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平成 19 年 7 月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

    平成 19年６月 14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 桐畑 博史 

 

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 ： 有 

   なお、会計処理の方法の変更の内容については、添付資料である四半期連結財務諸表の「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の変更」に記載しております。 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有 

  ・連結（新規）―社（除外）―社   ・持分法（新規）―社（除外）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 19年７月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18年８月１日～平成 19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   ％ 

19 年７月期第３四半期 1,940 △13.7 △17   ― 8 △96.5 △84   ― 

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

(参考)18年７月期 2,958   ― 278   ― 302   ― 162   ― 

 

 
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 

19 年７月期第３四半期 △789  90  ―  ―  

18 年７月期第３四半期 1,093  17  1,081  44  

(参考)18年７月期 1,554  78  1,542  39  

（注） 売上高、営業利益、経常利益、四半期(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前第３四半期増減率を 

示しております。 

 

［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、原油高や金利上昇懸念等の不安定要素はあり

ながらも、堅調な設備投資を背景に企業収益は引き続き改善しており、また、雇用環境の好転や所

得の穏やかな増加を受け、個人消費も堅調に推移するなど、景気は穏やかな拡大基調にあると考え

られます。 

 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

が進行する中、製薬メーカーの主力製品が特許切れを迎える、いわゆる「2010 年問題」に対応し、

かつ国際的な新薬開発競争での生き残りをかけた研究開発費の支出は依然増加傾向にあります。 

 また厚生労働省では、平成 19 年度から始まった全国治験活性化 5 ヵ年計画にて、治験を担う中
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核病院・拠点病院を整備し、高度な治験や研究を進めるほか人材養成策などが盛込まれており、治

験の空洞化を防ぎ国内発の新薬開発の増加を目指した取り組みが進められております。 

 ＳＭＯ(Site Management Organization：治験施設支援機関)業界におきましては、製薬メーカー

の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おります。しかしながら一部では底入れ

感があるものの値引き競争による受注単価の下落、獲得症例数に応じた報酬体系へのシフトなど、

品質を維持しつつコストダウンとスピードアップを追求した業者間競争は依然激化しており、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。 

 このような状況の中、当社グループの中心である当社におきましては、以下に注力しました。 

①来期からの持株会社体制への移行を決議 

当社は、平成 19 年 3 月 9日の取締役会において、当社の「ＳＭＯ事業」及び当社の「健康

食品の開発支援業務及び販売業務等のエビデンス事業」を会社分割の方式で分社化することに

より、平成 19年 8 月 1 日を目処に持株会社体制へ移行する旨の基本方針を決議しました。持

株会社化の主な目的は以下のとおりであります。 

1)グループ戦略マネジメントの強化 

2)ＳＭＯ事業の強化 

3)グループガバナンスの充実 

4)資源配分の適正化 

詳細は平成 19 年 3月 9日発表の「持株会社体制への移行に関するお知らせ」及び 34頁（重

要な後発事象）「２ 持株会社体制への移行の詳細決議」を参照ください。 

②売上計上基準の変更 

当社は、ＳＭＯ事業の収益の計上基準については、従来、原則として進行基準によっており

ましたが、当連結会計期間期首より、治験期間が短期間の案件または受注金額が尐額な案件に

ついては完成基準を採用することになりました。 

※当社の当第３四半期会計期間における四半期ごとの期間売上高 

（単位：百万円） 

 第 1 四半期 第２四半期 第３四半期 合 計 

期間売上高 283 323 634 1,241 

③自社株買いの実施 

 機動的な資本政策を遂行する目的で、当社取締役会の決議により、平成 18年９月 19日から

9 月 28日までに 1,200 株及び平成 19年 3月 12日から 4月 30日までに 788株の合計 1,988 株

を 211,582千円にて取得しました。 

④サイトマネージメント課の創設 

 ＳＭＯの営業は、製薬メーカーへの受注獲得活動と、治験を実施する医療機関の開拓活動で

すが、同課は獲得症例数が契約症例数を下回り当初の契約金額が減額となる、いわゆるカット

オフ対策として、ＣＲＣ（治験コーディネーター）と連携しスムーズな症例獲得の推進を目的

とするものであります。 
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⑤Ｍ＆Ａを含めた業務提携へ注力 

 当社は、ハワイの 4ヵ所にある大規模病院のほか、一般病院や診療所において治験を実施す

るＣＲＯ・ＳＭＯ混合型のＣＲＯであるオライオン社と業務提携を締結しました。当社にとり

ましては、今後ますます増加が予想される世界同時治験の受注獲得に参画する足がかりとする

ため、同社との業務提携により当社医療機関ネットワークの海外への拡充を図るものでありま

す。またＭ＆Ａの成果については、33頁（重要な後発事象）「１ 株式取得による子会社化」

を参照ください。 

⑥東東京サテライトオフィスの開設 

 当社は東京地区においては西東京である八王子市を拠点としておりましたが、東東京サテラ

イトオフィスの開設は、東東京における治験実施施設への支援サービスの強化及びＣＲＣの効

率性の向上を目的としたものであります。 

⑦日本臨床薬理学会認定ＣＲＣ試験ほかで多数の合格者を輩出 

 当社はＣＲＣの教育と質の向上には従来より注力しており、その成果のひとつとして難関と

いわれる日本臨床薬理学会認定ＣＲＣが新たに 11 名誕生しました。またエスエムオーネット

ワーク協同組合（ＳＭＯＮＡ）主催による公認ＣＲＣ試験に 17 名が合格しました。今後も高

品質の業務が提供できるよう、積極的な社員教育に取り組んでまいります。 

 

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、当社グループの

平成 19 年４月 30日現在の提携医療機関数は 1,373施設（うち当社は 1,083 施設）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりであります。なお、前年同期比は記載を省略して

おります。 

1)ＳＭＯ事業 

ＳＭＯ事業は、治験実施施設または臨床試験依頼者からの依頼により行われる、治験実施

施設支援業務（「治験コーディネーター業務」、「治験審査委員会事務局業務」「治験事務局業

務」及び「臨床試験に関する一切の業務」）と定義し、当社グループは治験を実施する医療機

関が行うこれら業務の一部を受託または代行し、主として「第Ⅰ相試験」から「第Ⅳ相試験」

にかかる支援業務を行うものであります。 

 当第３四半期連結会計年度におけるＳＭＯ事業は、当社の売上高の計上基準の変更による

影響があったものの、前事業年度において子会社化した、同事業を行う株式会社日本臨床薬

理研究所及び株式会社ベルテールの業績好調を反映し、売上高は 1,845 百万円となりました。 

2)その他の事業 

その他の事業は、主として「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。 

特に健康食品の販売においては、当第３四半期より株主優待割引販売を開始し、またイン

ターネット通販や健康に関連した雑誌媒体への露出に傾注し、その他事業の売上高は 94百万
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円となりました。 

 

 その結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高 1,940 百万円（前年同期比 13.7%減）と

なりました。連結子会社である株式会社ベルテール及び株式会社日本臨床薬理研究所の業績につき

ましては、当社グループ全体での共同受注により受注が堅調に推移しているほか、当社のオペレー

ションの導入に伴うコスト削減効果により当初予算より高い営業利益を上げることができました

が、当社の売上高の計上基準の変更による売上総利益の減尐及び外注費増による原価率上昇の影響

により、営業損失は 17百万円（前年同期は営業利益 271百万円）、経常利益は８百万円（前年同期

比 96.5%減）となりました。また特別損失として有価証券売却損及び投資有価証券評価損等を計上

した結果、当第３四半期純損失は 84百万円（前年同期は純利益 113百万円）となりました。 
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(2) 連結財政状態の変動状況                        （百万円未満切捨） 

 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 

19 年７月期第３四半期 5,893   3,615   58.9  32,802  68  

18 年７月期第３四半期 5,636   3,829   67.9  35,545  13  

(参考)18年７月期 5,781   3,963   66.9  35,923  36  

 

 

(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 

19 年７月期第３四半期 392   △25   △318   2,560   

18 年７月期第３四半期 130   △576   1,366   2,234   

(参考)18年７月期 340   △518   1,377   2,513   

 

 

［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、2,560

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。 

 

（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、392 百万円となりました。これは、資金減尐要因としてたな卸資

産の増加額 357 百万円及び法人税等の支払額 153 百万円があったものの、資金増加要因として売上

債権の減尐額 355百万円、前受金の増加額 500百万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尐は、25百万円となりました。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 292 百万円があったものの、資金減尐要因として無形固定資産の取得による

支出 28 百万円、投資有価証券の取得による支出 253 百万円及び、有形固定資産の取得による支出

27 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減尐は、318 百万円となりました。これは、資金減尐要因として自己株式

の取得による支出 212 百万円及び配当金の支払額 106 百万円があったことが要因であります。 
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３．平成 19年７月期の連結業績予想（平成 18年８月１日～平成 19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 2,843   △6   △88   

(参考) １株当たり予想当期純損失（通期）826円 82銭 
(注) １株当たり予想当期純損失については、平成 19年６月 14日現在までに行われた自己株式の 

取得等による株式数の増減及び新株予約権の行使による株式数の増加を考慮して算出して 
おります。 

 

［連結業績予想に関する定性的情報等］ 

 平成 19年７月期の連結業績予想に関する定性的情報等は以下のとおりであります。 

(1) 当社は今連結会計年度より、契約期間が短くまたは契約金額が尐額の案件については売上高の

計上方法を進行基準から完成基準へと変更しました。詳細は平成 18年 12 月 14日発表の「売上

高の計上基準の変更に伴う業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

(2) 当社は、過去の投資のスクラップを行い、投資有価証券売却損及び投資有価証券評価損を特別

損失に計上し、さらに不採算の連結子会社１社の解散を決議し現在清算中であります。詳細は

平成 19 年３月９日発表の「中間期・通期業績予想の修正に関するお知らせ」を参照ください。 

(3) 連結子会社である株式会社ベルテール及び株式会社日本臨床薬理研究所の業績については、当

社グループ全体での共同受注により受注が堅調に推移しているほか、当社のオペレーションの

導入に伴うコスト削減効果により順調に推移する見込であります。 

 

(注）上記業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき、不確定要素については一定の仮 

定に基づき当社にて作成したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記数値と 

異なる場合があります。 
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４．四半期連結財務諸表等 

 (1) 四半期連結財務諸表 

  ① 四半期連結貸借対照表 

 

  
前第３四半期連結会計期間末 

(平成18年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   2,196,880   2,523,312   2,525,464  

 ２ 売掛金   945,628   584,802   939,828  

 ３ 有価証券   99,999   49,953   ―  

 ４ たな卸資産   314,990   711,617   354,318  

 ５ その他   265,640   448,156   278,496  

   貸倒引当金   △10,323   △9,465   △10,929  

   流動資産合計   3,812,815 67.6  4,308,376 73.1  4,087,177 70.7 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1  133,038   119,450   124,339  

 ２ 無形固定資産           

(1) 連結調整勘定  1,016,762   ―   1,000,164   

(2) のれん  ―   957,091   ―   

(3) その他  131,732 1,148,494  134,332 1,091,423  131,465 1,131,630  

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券  385,547   214,226   299,727   

  (2) その他  162,469   165,971   144,869   

     貸倒引当金  △6,000 542,017  △6,000 374,198  △6,000 438,596  

   固定資産合計   1,823,550 32.4  1,585,073 26.9  1,694,566 29.3 

   資産合計   5,636,366 100.0  5,893,449 100.0  5,781,743 100.0 
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前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年４月30日） 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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   4,677   17,174   12,230  

 ２ 前受金   690,292   1,282,916   782,292  

 ３ 賞与引当金   75,977   82,246   49,295  

 ４ 受注損失引当金   25,243   62,782   37,077  

 ５ その他   394,422   346,490   453,155  

   流動負債合計    1,190,613 21.1  1,791,611 30.4  1,334,052 23.1 

Ⅱ 固定負債           

 １ 長期借入金   476,000   476,000   476,000  

 ２ 退職給付引当金   34,275   8,747   7,731  

 ３ その他   ―   1,945   ―  

   固定負債合計   510,275 9.1  486,693 8.3  483,731 8.3 

   負債合計   1,700,888 30.2  2,278,305 38.7  1,817,783 31.4 

(尐数株主持分)           

尐数株主持分   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、尐数株主持
分及び資本合計 

  5,636,366 100.0  ― ―  ― ― 
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前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年４月30日） 

当第３四半期連結会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ―   1,364,517   1,364,517  

 ２ 資本剰余金   ―   1,640,117   1,640,117  

３ 利益剰余金   ―   679,647   870,263  

４ 自己株式   ―   △211,582   ―  

株主資本合計   ― ―  3,472,700 58.9  3,874,899 67.0 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価
差額金 

  ―   △3,750   △4,516  

評価・換算差額等合計   ― ―  △3,750 △0.1  △4,516 △0.0 

Ⅲ 尐数株主持分   ― ―  146,194 2.5  93,577 1.6 

   純資産合計   ― ―  3,615,144 61.3  3,963,960 68.6 

   負債・純資産合計   ― ―  5,893,449 100.0  5,781,743 100.0 
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② 四半期連結損益計算書 

  

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18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   2,247,301 100.0  1,940,190 100.0  2,958,865 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,354,155 60.3  1,205,612 62.1  1,808,443 61.1 

売上総利益   893,145 39.7  734,578 37.9  1,150,421 38.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  621,261 27.6  751,961 38.8  872,230 29.5 

営業利益又は 
営業損失(△) 

  271,884 12.1  △17,382 △0.9  278,191 9.4 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  602   2,511   663   

 ２ 受取配当金  10,937   4,904   20,067   

３ 投資有価証券売却益  11,718   8,074   13,652   

 ４ 業務委託費返戻金  3,428   3,428   4,571   

 ５ コンサルティング報酬  ―   ―   30,000   

 ６ 人材紹介料  ―   7,142   ―   

 ７ 治験資材購入補填金  ―   2,696   ―   

 ８ 雑収入  4,325 31,012 1.4 555 29,311 1.5 2,145 71,100 2.4 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  1,781   1,780   2,381   

２ 持分法による投資損失  755   ―   1,395   

 ３ 投資有価証券売却損  986   ―   1,109   

 ４ 新株発行費  16,208   ―   16,483   

 ５ 新株予約権発行費  12,129   ―   12,129   

 ６ リース解約損  ―   ―   5,617   

 ７ コミットメントフィー  4,761   ―   4,761   

 ８ 雑損失  7,156 43,779 2.0 1,203 2,983 0.1 3,202 47,079 1.6 

経常利益   259,117 11.5  8,945 0.5  302,212 10.2 

Ⅵ 特別利益           

１ 貸倒引当金戻入益  ―   1,210   ―   

 ２ オフィス移転費用 
補填金 

 ― ― ― 2,000 3,210 0.1 ― ― ― 

Ⅵ 特別損失           

 １ 投資有価証券評価損  58,400   30,799   29,200   

 ２ 投資有価証券売却損  ―   50,000   ―   

 ３ オフィス閉鎖損  ―   8,307   ―   

 ４ 固定資産除却損 ※2 ―   1,231   ―   
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前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18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 
(％) 

 ５ 減損損失  ―   4,516   ―   

 ６ その他  ― 58,400 2.6 973 95,828 4.9 ― 29,200 1.0 

税金等調整前 
第３四半期(当期) 
純利益又は純損失(△) 

  200,717 8.9  △83,671 △4.3  273,012 9.2 

法人税、住民税 
及び事業税 

 144,211   79,258   172,488   

法人税等調整額  △38,690 105,521 4.7 △131,275 △52,017 △2.7 △18,807 153,681 5.2 

尐数株主利益 
又は損失(△) 

  △17,909 △0.8  52,617 2.7  △43,210 △1.5 

第３四半期(当期) 
純利益又は純損失(△) 

  113,105 5.0  △84,271 △4.3  162,540 5.5 
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③ 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年４月 30 日) 

(単位：千円) 

 

株主資本 評価・換算差額等 

尐数株主持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 

平成 18年７月 31日残高 1,364,517 1,640,117 870,263 － 3,874,899 △4,516 93,577 

当第３四半期連結会計期間中

の変動額 
       

 剰余金の配当(注)   △107,740  △107,740   

 持分法適用会社の減尐に 

伴う利益剰余金の増加高 
  1,395  1,395   

第３四半期純損失   △84,271  △84,271   

自己株式の取得    △211,582 △211,582   

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
     765 52,617 

当第３四半期連結会計期間中
の変動額合計 

－ － △190,616 △211,582 △402,198 765 52,617 

平成 19年４月 30日残高 1,364,517 1,640,117 679,647 △211,582 3,472,700 △3,750 146,194 

 （注）平成 18 年 10 月 26 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

前連結会計年度(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年７月 31 日) 

(単位：千円) 

 

株主資本 評価・換算差額等 

尐数株主持分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 

平成 17年７月 31日残高 599,350 889,800 853,423 2,342,573 5,105 － 

連結会計年度中の変動額       

 新株の発行 765,167 750,317  1,515,485   

 剰余金の配当(注)   △100,701 △100,701   

 役員賞与 (注)   △45,000 △45,000   

 当期純利益   162,540 162,540   

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
    △9,621 93,577 

連結会計年度中の変動額合計 765,167 750,317 16,839 1,532,325 △9,621 93,577 

平成 18年７月 31日残高 1,364,517 1,640,117 870,263 3,874,899 △4,516 93,577 

 （注）平成 17 年 10 月 27 日の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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 ④ 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 前第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) 

当第３四半期 

連結会計期間 

 
(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

要約連結 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 
区分 

注記
番号 

金額(千円) 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 税金等調整前第３四半期(当期)純利益 
又は純損失(△) 

 
200,717 △83,671 273,012 

  ２ 減価償却費  47,343 55,517 67,120 

  ３ 連結調整勘定償却額  17,062 ― 29,547 

  ４ のれん償却額  ― 38,556 ― 

５ 減損損失  ― 4,516 ― 

  ６ 引当金の減尐額(△)  △14,520 ― △55,306 

  ７ 貸倒引当金の減尐額(△)  ― △1,463 ― 

  ８ 賞与引当金の増加額  ― 32,951 ― 

  ９ 受注損失引当金の増加額  ― 25,705 ― 

  10 受取利息及び受取配当金  △11,540 △7,415 △20,730 

  11 支払利息  1,781 1,780 2,381 

  12 持分法による投資損失  755 ― 1,395 

  13 投資有価証券売却益  △11,718 △8,074 △13,652 

  14 投資有価証券売却損  986 50,000 1,109 

  15 固定資産除却損  ― 1,231 ― 

  16 新株発行費  16,208 ― 16,483 

  17 新株予約権発行費  12,129 ― 12,129 

  18 投資有価証券評価損  58,400 30,799 29,200 

  19 売上債権の増加額(△)又は減尐額  △51,273 355,026 △28,327 

  20 たな卸資産の増加額(△)又は減尐額  81,489 △357,299 42,161 

  21 前渡金の増加額(△)  ― △31,889 ― 

  22 仕入債務の増加額又は減尐額(△)  △7,064 4,943 489 

  23 未収消費税等の増加額(△)  ― △30,564 ― 

  24 未払消費税等の増加額又は減尐額(△)  ― △33,948 80,220 

  25 前受金の増加額又は減尐額(△)  △58,500 500,623 33,500 

  26 役員賞与の支払額  △45,000 ― △45,000 

  27 その他  77,657 △6,513 90,761 

     小計  314,914 540,810 516,494 

  28 利息及び配当金の受取額  11,538 7,381 20,717 

  29 利息の支払額  △1,781 △1,780 △2,381 

  30 法人税等の支払額  △194,001 △153,980 △194,690 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  130,670 392,431 340,140 

 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  ― ― △12,273 

  ２ 定期預金の払戻しによる収入  ― ― 12,270 

  ３ 有形固定資産の取得による支出  △41,143 △27,600 △46,305 

  ４ 有形固定資産の売却による収入  ― 1,700 ― 

  ５ 無形固定資産の取得による支出  △49,047 △28,901 △55,880 

  ６ 投資有価証券の取得による支出  △375,554 △253,917 △414,254 

  ７ 投資有価証券の売却による収入  263,475 292,312 381,427 
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 前第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) 

当第３四半期 

連結会計期間 

 
(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

要約連結 

ｷｬｯｼｭ・ﾌﾛｰ計算書 
(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

区分 

  
注記
番号 
 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

  ８ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 
取得による支出 

※2 △365,163 ― △377,163 

  ９ 関連会社株式の取得による支出  ― △2,000 ― 

  10 貸付による支出  △50,000 △16,000 △50,000 

  11 貸付金の回収による収入  50,000 8,000 50,000 

  12 その他  △8,926 736 △6,681 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △576,360 △25,670 △518,860 

 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 ― △21,486 

  ２ 株式の発行による収入  1,497,776 ― 1,497,502 

  ３ 尐数株主からの払込みによる収入  ― ― 12,000 

４ 自己株式の取得による支出  ― △212,463 ― 

  ５ 新株予約権の発行による支出  △10,629 ― △10,629 

  ６ 配当金の支払額  △99,586 △106,495 △99,700 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  1,366,074 △318,959 1,377,686 

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  920,384 47,801 1,198,966 

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,314,225 2,513,191 1,314,225 

 Ⅵ 現金及び現金同等物の 
第３四半期末(期末)残高 

※1 2,234,610 2,560,992 2,513,191 
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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 

 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31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 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 

同左 

連結子会社の名称 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 

同左 

連結子会社の名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社の数

及び名称 

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 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社の数 

及び名称 

該当事項はありません。 

 

なお、前連結会計年度において

持分法適用会社であった、株式会

社東京健康管理センターについ

ては、重要性の低下により当第３

四半期連結会計期間より持分法

適用の範囲から除外しておりま

す。 

(2)持分法非適用の関連会社の名称 

株式会社東京健康管理センター

ＨＭＲ株式会社 

（理由） 

第３四半期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の対

象から除いても第３四半期連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性が

ないために持分法の適用範囲か

ら除外しております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社の数

及び名称 

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。 

３ 連結子会社の四半期決算日等に

関する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関      

する事項 

全ての連結子会社の事業年

度の末日は、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。 

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 

    同左 

 

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 

同左 

 



 

 

 

 

16 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

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

20万円未満の尐額減価償却資

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      ６年 

   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。 

 (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 

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（評価差額は全部純資産直入

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 

商品 

総平均法による原価法を採

用しております。 

仕掛品 

 同左 

 

貯蔵品 

 同左 

 

(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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

その他有価証券 

   時価のあるもの 

    連結決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

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 

―――――― 

 

 

仕掛品 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

(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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 
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前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

同左 

 

 

 

③ 受注損失引当金 

同左 

 

 

 

 

④ 退職給付引当金 

一部の連結子会社では、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。 

(追加情報) 

当社は前払退職金制度を採

用しており、退職時点の自己都

合要支給額又は期末時点の自

己都合要支給額から前事業年

度末までの支給額を差し引い

た額を退職時又は期末に退職

手当として支給する制度であ

ります。 

当該前払退職金制度のもと、

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

められる額を未払退職給付費

用（流動負債の「その他」）と 

して計上しております。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 

 

 

 

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連

結会計年度の負担額を計上し

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、当連結会計年度末

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 

一部の連結子会社では、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。 
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前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

――――― 

 

 

(4) 重要なリース資産の処理方法 

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。 

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) 重要なリース資産の処理方法 

同左 

 

 

 

 

 

(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 ―――――― 

 

 

 

 

 

 

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、

治験の契約期間が１年超で、か

つ１治験実施施設あたりの契

約金額が5,000千円以上のＳＭ

Ｏ事業については原則として

進行基準を適用し、それ以外の

ＳＭＯ事業については完成基

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 

同左 

――――― 

 

 

(4) 重要なリース資産の処理方法 

同左 

 

 

 

 

 

(5) その他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 

同左 

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 

ついて僅尐なリスクしか負わな 

い短期的な投資であります。 

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 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

   同左 
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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の変更 

 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７月31日) 

―――――― （収益の計上基準の変更） 

当社のＳＭＯ事業収入の収益の計上

基準については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当第３四半

期連結会計期間より、１治験の契約期間

が１年超で、かつ１治験実施施設あたり

の契約金額が5,000千円以上のＳＭＯ事

業については原則として進行基準を適

用し、それ以外のＳＭＯ事業については

完成基準を適用することに変更してお

ります。この変更は治験にかかる獲得症

例数が契約症例数を下回り当初の契約

金額が減額となる、いわゆるカットオフ

と呼ばれる事象が近年増加傾向にあり、

特に契約期間が短くかつ契約金額が尐

額な案件については利益の見積りに大

きな影響を及ぼすことになり、進行基準

の適用が適さない場合が増加する傾向

にあることから、当第３四半期連結会計

期間より１治験の契約期間が１年超で、

かつ１治験実施施設あたりの契約金額

が5,000千円以上のＳＭＯ事業について

は原則として進行基準を適用し、それ以

外のＳＭＯ事業については完成基準を

適用することに変更したものでありま

す。 

この変更に伴い、従来の方法によった

場合に比べ、売上高が347,216千円及び

売上原価が230,493千円減尐し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前第３四半

期純利益がそれぞれ116,723千円減尐し

ております。 

（減価償却方法の変更） 

  平成19年度法人税改正に伴い、平成19 

年４月１日以降に取得した有形固定資

産については改正後の償却方法により

減価償却費を計上しております。 

なお、これによる当第３四半期連結会

計期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。 

―――――― 
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表示方法の変更 

 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

―――――― 

 

（四半期連結貸借対照表） 

前第３四半期連結会計期間において、「連結調整勘
定」として掲記されていたものは、当第３四半期連結会
計期間から｢のれん｣と表示しております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

１ 前第３四半期連結会計期間において、「連結調整勘
定償却額」として掲記されていたものは、当第３四半
期連結会計期間から｢のれん償却額｣と表示しており
ます。 

２ 前第３四半期連結会計期間において営業活動による
キャッシュ・フローの「引当金の減尐額」については、
金額的重要性が増したため、当第３四半期連結会計期
間より「貸倒引当金の減尐額」（前第３四半期連結会
計期間△1,131千円）「賞与引当金の増加額」（前第３
四半期連結会計期間20,203千円）「受注損失引当金の
増加額」（前第３四半期連結会計期間△43,469千円）
として区分掲記しております。 

  なお、「退職給付引当金の増加額」（前第３四半期
連結会計期間9,876千円、当第３四半期連結会計期間
1,016千円）については、当第３四半期連結会計期間
において営業活動によるキャッシュ・フローの「その
他」に含めて表示しております。 
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追加情報 

 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19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） 

 

 

（子会社の解散） 

当社は、平成 19年３月９日開催の取締役会において、 

連結子会社である株式会社ＳＯＧＯメディプラスが業績 

不振であることを理由として、同社への短期貸付金の元 

利金 18,234千円の債権放棄及び同社の解散を決議しまし

た。 

解散した子会社の概要 

① 商号：株式会社ＳＯＧＯメディプラス 

② 本店所在地：東京都新宿区四谷二丁目 13番 3号 

③ 代表者：代表取締役 桐畑 博史 

④ 設立年月日：平成 17年 11月１日 

⑤ 資本金：60,000千円 

⑥ 事業内容：治験コーディネーターの派遣業務及び 

医療従事者の人材紹介業務 

⑦ 主要株主：当社 80％ 

⑧ 解散の時期：解散日  平成 19年３月９日 

             清算結了 平成 19年６月予定 

⑨ 負債総額：26,507千円 

―――――― （自己株式の取得） 

 当社は、平成 19年３月９日開催の取締役会において、

会社法第 165条第３項の規定により読み替えて適用され

る同法 156条の規定に基づき、下記のとおり自己株式の

取得を決議しました。 

(1)自己株式の取得に関する取締役会の決議内容 

①取得の目的 

機動的な資本政策を遂行するため。 

②取得する株式の種類及び総数 

普通株式 2,000株 

③取得価額の総額 

200,000千円（上限） 

④取得の方法 

東京証券取引所の市場価格による取得 

⑤取得期間 

平成 19年３月 12日～平成 19年５月 11日 

 

 なお、当該自己株式の取得は、買付総額 70,585千円

にて 868株を買付け、平成 19年５月９日に終了しまし

た。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 
 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成18年４月30日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年７月31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1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 

           162,094千円 

 

 ２  同左 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

           145,944千円 

 

 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

に基づく当連結会計年度末の借入

未実行残高は次のとおりでありま

す。 

同左 

 

 

 （四半期連結損益計算書関係） 
 

前第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） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年８月１日 
 至 平成19年４月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年８月１日 
   至 平成18年７月31日） 

※１ 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 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 
  

 

※２    ―――――― 

 

 

※３    ―――――― 

※１ 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 125,098千円 

給料・賞与 276,734千円 

法定福利費 38,766千円 

賞与引当金繰入額 16,631千円 

退職給付費用 3,109千円 
  

 

※２ 固定資産除却損の内訳 

建物及び器具備品 1,231千円 

 

※３ 減損損失 

当社は、平成 19年３月９日開催の

取締役会において、連結子会社である

株式会社ＳＯＧＯメディプラスの解

散を決議しました。これに伴い当該会

社を単位とする資産グループにかか

る「のれん」の回収可能性はないもの

として、その帳簿残高を全額減損し、

減損損失（4,516千円）として特別損

失に計上しました。 

 当社及び当社子会社の、減損の対象

となる資産のグルーピングに関して

は、規模等を鑑み会社単位を基準とし

てグループ化しております。 

※１ 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 138,190千円 

給料・賞与 326,544千円 

賞与引当金繰入額 11,857千円 

退職給付費用 7,314千円 

貸倒引当金繰入額 195千円 
  

 

※２    ―――――― 

 

 

※３    ―――――― 
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

種類 前連結会計年度末 増加 減尐 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株） 107,740 ― ― 107,740 

 

２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

種類 前連結会計年度末 増加 減尐 当第３四半期連結会計期間末 

普通株式（株） ― 1,988 ― 1,988 

   （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,988株は、機動的な資本政策を遂行するために 
  平成18年９月15日及び平成19年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したもので 

あります。 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

区分 内訳 当第３四半期連結会計期間末 

提出会社 ストック・オプションとしての新株予約権 ― 

   （注）上表の新株予約権はすべて権利行使可能なものであります。 

 

４ 配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成18年10月26日 

定時株主総会 
普通株式 107,740 千円 1,000 円 平成18年7月31日 平成18年10月27日 

    

(２) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半

期連結会計期間末後となるもの 

      該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日）  
 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

種類 前事業年度末 増加 減尐 当連結会計年度末 

普通株式（株） 100,701 7,039 ― 107,740 

 
  （変動事由の概要）  

   増加数の内訳は、次のとおりであります。  
    第１回新株予約権の行使による増加  891株  
    第２回新株予約権の行使による増加 6,148株  
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 ２ 自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   該当事項はありません。 

 ３ 新株予約権等に関する事項 

区分 内訳 

新株予約権 

の目的となる 

株式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計 

年度末残高 

（千円） 前事業年度末 増加 減尐 
当連結 

会計年度末 

 提出会社 
第２回 

新株予約権 
 普通株式     ― 20,502 20,502     ―     ― 

   

（変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の発行 20,502株 

 （注）増加数につきましては、新株予約権300個を行使したことにより発行した株式の数 
     6,148株（平均行使価格243,841円）と、未行使の新株予約権700個を平均行使価格 
     243,841円で行使したと仮定した場合の株式発行数14,354株の合計数にしております。 

 

  減尐数の内訳は、次のとおりであります。 

   新株予約権の行使による減尐    6,148株 
   新株予約権の買入消却による減尐 14,354株 

 

 ４ 配当に関する事項 

   （１）配当金の支払 

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当り配当額 基準日 効力発生日 

平成17年10月27日 

定時株主総会 
普通株式 100,701 千円 1,000 円 平成17年7月31日 平成17年10月28日 

 
  （２）基準日が前連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度と 

なるもの 

     平成18年10月26日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
１株当たり 

配当額 
基準日 効力発生日 

平成 18年 10 月 26 日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  107,740 千円  1,000 円 平成 18年７月 31日 平成 18年 10 月 27 日 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

※１ 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 

 

             

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 

 

 

現金及び預金勘定 2,196,880千円 

※１ 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 

 

             

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△12,273千円 

 

取得日から償還日ま

での期間が３ヶ月 

以内の有価証券 

49,953千円 

 

現金及び現金同等物 2,560,992千円 
 

現金及び預金勘定 2,523,312千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

     

         

 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△12,273千円 

 

取得日から償還日ま

での期間が３ヶ月 

以内の有価証券 

―――――― 

 

現金及び現金同等物 2,513,191千円 
 

現金及び預金勘定 2,525,464千円 

※２ 株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

株式の取得により連結すること

となった主な子会社の連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式

取得価額と取得による収入との関

係は、次のとおりであります。 

 

 

会社名 

株式会社日本臨床薬理研究所 

(単位：千円) 

流動資産 790,552 

固定資産 152,680 

連結調整勘定 156,839 

流動負債 △222,015 

固定負債 △476,000 

尐数株主持分 △120,156 

株式の取得価額 281,900 

現金及び現金同等物 587,888 

取得による収入 305,988 
 

※２    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債

の主な内訳 

   株式の取得により連結すること

となった主な子会社の連結開始時

の資産及び負債の内訳並びに株式

取得価額と取得のための支出(純

額)との関係は、次のとおりであり

ます。 

 

会社名 

株式会社日本臨床薬理研究所 

(単位：千円) 

流動資産 790,552 

固定資産 152,680 

連結調整勘定 156,839 

流動負債 △222,015 

固定負債 △476,000 

尐数株主持分 △120,156 

株式の取得価額 281,900 

現金及び現金同等物 587,888 

取得による収入 305,988 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

26 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

会社名  

株式会社ＳＯＧＯメディプラス 

(単位：千円) 

流動資産 30,000 

尐数株主持分 △12,000 

株式の取得価額 18,000 

現金及び現金同等物 30,000 

取得による収入 12,000 

 

会社名 株式会社ベルテール 

(単位：千円) 

流動資産 502,763 

固定資産 5,033 

連結調整勘定 868,240 

流動負債 △522,720 

固定負債 △2,617 

株式の取得価額 850,700 

現金及び現金同等物 167,548 

取得による支出 △683,151 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会社名 株式会社ベルテール 

(単位：千円) 

流動資産 502,763 

固定資産 5,033 

連結調整勘定 868,240 

流動負債 △522,720 

固定負債 △2,617 

株式の取得価額 850,700 

現金及び現金同等物 167,548 

取得による支出 △683,151 
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  (リース取引関係) 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

至 平成18年７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

第３四半期末残高相当額 

(単位:千円) 

 

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  

具備品｣ 

37,254 26,792 10,462 

無  形 

固定資産 

｢ｿﾌﾄｳｪｱ｣ 

1,163  814   348 

合 計 38,418 27,606 10,811 

(注)取得価額相当額は、未経過リース料

第３四半期末残高が有形固定資産

の第３四半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。 

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 

(単位:千円) 

 

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 

｢器 具 

備 品｣ 

14,370 10,234 4,135 

無  形 

固定資産 

｢ｿﾌﾄｳｪｱ｣ 

1,163 1,046  116 

合 計 15,533 11,281 4,251 

同左 

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

期末残高相当額 

(単位:千円) 

 

 

 

 

取 得 

価 額 

相当額 

減価償却 

累 計 額 

相 当 額 

期 末 

残 高 

相当額 

有  形 

固定資産 

｢その他｣ 

19,968 13,584 6,384 

無  形 

固定資産 

｢その他｣ 

1,163   872   290 

合 計 21,131 14,456 6,674 

(注)取得価額相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残

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３四半期残高相

当額は、未経過リース料第３四半期

末残高が有形固定資産の第３四半

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 未経過リース料第３四半期

末残高相当額 

１年内 2,176千円 

１年超 2,179千円 

合 計 4,355千円 

同左  

２ 未経過リース料期末残高 

相当額 

１年内 3,199千円 

１年超 3,578千円 

合 計 6,778千円 

(注)未経過リース料期末残高相当額は、

未経過リース料期末残高が有形固

定資産の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 5,762千円 

減価償却費相当額 5,762千円 
 

３ 支払リース料及び減価償却

費相当額 

支払リース料 2,423千円 

減価償却費相当額 2,423千円 
 

３ 支払リース料及び減価償却

費相当額 

支払リース料 7,604千円 

減価償却費相当額 7,604千円 
 

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。 

４ 減価償却費相当額の算定方 

法 

同左 

４ 減価償却費相当額の算定方 

法 

同左 
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(有価証券関係) 

 前第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                   (単位：千円) 

種類 
四半期連結貸借対照表

計上額 
時価 差額 

国債 99,999 99,999 ― 

    

２ その他有価証券で時価のあるもの                    (単位：千円) 

種類 取得原価 
四半期連結貸借対照

表計上額 
差額 

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                   (単位：千円) 

内容 四半期連結貸借対照表計上額 

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。 

 

 当第３四半期連結会計期間末（平成19年４月30日） 

   １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの                   (単位：千円) 

種類 
四半期連結貸借対照表 

計上額 
時価 差額 

政府短期証券 49,953 49,953 ― 

    

２ その他有価証券で時価のあるもの                    (単位：千円) 

種類 取得原価 
四半期連結貸借対照

表計上額 
差額 

株式 

債券 

その他 

  投資信託 

20,321 

11,057 

 

182,173 

18,080 

12,492 

 

176,652 

△2,240 

1,435 

 

△5,520 

合計 213,551 207,226 △6,325 

 

   ３ 時価評価されていない主な有価証券                   (単位：千円) 

内容 四半期連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 0 

関係会社株式 7,000 
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(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 
30,799千円減損処理を行っております。 

 

 前連結会計年度末（平成18年７月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの                    (単位：千円) 

種類 取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 
   

株式 

債券 

その他 

  投資信託 

― 

11,057 

 

50,346 

― 

11,401 

 

51,646 

― 

344 

 

1,300 

小計 61,403 63,048 1,644 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

   

株式 

債券 

その他 

  投資信託 

11,197 

― 

 

100,338 

9,256 

― 

 

93,017 

△1,940 

― 

 

△7,320 

小計 111,535 102,274 △9,261 

合計 172,939 165,322 △7,616 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券              (単位：千円) 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

237,180 13,652 1,109 

 

   ３ 時価評価されていない主な有価証券                   (単位：千円) 

内容 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 130,800 

   (注) 当連結会計年度末において、その他の有価証券で時価のない株式について29,200千円減損 

処理を行っております。 

 

   ４ その他の有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定        (単位：千円) 

種類 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10年以内 10年超 

債券     

外国債券 ― ― 11,466 ― 

  （注）外貨建の有価証券については、連結決算日の直物為替相場により円換算しております。 

 

(デリバティブ取引関係) 

 前第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。 
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当第３四半期連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19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。 

 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７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) 

 前第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 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。 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

  １ 事業の種類別セグメント情報                     (単位：百万円) 

 ＳＭＯ事業 その他事業 計 消去又は全社 合計 

 売上高      

 (1)外部顧客に対する売上高 1,845 94 1,940 ― 1,940 

 (2)セグメント間の内部売上 

   高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 1,845 94 1,940 ― 1,940 

 営業費用 1,500 119 1,620 337 1,957 

 営業利益又は営業損失(△) 345 △25 319 △337 △17 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の事業内容 

     (1) ＳＭＯ事業 

        治験コーディネーター業務、治験審査委員会事務局業務、治験事務局業務および臨床試験に  

関する一切の業務。 

     (2) その他の事業 

        健康食品(特定保健用食品を含む。)の開発支援業務および健康食品の販売業務。 

   ３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（337百万円)の主なものは、 

親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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 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。 

 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７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） 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31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 

 

 １株当たり純資産額 

         32,802円68銭 

 

 １株当たり第３四半期純損失 

            789円90銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり第３四半

期純利益 

       ――――― 

  なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益金額については、

潜在株式が存在するものの第３四半

期純損失が計上されているため記載

しておりません。 

 １株当たり純資産額 

         35,923円36銭 

 

 １株当たり当期純利益 

          1,554円78銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

          1,542円39銭 
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 (注) １株当たり第３四半期（当期）純利益又は純損失（△）及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益

又は純損失(△)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 

連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

当第３四半期 

連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

１株当たり第３四半期(当期)純利益又は 

純損失(△) 
   

(1)第３四半期(当期)純利益又は 

純損失(△)(千円) 
113,105 △84,271 162,540 

(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)普通株式に係る第３四半期(当期)純利益 

又は純損失(△)(千円) 
113,105 △84,271 162,540 

(4)普通株式の期中平均株式数(株) 103,465  106,686 104,543 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)

純利益又は純損失(△) 
   

(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)  1,122 ―  840 

(うち新株予約権)(株) (1,122) (―) (840) 

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 

平成 13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13年
改正旧商法第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 

（平成18年４月末現在） 
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 
（平成18年４月末現在） 

平成 13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13年
改正旧商法第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 
938個 

（平成19年４月末現在） 
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 
普通株式 938株 
（平成19年４月末現在） 

平成 13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13年
改正旧商法第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 
951個 

（平成18年７月末現在） 
新株予約権の目的となる
株式の種類及び数 
普通株式 951株 
（平成18年７月末現在） 
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（重要な後発事象） 

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 株式取得による子会社化 
  当社は、平成 19年５月 17日開催 

の取締役会において、ハイクリップ 

ス株式会社の株式取得に関する同社 

の主要な株主との基本合意書の締結 

を決議し、同年５月 24日をもって同 

社を連結子会社としました。 

(1) 子会社化の目的 

 ハイクリップス株式会社が有す 

る西日本の提携官公立病院及び新 

潟・山形地区などの事業拠点を新 

たに確保することにより、当社事 

業との相乗効果が期待されます。 

(2) 株式取得の相手会社の名称 

Japan Healthcare Buyout Fund  

１号 
ジャフコ・ジー九（エー）号投 

資事業有限責任組合 

ジャフコ・ジー九（ビー）号投 

資事業有限責任組合 

株式会社メディビック・アライ 

アンス 

(3) 子会社化する会社の概要 

① 商号：ハイクリップス株式 

     会社 

② 本店所在地： 

   東京都中央区新川１－11

－11 

③ 代表者：杉浦 則男 

④ 設立年月日： 

   平成 14年３月１日 

⑤ 資本金：376百万円 

(4) 株式取得の時期 

  平成 19年 5月 24日 

(5) 取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持株比率 

① 取得する株式の数： 

         7,770株 

② 取得価額：227,870千円 

③ 取得後の持株比率： 

          62.6％ 

(6) 支払資金の調達 

手元資金の一括支払によってお 

   ります。 

 

 

 

―――――― 
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前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 持株会社体制への移行の詳細決議 

 当社は、平成 19年３月９日開催の取締 

役会において、競争力及び効率性をより高 

め企業価値の最大化を図るために、当社の 

「ＳＭＯ事業」及び健康食品の開発支援業 

務及び販売業務等の「エビデンス事業」を、 

会社分割の方式で分社化することにより、 

平成 19年８月１日を目処に持株会社体制 

へ移行する旨の基本方針を決議しました 

が、同年５月 17日開催の取締役会におい 

てその詳細を決議しました。 

その概要は以下のとおりです。 

(1)会社分割の日程 

 平成 19年５月 17日 

  分割計画承認取締役会、分割計画書 

作成 

平成 19年６月 14日 

分割契約承認臨時株主総会 

平成 19年８月１日 

分割登記、効力発生日 

(2)新設分割新設会社の概要 

  平成 19年８月１日(予定) 

   新設分割新設会社数 ２社 

 ①新設会社 

  商号：株式会社綜合臨床薬理研究所 

  事業内容：ＳＭＯ事業 

  本店所在地：東京都八王子市横山町 

        25番６号 

  代表者の役職・氏名： 

   代表取締役社長 川窪 晃己 

  資本金：250,000千円 

  発行済株式数：5,000株 

  純資産：500,000千円(※) 

  総資産：1,391,162千円(※) 

決算期：７月 31日 

大株主及び比率： 

 株式会社綜合臨床ホールディングス 

 100％ 

 ②新設会社 

  商号：株式会社エビデンスセンター 

  事業内容：エビデンス事業 

  本店所在地：東京都渋谷区代々木 

        四丁目 29番４号 

  代表者の役職・氏名： 

   代表取締役社長 柿木 博之 

  資本金：50,000千円 

―――――― 
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前第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) 

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成 18年８月１日 

   至 平成 19年４月 30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 

  至 平成18年７月31日) 

―――――― 

 

 

  発行済株式数：1,000株 

  純資産：100,000千円(※) 

  総資産：151,417千円(※) 

決算期：７月 31日 

大株主及び比率： 

  株式会社綜合臨床ホールディングス 

  100％ 

 (※)純資産及び総資産につきまし 

ては、平成 19年１月 31日現 

在の見込み値を算出しておりま

す。 

(3)会社分割後の上場会社の状況(予定) 

 平成 19年８月１日(予定) 

 商号：株式会社綜合臨床ホールディン

グス 

  事業内容：持株会社としてのグループ 

経営戦略の策定、グループ 

会社の経営支配、管理 

  本店所在地：東京都渋谷区代々木 

        四丁目 29番４号 

  代表者の役職・氏名  

代表取締役社長 庄司 孝 

取締役・監査役の氏名 

 取締役会長  西野 晴夫 

 取締役副会長 佐々木 幸弘 

 取締役社長  庄司 孝 

取締役    川窪 晃己 

取締役    川出 勝朗 

監査役    杉本 澄子 

監査役    中山 かつお 

監査役    石田 勝久 

監査役    沖倉 強 

  ※ 取締役 倉田忠正及び桐畑博史は 

７月 31日をもって退任予定でありま 

す。 

   資本金：1,364,517千円 

   決算期：７月 31日 

―――――― 

 

（2）その他 

  該当事項はありません。 
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平成 19 年 7 月期  第 3 四半期財務・業績の概況（個別） 

    平成 19年６月 14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 桐畑 博史 
 
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 ： 有 

   なお、会計処理の方法の変更の内容については、添付資料である四半期財務諸表の「四半期財務諸表
作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載しております。 

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 19年 7月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 18年８月１日～平成 19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   ％ 

19 年７月期第３四半期 1,241 △26.5 △233    ― △203    ― △211    ― 

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

(参考)18年７月期 2,200     257      299     160     

 

 
１株当たり四半期 

(当期)純利益 
 円    銭 

19 年７月期第３四半期 △1,982  17  

18 年７月期第３四半期 1,058  71  

(参考)18年７月期 1,532  08  

(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 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 

19 年７月期第 3 四半期 4,330   3,337   77.1  31,564  23  

18 年７月期第 3 四半期 4,509   3,826   84.8  35,512  04  

(参考)18年７月期 4,581   3,868   84.4  35,901  33  

 
３．平成 19年７月期の業績予想（平成 18年８月１日～平成 19年７月 31日）（百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 1,841   △170   △179   

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）1,681円 83銭 

（注）１株当たり予想当期純損失については、平成 19年６月 14日現在までに行われた自己株式の取得等による株式数の

増減及び新株予約権の行使による株式数の増加を考慮して算出しております。 

 

※ 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及び将来の業績に影響を与える不確定要因に関しての 

仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因により上記の予想と異なる可能性があります。 

http://www.sogo-rinsho.jp/
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４．配当状況 

・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

平成 18年 7月期 ―― ―― ―― 1,000.00 ―― 1,000.00 

平成 19年 7月期（実績） ―― ―― ―― ―― ―― 

1,000.00 
平成 19年 7月期（予想） ―― ―― ―― 1,000.00 ―― 

(注)配当支払開始日 未定 
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５．四半期財務諸表等 

 (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18年４月30日) 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18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  1,559,701   1,448,032   1,721,770   

 ２ 売掛金  834,094   481,592   852,633   

 ３ たな卸資産  27,467   286,158   65,795   

 ４ その他 ※2 320,486   506,636   245,659   

   貸倒引当金  △10,050   △8,910   △10,559   

   流動資産合計   2,731,699 60.6  2,713,510 62.7  2,875,300 62.8 

Ⅱ 固定資産           

 １ 有形固定資産 ※1 44,731   51,161   44,413   

 ２ 無形固定資産  91,794   101,482   93,792   

 ３ 投資その他の資産           

  (1) 投資有価証券  381,303   207,226   296,122   

  (2) 関係会社株式  1,155,600   1,147,184   1,185,600   

  (3) その他  110,202   116,321   92,617   

    貸倒引当金  △6,000   △6,000   △6,000   

   投資その他の資産合計  1,641,105   1,464,732   1,568,340   

   固定資産合計   1,777,632 39.4  1,617,376 37.3  1,706,546 37.2 

   資産合計   4,509,331 100.0  4,330,887 100.0  4,581,847 100.0 
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  前第３四半期会計期間末 

（平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18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  10,585   18,446   18,372   

 ２ 前受金  322,055   657,657    386,979   

 ３ 賞与引当金  46,876   53,919   36,288   

 ４ 受注損失引当金  9,111   38,646   6,144   

 ５ その他 ※2 264,579   222,290   266,053   

   流動負債合計    653,209 14.5  990,960 22.9  713,838 15.6 

Ⅱ 固定負債           

 １ 退職給付引当金  30,055   ―   ―   

 ２ 長期未払金  ―   1,945   ―   

   固定負債合計   30,055 0.7  1,945 0.0  ― ― 

   負債合計   683,264 15.2  992,905 22.9  713,838 15.6 

(資本の部)    
 

  
 

  
 

Ⅰ 資本金   1,364,517 30.2  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金           

 １ 資本準備金  1,640,117   ―   ―   

   資本剰余金合計   1,640,117 36.4  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金           

 １ 利益準備金  5,900   ―   ―   

２ 第３四半期未処分 
利益 

 811,363   ―   ―   

   利益剰余金合計   817,263 18.1  ― ―  ― ― 

Ⅳ その他有価証券評価 
差額金 

  4,168 0.1  ― ―  ― ― 

   資本合計   3,826,067 84.8  ― ―  ― ― 

   負債・資本合計   4,509,331 100.0  ― ―  ― ― 
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  前第３四半期会計期間末 

（平成18年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 

(平成19年４月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18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 
(％) 

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

 １ 資本金   ― ―  1,364,517 31.5  1,364,517 29.8 

 ２ 資本剰余金           

  (1) 資本準備金  ―   1,640,117   1,640,117   

資本剰余金合計   ― ―  1,640,117 37.9  1,640,117 35.8 

 ３ 利益剰余金           

  (1) 利益準備金  ―   5,900   5,900   

  (2) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   542,779   861,990   

     利益剰余金合計   ― ―  548,679 12.7  867,890 18.9 

 ４ 自己株式   ― ―  △211,582 △4.9  ― ― 

      株主資本合計   ― ―  3,341,732 77.2  3,872,525 84.5 

Ⅱ 評価・換算差額等    
 

  
 

  
 

 １ その他有価証券評価
差額金 

  ― ―  △3,750   △4,516  

評価・換算差額等合計   ― ―  △3,750 △0.1  △4,516 △0.1 

   純資産合計   ― ―  3,337,981 77.1  3,868,009 84.4 

   負債・純資産合計   ― ―  4,330,887 100.0  4,581,847 100.0 
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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17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18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   1,689,939 100.0  1,241,626 100.0  2,200,191 100.0 

Ⅱ 売上原価   973,615 57.6  963,608 77.6  1,313,896 59.7 

売上総利益   716,323 42.4  278,018 22.4  886,295 40.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   455,088 26.9  511,192 41.2  628,671 28.6 

営業利益又は 
営業損失(△) 

  261,234 15.5  △233,174 △18.8  257,623 11.7 

Ⅳ 営業外収益 ※1  30,808 1.8  31,117 2.5  73,544 3.3 

Ⅴ 営業外費用 ※2  31,333 1.9  1,042 0.0  31,456 1.4 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  260,709 15.4  △203,099 △16.3  299,712 13.6 

Ⅵ 特別利益 ※3  ― ―  2,000 0.1  ― ― 

Ⅶ 特別損失 ※4  58,400 3.4  133,647 10.7  29,200 1.3 

税引前第３四半期 
(当期)純利益 
又は純損失(△) 

  202,309 12.0  △334,746 △26.9  270,512 12.3 

法人税、住民税 
及び事業税 

 115,000   10,021   110,000   

法人税等調整額  △22,231 92,769 5.5 △133,297 △123,275 △9.9 345 110,345 5.0 

第３四半期 
(当期)純利益 
又は純損失(△)  

  109,540 6.5  △211,471 △17.0  160,167 7.3 

前期繰越利益   701,822   ―   ―  

第３四半期 
未処分利益 

  811,363   ―   ―  
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間(自 平成 18 年８月１日 至 平成 19 年４月 30 日) 

(単位：千円) 

 

株主資本 
評価・換算 

差 額 等 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 資本準備金 
利 益 

準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成 18 年 7 月 31 日残高 1,364,517 1,640,117 5,900 861,990 ― 3,872,525 △4,516 

当第３四半期会計期間中の変動額  
 

     

 剰余金の配当    △107,740  △107,740  

 第３四半期純損失    △211,471  △211,471  

自己株式の取得     △211,582 △211,582  

株主資本以外の項目の当第３四

半期会計期間中の変動額（純額） 
 

 
    765 

当第３四半期会計期間中の変動額 
合計 

― ― ― △319,211 △211,582 △530,793 765 

平成 19 年４月 30 日残高 1,364,517 1,640,117 5,900 542,779 △211,582 3,341,732 △3,750 

 

前事業年度(自 平成 17 年 8 月１日 至 平成 18 年 7 月 31 日) 

(単位：千円) 

 株主資本 
評価・換算 

差 額 等 

 資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

株主資本合計 
その他有価証券 

評価差額金 資本準備金 
利 益 

準備金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成 17 年 7 月 31 日残高 599,350 889,800 5,900 847,523 2,342,573 5,105 

事業年度中の変動額       

 新株の発行 765,167 750,317   1,515,485  

 剰余金の配当    △100,701 △100,701  

 役員賞与の支給    △45,000 △45,000  

 当期純利益    160,167 160,167  

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
     △9,621 

事業年度中の変動額合計 765,167 750,317 ― 14,466 1,529,951 △9,621 

平成 18 年 7 月 31 日残高 1,364,517 1,640,117 5,900 861,990 3,872,525 △4,516 
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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17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18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 

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――― 

 

 

②仕掛品 

   個別法による原価法を採用して

おります。 

  ③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 

   同左 

 

 ③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

額は全部純資産直入法により処

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商品 

   総平均法による原価法を採用し

ております。 

②仕掛品 

   同左 

 

 ③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子会社株式及び関連会社株式 

   同左 

 

 ③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（評価差額は全部純資産

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――― 

 

 

②仕掛品 

    同左 

 

  ③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      ６年 

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。 

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 

 

 

 

 

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 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

(3) 長期前払費用 

  均等償却によっております。 

(3) 長期前払費用 

   同左 

(3) 長期前払費用 

同左 

３ 繰延資産の処理方法 

(1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

(2) 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 

(1) 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し

ております。 

(2) 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。 

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) 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 

  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 

   同左 

 

 

 

(追加情報) 

  当社は前払退職金制度を採用して

おり、退職時点の自己都合要支給額

又は期末時点の自己都合要支給額か

ら前事業年度末までの支給額を差し

引いた額を退職時又は期末に退職手

当として支給する制度であります。 

当該前払退職金制度のもと、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

る額を未払退職給付費用（流動負債

の「その他」）として計上しておりま

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 

  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) 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、当事業年度末における受注

契約に係る損失見込額を計上してお

ります。 

(追加情報)  

  当社は、当該事業年度より退職金

規程を改訂し、従来の退職一時金制

度を廃止し、前払退職金制度を導入

いたしました。当該前払退職金制度

は退職時点の自己都合要支給額又は

期末時点の自己都合要支給額から前

事業年度末までの支給額を差し引い

た額を退職時又は期末に退職手当と

して支給する制度であります。なお、

退職給付引当金は従来より期末自己

都合要支給額を計上しておりました

が、当該退職給付制度の変更に伴い、

当事業年度における期末自己都合要

支給額32,464千円を全額従業員に支

給しているため、当事業年度末にお

ける退職給付引当金残高はありませ

ん。 

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。 

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、１治

験の契約期間が１年超で、かつ１治

験実施施設あたりの契約金額が

5,000千円以上のＳＭＯ事業につい

ては原則として進行基準を適用し、 

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。 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― それ以外のＳＭＯ事業については完

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。 

―――――― 

６ 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。 

６ リース取引の処理方法 

 同左 

６ リース取引の処理方法 

 同左 

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 

 

 

 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― (収益の計上基準の変更) 

ＳＭＯ事業収入の収益の計上基準

については、従来、原則として進行

基準によっておりましたが、当第３

四半期会計期間より、１治験の契約

期間が１年超で、かつ１治験実施施

設あたりの契約金額が5,000千円以

上のＳＭＯ事業については原則とし

て進行基準を適用し、それ以外のＳ

ＭＯ事業については完成基準を適用

することに変更しております。この

変更は治験にかかる獲得症例数が契

約症例数を下回り当初の契約金額が

減額となる、いわゆるカットオフと

呼ばれる事象が近年増加傾向にあ

り、特に契約期間が短くかつ契約金

額が少額な案件については利益の見

積りに大きな影響を及ぼすことにな

り、進行基準の適用が適さない場合

が増加する傾向にあることから、当

第３四半期会計期間より１治験の契

約期間が１年超で、かつ１治験実施

施設あたりの契約金額が5,000千円

以上のＳＭＯ事業については原則と

して進行基準を適用し、それ以外の

ＳＭＯ事業については完成基準を適

用することに変更したものでありま

す。 

―――――― 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上高が349,396千円

及び売上原価が230,493千円減少し、

営業損失、経常損失及び税引前第３四

半期純損失がそれぞれ118,902千円増

加しております。 

―――――― 

―――――― (減価償却方法の変更) 

 平成19年度法人税法改正に伴い、平

成19年４月１日以降に取得した有形

固定資産については改正後の償却方

法により減価償却費を計上しており

ます。 

 なお、これによる当第３四半期会計

期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。 

―――――― 

（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。 

―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「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。 

―――――― ―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等） 

当事業年度から「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企

業会計基準第５号）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指

針第８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。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は 3,868,009 千円でありま

す。 

財務諸表等規則の改正に伴う貸借対 

照表の表示に関する変更は以下のとお 

りであります。 

１ 前事業年度における「資本の部」は、

当事業年度から「純資産の部」とな

り、「純資産の部」は「株主資本」及

び「評価・換算差額等」に分類して

表示しております。 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

―――――― ―――――― ２ 前事業年度において独立掲記して

おりました「資本金」、「資本剰余金」

及び「利益剰余金」は当事業年度にお

いては「株主資本」の内訳科目として

表示しております。 

３ 前事業年度において「利益剰余金」

の内訳科目として表示しておりまし

た「当期未処分利益」は、当事業年度

から「その他利益剰余金」の内訳科目

である「繰越利益剰余金」として表示

しております。 

４ 前事業年度において「利益剰余金」

の次に表示しておりました「その他有

価証券評価差額金」は、当事業年度か

ら「評価・換算差額等」の内訳科目と

して表示しております。 

―――――― ―――――― （ストック･オプション等に関する会計

基準） 

  当事業年度から「ストック･オプシ

ョン等に関する会計基準」（企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準第８号）及び「ストック･

オプション等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 平成

17年12月27日 企業会計基準適用指

針第11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 

 

前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19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

の概要（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。 

（子会社の解散） 

当社は、平成 19年３月９日開催の取締役会において、連 

結子会社である株式会社ＳＯＧＯメディプラスが業績不振 

であることを理由として、同社への短期貸付金の元利金

18,234千円の債権放棄及び同社の解散を決議しました。 

なお当第３四半期会計期間末において、同社は清算中で 

あり、同元利金については貸倒引当金を控除した残額を貸 

倒損失として計上し、また同社株式については子会社株式 

評価損として 40,415千円を計上しております。 

解散した子会社の概要 

① 商号：株式会社ＳＯＧＯメディプラス 

② 本店所在地：東京都新宿区四谷二丁目 13番 3号 

③ 代表者：代表取締役 桐畑 博史 

④ 設立年月日：平成 17年 11月１日 

⑤ 資本金：60,000千円 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

―――――― ⑥ 事業内容：治験コーディネーターの派遣業務および医

療従事者の人材紹介業務 

⑦ 主要株主：当社 80％ 

⑧ 解散の時期： 

   解散日  平成 19年３月９日 

   清算結了 平成 19年６月予定 

⑨ 負債総額：26,507千円 

―――――― （自己株式の取得） 

 自己株式の取得に関しましては、四半期連結財務諸表等の

「追加情報」に記載しております。 

 

 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18年４月30日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成19年４月30日） 

前事業年度末 
（平成18年７月31日） 

※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 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 

            89,623千円 

 

※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   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

            80,025千円 

 

※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 

 

（四半期損益計算書関係） 

 

前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

※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 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

   受取利息      1,640千円 

   有価証券利息     513千円 

   受取配当金     4,904千円 

   投資有価証券売却益 8,074千円 

   業務委託費返戻金  3,428千円 

事務代行手数料   2,187千円 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

   受取利息       264千円 

   有価証券利息     486千円 

   受取配当金    20,067千円 

   投資有価証券売却益13,652千円 

   業務委託費返戻金  4,571千円 

   コンサルティング報酬 30,000千円 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

 

 

※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    ―――――― 

 

 

 

※４ 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 

 

 

 

 

５ 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 

   人材紹介料     7,142千円 

   治験資材購入補填金 2,696千円 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

   自己株式関連手数料  881千円 

 

 

 

※３ 特別利益のうち重要なもの 

   オフィス移転費用補填金 

2,000千円 

 

※４ 特別損失のうち重要なもの 

   投資有価証券評価損30,799千円 

投資有価証券売却損50,000千円 

子会社株式評価損  40,415千円 

貸倒損失       7,928千円 

 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   12,746千円 

   無形固定資産   20,159千円 

 

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

   投資有価証券売却損 1,109千円 

   新株発行費     13,368千円 

   新株予約権発行費 12,129千円 

 

※３    ―――――― 

 

 

 

※４ 特別損失のうち重要なもの 

   投資有価証券評価損29,200千円 

 

 

 

 

５ 減価償却実施額 

   有形固定資産   17,396千円 

   無形固定資産   18,996千円 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数(株) 

当第3四半期会計期間 

増加株式数(株) 

当第3四半期会計期間 

減少株式数(株) 

当第3四半期会計期間末 

株式数(株) 

普通株式（注） ― 1,988 ― 1,988 

合計 ― 1,988 ― 1,988 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 1,988 株は、機動的な資本政策を遂行するために、平成 18 年９月 15 日及び平

成 19 年３月９日開催の取締役会決議に基づき取得したものであります。 

 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

  自己株式は保有しておりません。 

 

(リース取引関係) 

前第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） 

    該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成18年８月１日 至 平成19年４月30日） 

内容の重要性が乏しく、契約１件あたりの金額が少額なため、中間財務諸表等規則第５条の３(財務諸表等

規則第８条の６第６項を準用)の規定に準じて、記載を省略しております。 

 

前事業年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

   該当事項はありません。 
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（有価証券関係） 

 

  前第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。 

 

  当第３四半期会計期間末（平成19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。 

 

  前事業年度末（平成18年７月31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。 

 

 

 （１株当たり情報） 

 

前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

 

 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 

        31,564円23銭 

 

 １株当たり第３四半期純損失 

         1,982円17銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり第３四半 

期純損失 

――――― 

 金額については、潜在株式は存在す

るものの、１株当たり第３四半期純損

失であるため記載しておりません。 

 

 １株当たり純資産額 

         35,901円33銭 

 

 １株当たり当期純利益 

          1,532円08銭 

 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利 

 益 

          1,519円87銭 
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(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益又は純損失(△)並びに潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益又は 

純損失(△)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17年８月１日 

 至 平成18年４月30日) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

１株当たり第３四半期(当期)純利益又は 

純損失(△) 
   

 (1) 第３四半期(当期)純利益又は 

純損失(△)(千円) 
109,540 △211,471 160,167 

 (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)普通株式に係る第３四半期(当期)純利益

又は純損失(△)(千円) 
109,540 △211,471 160,167 

 (4)普通株式の期中平均株式数(株) 103,465 106,686 104,543 

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) 1,122 ― 840 

  (うち新株予約権)(株) (1,122) (―) (840) 

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 

平成13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13
年改正旧商法第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 
（平成18年4月末現在） 
新株予約権の目的とな
る株式の種類と数 
 普通株式 992株 
（平成18年4月末現在） 

平成13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13
年改正旧商法第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 
 938個 
（平成19年4月末現在） 
新株予約権の目的とな
る株式の種類と数 
 普通株式 938株 
（平成19年4月末現在） 

平成13年改正旧商法第
280条ノ20及び平成13
年改正旧商法第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 
 951個 
（平成18年7月末現在） 
新株予約権の目的とな
る株式の種類と数 
 普通株式 951株 
（平成18年7月末現在） 

 

（重要な後発事象） 

 

前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

――――― １ 株式取得による子会社化 

  当社は、平成 19年５月 17日開催 

の取締役会において、ハイクリップ 

ス株式会社の株式取得に関する同社 

の主要な株主との基本合意書の締結 

を決議し、同年５月 24日をもって同 

社を連結子会社としました。 

(1) 子会社化の目的 

 ハイクリップス株式会社が有す 

る西日本の提携官公立病院及び新 

潟・山形地区などの事業拠点を新 

たに確保することにより、当社事 

業との相乗効果が期待されます。 

１ 自己株式の取得 

自己株式の取得に関しましては、

連結財務諸表等の「重要な後発事

象」に記載しております。 
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前第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) 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年４月30日) 

前事業年度 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年７月31日) 

 (2) 株式取得の相手会社の名称 

Japan Healthcare Buyout Fund  

１号 

ジャフコ・ジー九（エー）号投 

資事業有限責任組合 

ジャフコ・ジー九（ビー）号投 

資事業有限責任組合 

株式会社メディビック・アライ 

アンス 

(3) 子会社化する会社の概要 

① 商号：ハイクリップス株式 

     会社 

② 本店所在地： 

   東京都中央区新川１－

11－11 

③ 代表者：杉浦 則男 

④ 設立年月日： 

   平成 14年３月１日 

⑤ 資本金：376百万円 

(4) 株式取得の時期 

  平成 19年 5月 24日 

(5) 取得する株式の数、取得価額及

び取得後の持株比率 

① 取得する株式の数： 

         7,770株 

② 取得価額：227,870千円 

③ 取得後の持株比率： 

          62.6％ 

(6) 支払資金の調達 

手元資金の一括支払によって

おります。 

２ 持株会社体制への移行 

 持株会社体制への移行に伴う分割 

計画書の決議に関しましては、第３ 

四半期連結財務諸表等の「重要な後 

発事象」に記載しております。 

 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 

 


