新株予約権)(株) 

 

―  

1,122  

(1,122) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期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) 
  当第３四半期連結会計期間（自 平成 17年８月１日 至 平成 18年４月 30日） 
   該当事項はありません。 

 

（2）その他 

   該当事項はありません。 

 

 ５．事業部門別売上高 
   当第３四半期連結会計期間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。 

 売上高(千円) 

ＳＭＯ事業 2,172,523 

その他の事業 74,777 

合計 2,247,301 

  （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 18 年７月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成 18 年６月 15 日 

上場会社名 株式会社 綜合臨床薬理研究所 
（コード番号：2399  東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www.sogo-rinsho.jp/ ）   

代  表  者 役職・氏名 代表取締役社長  庄司 孝 ＴＥＬ：（042）648―5733（代表） 

問合せ先責任者 役職・氏名 取締役管理本部長 倉田 忠正 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 
   四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関
する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく
意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年７月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年８月１日～平成 18 年４月 30 日） 
 (1) 経営成績の進捗状況                            （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年７月期第３四半期 1,689  △3.7 261  △19.1 260  △26.3 109   △42.3

17 年７月期第３四半期 1,754   16.4 322  △15.0 353    0.7 189      2.2

(参考)17 年７月期 2,250    299     346      191     

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 円    銭

18 年７月期第３四半期 1,058  71 1,047  35 

17 年７月期第３四半期 1,885  86 1,870  00 

(参考)17 年７月期 1,451  44 1,439  26 

(注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

 

 (2) 財政状態の変動状況                            （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７月期第 3四半期 4,509  3,826  84.8  35,512   04 

17 年７月期第 3四半期 2,974  2,340  78.7  23,245  01 

(参考)17 年７月期 2,896  2,347  81.0  22,866  50 

 
３．平成 18 年７月期の業績予想（平成 17 年８月１日～平成 18 年７月 31 日）     （百万円未満切捨） 

１株当たり年間配当金  売 上 高     経常利益 当期純利益 
期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 
通   期 2,430 500 255 1,000 00  1,000  00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,366 円 81 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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４．四半期財務諸表等 

 (1) 四半期財務諸表 

  ① 四半期貸借対照表 

 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年７月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産      

 １ 現金及び預金  1,287,004 1,559,701  1,226,495 

 ２ 売掛金  853,584 834,094  865,042 

 ３ たな卸資産  278 27,467  1,738 

 ４ その他 ※2 353,353 320,486  314,413 

 ５ 貸倒引当金  △11,123 △10,050  △11,280 

   流動資産合計   2,483,098 83.5 2,731,699 60.6  2,396,410 82.7

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1 51,547 44,731  48,197 

 ２ 無形固定資産  71,766 91,794  65,270 

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  266,920 381,303  312,907 

  (2) 関係会社株式  ― 1,155,600  ― 

  (3) その他  106,913 110,202  80,110 

  (4) 貸倒引当金  △6,156 △6,000  △6,000 

   投資その他の資産合計  367,677 1,641,105  387,018 

   固定資産合計   490,991 16.5 1,777,632 39.4  500,486 17.3

   資産合計   2,974,089 100.0 4,509,331 100.0  2,896,896 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成17年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 

(平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成17年７月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比
(％)

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債     

 １ 買掛金  4,457 10,585  3,218 

 ２ 前受金  266,038 322,055   239,611 

 ３ 賞与引当金  47,970 46,876  42,354 

 ４ 受注損失引当金  ― 9,111  ― 

 ５ その他 ※2 295,369 264,579  242,251 

   流動負債合計    613,835 20.6 653,209 14.5  527,436 18.2

Ⅱ 固定負債     

 １ 退職給付引当金  19,458 30,055  21,781 

   固定負債合計   19,458 0.7 30,055 0.7  21,781 0.8

   負債合計  633,293 21.3 683,264 15.2  549,217 19.0

(資本の部)   
 

 

Ⅰ 資本金   599,350 20.1 1,364,517 30.2  599,350 20.7

Ⅱ 資本剰余金     

 １ 資本準備金  889,800 1,640,117  889,800 

   資本剰余金合計   889,800 29.9 1,640,117 36.4  889,800 30.7

Ⅲ 利益剰余金     

 １ 利益準備金  5,900 5,900  5,900 

 ２ 第３四半期（当期）
未処分利益 

 846,270 811,363  847,523 

   利益剰余金合計   852,170 28.7 817,263 18.1  853,423 29.4

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  △524 △0.0 4,168 0.1  5,105 0.2

   資本合計   2,340,795 78.7 3,826,067 84.8  2,347,679 81.0

   負債・資本合計   2,974,089 100.0 4,509,331 100.0  2,896,896 100.0
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  ② 四半期損益計算書 

 

  

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   1,754,137 100.0 1,689,939 100.0  2,250,283 100.0

Ⅱ 売上原価   1,027,683 58.6 973,615 57.6  1,372,363 61.0

売上総利益   726,454 41.4 716,323 42.4  877,920 39.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   403,607 23.0 455,088 26.9  578,563 25.7

営業利益   322,847 18.4 261,234 15.5  299,357 13.3

Ⅳ 営業外収益 ※1  38,761 2.2 30,808 1.8  55,050 2.5

Ⅴ 営業外費用 ※2  7,945 0.4 31,333 1.9  8,136 0.4

経常利益   353,663 20.2 260,709 15.4  346,270 15.4

Ⅵ 特別利益   796 0.0 ― ―  795 0.0

Ⅶ 特別損失 ※3  ― ― 58,400 3.4  5,349 0.2

税引前第３四半期
(当期)純利益 

  354,459 20.2 202,309 12.0  341,716 15.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 164,000 115,000  177,000 

法人税等調整額  551 164,551 9.4 △22,231 92,769 5.5 △26,445 150,555 6.7

第３四半期(当期)
純利益 

  189,908 10.8 109,540 6.5  191,161 8.5

前期繰越利益   676,502 701,822   676,502

中間配当額   20,140 ―   20,140

第３四半期(当期)
未処分利益 

  846,270 811,363   847,523
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  ③ 四半期キャッシュ・フロー計算書 
 
 

 

 前第３四半期会計期間

(自 平成16年８月１日 

至 平成17年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

至 平成17年７月31日) 
区分 注記

番号
金額(千円) 金額(千円) 

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  １ 税引前第３四半期(当期)純利益 354,459 341,716 

  ２ 減価償却費 18,420 24,969 

  ３ 貸倒引当金の減少額 △796 △795 

  ４ 賞与引当金の増加額 5,704 88 

  ５ 退職給付引当金の増加額 7,796 10,120 

  ６ 受取利息及び受取配当金 △3,353 △5,925 

  ７ 支払利息 12 12 

  ８ 投資有価証券売却益 △31,291 △38,207 

  ９ 投資有価証券売却損 2,459 2,651 

  10 固定資産廃棄損 ― 5,349 

  11 売上債権の減少額 114,179 102,722 

  12 たな卸資産の増加額(△)又は減少額 405 △1,054 

  13 前渡金の増加額 △36,949 △33,481 

  14 前払費用の増加額 △11,844 △1,850 

  15 その他流動資産の増加額 △31,223 △8,811 

  16 仕入債務の増加額 3,262 2,023 

  17 未払金の減少額 △16,343 △11,094 

  18 未払費用の増加額又は減少額(△) 7,655 △3,165 

  19 未収消費税等の増加額 △8,656 △11,611 

  20 未払消費税等の減少額 △44,917 △44,917 

  21 前受金の減少額 △7,932 △34,358 

  22 預り金の増加額 74,738 13,534 

  23 役員賞与の支払額 △48,800 △48,800 

  24 その他 △18,403 9,298 

     小計 328,582 268,412 

  25 利息及び配当金の受取額 3,356 5,932 

  26 利息の支払額 △12 △12 

  27 法人税等の支払額 △316,602 △316,813 

   営業活動によるキャッシュ・フロー 15,324 △42,480 

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  １ 定期預金の預入れによる支出 ― △12,270 

  ２ 定期預金の払戻しによる収入 ― 12,267 

  ３ 有価証券の取得による支出 △19,990 △19,990 

  ４ 有価証券の償還による収入 19,990 19,990 

  ５ 有形固定資産の取得による支出 △36,944 △37,467 

  ６ 有形固定資産の売却による収入 194 194 

  ７ 無形固定資産の取得による支出 △61,844 △61,844 

  ８ 投資有価証券の取得による支出 △505,065 △653,274 

  ９ 投資有価証券の売却による収入 238,792 386,747 

  10 敷金･保証金の増加額 △846 △247 

  11 その他 844 1,038 

   投資活動によるキャッシュ・フロー △364,869 △364,857 

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  １ 配当金の支払額 △90,338 △93,056 

   財務活動によるキャッシュ・フロー △90,338 △93,056 

 Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △439,882 △500,394 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,814,619 1,814,619 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)残高 ※ 1,374,736 1,314,225 
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 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  ①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。 

   

      

 

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

第３四半期会計期間末日の市 

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 

   

      

 

  ①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。    

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

 

  ②子会社株式及び関連会社株式 

     移動平均法による原価法を採

用しております。 

   ③その他有価証券 

    時価のあるもの 

     同左 

 

 

 

 

    時価のないもの 

     同左 

 

(2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    個別法による原価法を採用し

ております。 

  ②貯蔵品 

    同左 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

 

   

      

 

  ②その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算期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 

    同左 

 

(2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    同左 

 

  ②貯蔵品 

    同左 

２ 固定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。 

ただし平成10年４月１日以降に 

取得した建物（建物附属設備を除 

く）については、定額法を採用し 

ております。また、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。 

(3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

２ 固定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 3～18年

車両運搬具・工具、
器具及び備品 

4～20年

   

 

 

(2) 無形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

    同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

    同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

    同左 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

３ 繰延資産の処理方法 

     ――――― 

３ 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。 

３ 繰延資産の処理方法 

     ――――― 

４ 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第３四半 

期会計期間の負担額を計上してお 

ります。 

 

       

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、 

当事業年度末における退職給付債 

務の見込額に基づき、当第３四半 

期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 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

    同左 

 

 

 

(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、当第３四半期会計期間

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 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

    同左 

 

 

 

 

 

(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事業 

年度の負担額を計上しておりま 

す。 

 

       

 

 

 

(3) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた 

め、当事業年度末における退職 

給付債務の見込額に基づき計上 

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。 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   治験売上高については、治験進 

行基準を適用しております。 

５ 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。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。

５ 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、 

進行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。 

６ 四半期キャッシュ・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。 

６ 四半期キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

     ――――― 

 

 

６ 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。 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

７ その他四半期財務諸表作成のため 

の基本となる重要な事項 

  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。 

７ その他四半期財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同左 

 

７ その他財務諸表作成のための基本

となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   同左 

 

 
 会計処理の変更 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

     ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 
 当第３四半期会計期間から「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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 追加情報 
 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

     ―――――― （株式取得による子会社化） 

  平成17年12月26日に締結した株

式譲渡契約に基づき、平成18年２月

６日に株式会社ベルテールの全株

式を取得いたしました。概要は、平

成18年７月期第３四半期財務・業績

の概況（連結）の12頁に記載の「４.

四半期連結財務諸表等 (1) 四半

期連結財務諸表 追加情報」をご参

照ください。 

 

 

 

（外形標準課税） 

  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平

成15年３月31日に公布され、平成

16年４月１日以後に開始する事業

年度より外形標準課税制度が導入

されたことに伴い、当事業年度か

ら「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成

16年２月13日 企業会計基準委員

会 実務対応報告第12号）に従い

法人事業税の付加価値割及び資本

割については、売上原価並びに販

売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

この結果、売上原価は6,101千

円、販売費及び一般管理費は2,968

千円増加し、営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益が9,070千

円減少しております。 
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 注記事項 

 （四半期貸借対照表関係） 

 

前第３四半期会計期間末 
（平成17年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成18年４月30日） 

前事業年度末 
（平成17年７月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            59,617 千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等 

は相殺のうえ、流動資産の「その 

他」に含めて表示しております。 

 

３ 当社は、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

約に基づく当第３四半期会計期間末

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 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            75,111 千円 

 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等 

は相殺のうえ、流動負債の「その 

他」に含めて表示しております。 

 

３ 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

く当第３四半期会計期間末の借入未

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 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            65,020 千円 

 

※２     ―――――― 

 

 

 

 

 ３ 当社は、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

約に基づく当事業年度末の借入未 

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 
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 （四半期損益計算書関係） 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

   受取利息       128千円 

   有価証券利息      44千円 

   受取配当金     3,181千円 

   投資有価証券売却益31,291千円 

   雇用助成金     1,157千円 

   事務代行手数料   2,881千円 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

      支払利息         12千円 

   投資有価証券売却損 2,459千円 

   株式分割費用    4,420千円 

 

 

※３     ――――― 

 

 

 

 ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産   15,006千円 

   無形固定資産    3,414千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

   受取利息       149千円 

   有価証券利息     478千円 

   受取配当金    10,937千円 

   投資有価証券売却益11,718千円 

   業務委託費返戻金  3,428千円 

   事務代行手数料   1,500千円 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

   投資有価証券売却損  986千円 

   新株発行費    13,368千円 

   新株予約権発行費  12,129千円 

   コミットメントフィー 4,761千円 

 

※３ 特別損失のうち重要なもの 

   投資有価証券評価損58,400千円 

 

 

４ 減価償却実施額 

   有形固定資産   12,336千円 

   無形固定資産   13,394千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

   受取利息       164千円 

   有価証券利息      44千円 

   受取配当金     5,715千円 

   投資有価証券売却益 38,207千円 

   業務委託費返戻金  6,668千円 

 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

   支払利息        12千円 

   投資有価証券売却損 2,651千円 

   株式分割費用    4,420千円 

 

 

※３     ――――― 

 

 

 

 ４ 減価償却実施額 

   有形固定資産    20,408千円 

   無形固定資産     4,560千円 

 

 （四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年４月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸借対照

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 1,287,004千円

 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△12,267千円

 

流動資産の「その他」に含まれる、
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 1,374,736千円

 
  

※現金及び現金同等物の期末残高と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 1,226,495千円

 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△12,270千円

 

流動資産の「その他」に含まれる、
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 1,314,225千円
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  （有価証券関係） 

 前第３四半期会計期間末（平成17年４月30日） 

 
  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
四半期貸借対照表計上額

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 △0

 

  ２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 
四半期貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

投資信託 

その他 

229,005

8,800

228,120

8,800

△885

―

合計 237,805 236,920 △885

 

  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 四半期貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券 
非上場株式（店頭売買株式を除く） 30,000

 

 当第３四半期会計期間末（平成18年４月30日） 

 
  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
 (注) 当第３四半期会計期間に関しては四半期連結財務諸表を作成しておりますので、満期保有目的の債

券で時価のあるもの、その他有価証券で時価のあるもの及び時価評価されていない有価証券につい

ては記載しておりません。 
 
 前事業年度末（平成17年７月31日） 

 
  １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 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) 
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 

―

―

214,298

―

―

222,907

―

―

8,609

合計 214,298 222,907 8,609

 
  ３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 
その他有価証券 
非上場株式 90,000
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 （デリバティブ取引関係） 

 前第 3四半期会計期間(自 平成 16年８月１日 至 平成 17年 4月 30日) 
     当社は、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。 

    前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

     当社は、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。 

    (注) 当第 3四半期会計期間に関しては四半期連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 
 

 （持分法損益等） 

    前第３四半期会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年４月30日) 

     当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

    前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

     当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 

    (注) 当第 3四半期会計期間に関しては四半期連結財務諸表を作成しておりますので、記載しておりません。 
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 （１株当たり情報） 

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

 

 １株当たり純資産額 

         23,245円01銭 

 

 １株当たり第３四半期純利益 

          1,885円86銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益 

          1,870円00銭 

 

当社は平成16年９月21日付で１株を 

３株とする株式分割を行っておりま

す。 

  なお、当該株式分割が前事業年度の

開始の日に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。 

前第３四半期会計期間

(自 平成15年８月１日 

至 平成16年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成15年８月１日 

至 平成16年７月31日) 
１株当たり純資

産額 

 20,839円07銭 

１株当たり第３

四半期純利益 

  2,009円01銭 

潜在株式調整後

１株当たり第３

四半期純利益 

  2,007円42銭 

１株当たり純資

産額 

 22,304円36銭 

１株当たり当期

純利益 

  3,525円92銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

  3,515円75銭 
 

 

 １株当たり純資産額 

         35,512円04銭 

 

 １株当たり第３四半期純利益 

          1,058円71銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり第３四半期

純利益 

          1,047円35銭 

 

 

 １株当たり純資産額 

         22,866円50銭 

 

 １株当たり当期純利益 

          1,451円44銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 

          1,439円26銭 

 

  当社は平成16年９月21日付で１株を

３株とする株式分割を行っておりま

す。 

  なお、当該株式分割が前事業年度の

開始の日に行われたと仮定した場合の

１株当たり情報については、以下のと

おりとなります。 

前事業年度 

(自 平成15年８月１日 

 至 平成16年７月31日) 

１株当たり純資産額 

   22,304円36銭 

１株当たり当期純利益 

    3,525円92銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

    3,515円75銭 
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 (注) １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上の基礎は以下 

のとおりであります。 

項目 

前第３四半期会計期間

(自 平成16年８月１日

 至 平成17年４月30日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日

 至 平成17年７月31日)

１株当たり第３四半期(当期)純利益    

 (1)第３四半期(当期)純利益(千円) 189,908 109,540 191,161 

 (2)普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― 45,000 

  (うち利益処分による役員賞与金)(千円) (―) (―) (45,000)

 (3)普通株式に係る第３四半期(当期)純利益 

  (千円) 
189,908 109,540 146,161 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 100,701 103,465 100,701 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)

純利益 
   

 (1)第３四半期(当期)純利益調整額(千円) 
― 
 

― 
 

― 
 

 (2)普通株式増加数(株) 854 1,122 852 

  (うち新株予約権)(株) (854) (1,122) (852)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１ 

株当たり第３四半期(当期)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個 

   ―――― 
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 （重要な後発事象） 

 

前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

株式会社日本臨床薬理研究所の子会社化 

 当社は、平成17年６月７日に、株式会 

社エスアールエル及び同社の100％子会 

社である株式会社日本臨床薬理研究所と 

の間で、当社が株式会社日本臨床薬理研 

究所の第三者割当増資を引受け同社を子 

会社化することについて、基本合意に達 

しました。 

(1) 子会社化の目的 

  ＳＭＯ事業の一層の強化を図るため

であります。 

(2) 子会社化する会社の概要 

  名称 株式会社日本臨床薬理研究所 

  主な事業内容 臨床試験支援事業 

  規模（平成16年12月期） 

   資本金    56,000千円 

   売上高   463,390千円 

   経常損失  210,476千円 

   当期純損失 211,479千円 

   総資産額  385,357千円 

(3) 株式取得の時期 

  第三者割当増資の時期は平成17年７

月１日から平成17年８月31日までを予

定しております。 

(4) 取得後の持分比率 

  約51％ 

 

 

      ――――― １ 株式取得による子会社化 

  株式会社日本臨床薬理研究所の第三

者割当増資を引き受けたことにより、

同社に対する所有議決権の割合が 51％

となった結果、同社は当社の子会社と

なりました。 

 (1) 子会社化の目的 

株式会社日本臨床薬理研究所は、

臨床検査の最大手である株式会社エ

スアールエルの 100％子会社で、第Ⅰ

相試験（臨床薬理試験・ＢＥ試験）

や第Ⅱ相、第Ⅲ相試験（ＳＭＯ事業）

などの治験支援事業を手掛けており

ます。特に、大型病院における治験

事務局業務及び治験コーディネータ

ー業務を得意としております。クリ

ニックに対する治験支援が中心の当

社にとりましては、ＳＭＯ事業展開

を強化する上で、大型病院での治験

事業を推進できるほか、株式会社エ

スアールエルとの間で相互に医療機

関のネットワークを強化できるもの

と考えております。また、臨床第Ⅰ

相試験についても一層の強化を図る

ことが期待できます。 
 (2) 子会社化する会社の概要 
   名称：株式会社日本臨床薬理研究

     所 
   事業内容：臨床試験支援業務 

   従業員数：56 名 

（平成 17 年３月末現在）

   資本金：56,000 千円 

（平成 17 年３月末現在）

   総資産：307,074 千円 

（平成 17 年３月末現在）

   売上高：平成 17 年３月期 

        50,344 千円(３ヶ月決算）

       平成 16 年 12 月期 

       463,390 千円 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

―――――  (3) 株式取得の時期 

平成 17 年８月１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   561 株 

   取得価額    280,500 千円 

   取得後の持分比率   51％ 

 (5) 支払資金の調達 

   自己資金 

 (6) 重要な特約 

   株式会社日本臨床薬理研究所の

子会社化に関連して、当社（以下

「甲」という。）では、平成 17 年

７月 25 日付で株式会社エスアー

ルエル（以下「乙」という。）及び

株式会社日本臨床薬理研究所（以

下「丙」という。）との三者間で、

甲及び乙による丙への出資及び甲

乙丙間の業務提携等に関して、戦

略的提携契約を締結しておりま

す。 

   当契約の目的は、増資等により

丙の財務体質の強化を図り、甲と

乙が共に丙の経営に参加し、甲乙

丙間で事業上の協力関係を構築す

ることにより、丙の事業の再生・

発展及び甲乙丙の事業価値の増大

を目指すことであります。当契約

においては、一定期間における丙

の経営成績が、甲と乙が合意した

事業計画を下回った場合には、乙

に財務的負担を求める内容も含ま

れております。 

 

 



 18

 
前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

      ―――――― ２ 新株予約権の発行 

  平成 17 年８月 18 日開催の取締役

会決議に基づき、第２回新株予約権

（第三者割当）を発行いたしました。

 (1) 割当先 

   メリルリンチ日本証券株式会社 

 (2) 新株予約権の払込期日及び発行

日 

   平成 17 年９月５日 

 (3) 新株予約権の数 

   1,000 個 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   1 個当たり 5,000 円 

 (5) 新株予約権の目的となる株式の 

種類 

   普通株式 

 (6) 新株予約権の行使時の１株当た 

りの払込金額（以下「行使価額」）

   当初は 302,400 円とする。平成

17 年９月 13 日以降は、新株予約権

の行使請求の効力発生日の前日ま

での３連続取引日の株式会社東京

証券取引所における当社普通株式

の普通取引の終値の平均値 90％に

相当する金額とする。但し、行使

価額の下限は 115,200 円とする。

 (7) 新株予約権の目的となる株式の

数 

   新株予約権の行使により新たに

発行する株式の数は、行使請求に

係る新株予約権の数に 5,000,000

円を乗じ、これを行使価額で除し

た数とする。 

 (8) 新株予約権の行使期間 

   平成 17 年９月６日から平成 18

年 12 月６日まで 

 (9) 新株予約権の行使により発行す

る株式の発行価額のうち資本に

組入れる額 

   発行価額の 50％ 

 (10) 新株予約権の譲渡制限 

   譲渡には当社取締役会の承認を

要する。 

 (11) 資金の使途 

   Ｍ＆Ａ案件等に充当する予定で

あります。 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

      ――――――  (12) コミットメント条項 

割当先であるメリルリンチ日本

証券株式会社との間で、本新株予

約権の行使について概ね以下の内

容の契約を締結しております。 
①当社は、メリルリンチ日本証券

株式会社に対して本新株予約

権を行使する一定の期間（20取

引日）及び行使する本新株予約

権の数（上限100個）を指定す

ることができる。なお当該指定

期間が経過した後でなければ

新たな指定を行うことはでき

ない。 

②メリルリンチ日本証券株式会社

は発行日以降に本新株予約権

の行使を希望する旨を申し入

れることができるが、当社は自

己の裁量により受諾又は拒絶

することができる。 

③メリルリンチ日本証券株式会社

は、平成 18年 11月６日から平
成 18 年 12 月６日までの期間
に、200個からそれまでに行使
した新株予約権の数を差し引

いた数を上限として、自己の裁

量により権利行使できる。 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

      ―――――― ３ 子会社の設立 
  当社は、平成 17年９月 20日に、 
イーピーエス株式会社のグループ会 
社である株式会社イーピーミントと、 
合弁会社を設立することについて合 
意に至りました。 

 
 (1) 目的 
   当社と株式会社イーピーミント

はともにＳＭＯ業務を行っており

ますが、最近は大病院を中心にＣ

ＲＣの派遣依頼が増加してきてお

り、これに対応するための専門会

社を合弁で設立するものでありま

す。これに伴い両社の一部の拠点

の移管・統合を進めるとともに、

医療機関からのニーズに迅速に対

応し、両社のＣＲＣの生産性の向

上を図って参ります。 
 (2) 合弁会社の概要 

   名称：株式会社ＳＯＧＯメディ

プラス 

   事業内容：ＳＭＯ業務 

   資本金：30 百万円 

 (3) 設立の時期 

   平成 17 年 11 月 

 (4) 取得後の持分比率 

   60％ 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

      ―――――― ４ 新株予約権（ストックオプション）

の発行 

   平成17年10月27日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新株予 

約権を発行することを決議いたしま

した。 

 (1) 特に有利な条件をもって新株予

約権を発行する理由 

   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、下記(2)に記載の発行要

領に基づき新株予約権を無償で発

行するものであります。 

 (2) 新株予約権発行の要領 

  ① 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

    当社普通株式 1,000 株を上限

とする。 

  ② 発行する新株予約権の総数 

    1,000 個を上限とする。なお、

新株予約権１個当たりの目的と

なる株式の数は１株とする。 
  ③ 新株予約権の発行価額 
    無償とする。 
  ④ 新株予約権の行使に際して払

込みをなすべき金額 
    各新株予約権の行使により発

行又は移転する株式１株当たり

の払込金額（以下、「行使価額」

という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。行使価額は、発行

日の属する月の前月の各日（取

引が成立していない日を除く。）

の株式会社東京証券取引所にお

ける当社普通株式の普通取引の

終値（以下、「終値」という。）

の平均値（終値のない日を除

く。）に 1.05 を乗じた金額（１

円未満の端数は切り上げ)、又は

発行日の終値（当日に終値がな

い場合は、それに先立つ直近日

の終値）のいずれか高い金額と

する。 
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前第３四半期会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

      ―――――― 

 

      ――――――   ⑤ 新株予約権の行使可能期間 

    平成 18 年 11 月１日から平成

23 年 10 月 31 日まで 

  ⑥ その他の新株予約権の行使の

条件 

    各新株予約権の一部行使はで

きないものとする。その他の行

使の条件は、当社取締役会で決

定するものとする。 

  ⑦ 新株予約権の消却事由及び条

件 
    当社は、いつでも、当社が取

得し保有する未行使の新株予約

権を、無償にて消却することが

できるものとする。 
  ⑧ 新株予約権の譲渡制限 
    新株予約権を譲渡するには、 

当社取締役会の承認を要する。 
 
 (2) その他 
  該当事項はありません。 


