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１．平成19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 1,339 37.4 213 13.8 214 13.3 111 2.1

18年10月中間期 974 28.6 187 12.3 189 13.1 109 15.4

19年４月期 2,274 － 387 － 390 － 222 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年10月中間期 2,870 44 2,669 50

18年10月中間期 2,955 34 2,590 04

19年４月期 5,907 54 5,275 00

（参考）持分法投資損益 19年10月中間期 - 百万円 18年10月中間期 - 百万円 19年４月期 - 百万円

(2）連結財政状態

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10月中間期 2,947 2,354 78.8 59,439 57

18年10月中間期 2,494 2,112 83.4 55,900 14

19年４月期 2,692 2,233 81.7 56,765 31

（参考）自己資本 19年10月中間期 2,320百万円 18年10月中間期 2,082百万円 19年４月期 2,200百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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10月中間期 △84 △18 8 1,207

18年10月中間期 △255 △45 20 1,332

19年４月期 △264 △72 26 1,302

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年４月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00

20年４月期 0 00 0 00 － －

20年４月期（予想） － － 0 00 1,250 00 1,250 00

３．平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 3,050 34.1 598 54.1 600 53.5 345 55.1 8,760 79
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間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されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年10月中間期 39,033 株 18年10月中間期 37,245 株 19年４月期 38,760 株

②　期末自己株式数 19年10月中間期 - 株 18年10月中間期 - 株 19年４月期 - 株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 1,247 30.5 197 8.8 204 10.7 106 1.2

18年10月中間期 955 27.3 181 12.5 184 8.2 105 8.6

19年４月期 2,185 － 359 － 367 － 209 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年10月中間期 2,745 91

18年10月中間期 2,852 28

19年４月期 5,556 86

(2）個別財政状態

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10月中間期 2,851 2,292 80.4 58,723 76

18年10月中間期 2,412 2,068 85.7 55,532 18

19年４月期 2,594 2,177 83.9 56,169 55

（参考）自己資本 19年10月中間期 2,292百万円 18年10月中間期 2,068百万円 19年４月期 2,177百万円

２．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日～平成20年４月30日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,800 28.1 550 52.9 560 52.5 320 52.9 8,125 95

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際

の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1) 経営成績に関する分析

①　当連結会計年度の概況

　当中間連結会計期間における我が国経済は、米国の景気減速及びサブプライム問題、原油価格上昇、為替変動等の

不安要素を抱えているものの、期を通しては引き続き景気指標の改善傾向が顕著化してきており、経済は回復傾向で

推移いたしました。

　また医薬品業界においては、ＥＢＭ（Evidence-Based　Medicine；科学的根拠に基づく医療)の重要性に関する認

識の高まりとともに、国内でのエビデンス構築を目的に、学会や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究や

疫学研究が引き続き盛んに実施されております。

　このような経営環境において、当社は積極的な受注活動を推進するとともに、自社開発のＥＤＣ基幹ソフトである

「CapTool」の機能追加や、業容拡大に備えた人員増強の実施などによる競争力の強化に努めてまいりました。また、

国内外企業との業務提携を推進するなど、提供するサービスの幅と質の向上に注力いたしました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,339百万円（前中間連結会計期間比37.4％増）と順調に推移し、営

業利益は213百万円（同13.8％増）、経常利益は214百万円（同13.3％増）、当期純利益は111百万円（同2.1％増）と

なりました。

②　事業の種類別セグメントの状況

(イ)　エビデンスソリューション事業

　主に「CapTool」を用いて臨床研究支援を行うエビデンスソリューション事業は当社の中核となる事業であり、

学会や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究支援業務の新規案件の獲得及び受託済案件の着実な試験運

用ができる環境を整備することに注力してまいりました。また、「CapTool」の機能追加やバージョンアップ等に

よる付加価値及び顧客満足度向上に注力するなど、更なる競争力の強化に努めました。

　この結果、エビデンスソリューション事業の売上高は1,241百万円（前中間連結会計期間比32.7％増）、営業利

益432百万円（同23.2％増）となりました。

(ロ)　サイトサポート事業

　サイトサポート事業では、大規模臨床研究や大規模疫学研究及び治験等の臨床試験における治験審査委員会の事

務局支援業務、治験並びに臨床試験を実施する医療機関のコンサルタント業務、実施に係わる支援業務の獲得に注

力してまいりました。

　この結果、サイトサポート事業の売上高は25百万円（前連結会計年度比33.2％増）、営業利益3百万円（同

12.3％減）となりました。

(ハ)　セルサイエンス事業

　セルサイエンス事業におきましては、過冷却装置「マジコール」等の海外販路獲得に注力しましたが、販路構築

の遅れ等もあり、引き続き低調に推移いたしました。

　この結果、セルサイエンス事業の売上高は5百万円（前連結会計年度比△73.8％減）、営業損失7百万円（同

59.5％増）となりました。

(ニ)　ヘルスケアコミュニケーション事業

　平成18年９月に、「ヘルスケアコミュニケーション事業」参入への足がかりとしてオムロンヘルスケア株式会社

が49％を出資するクリノグラフィ株式会社を連結子会社化し立ち上げたヘルスケアコミュニケーション事業では、

生活習慣病の予防及び進展抑制に対するサービスの構築を行うとともに、医療機器及び情報通信機器の販売等を行

いました。

　この結果、ヘルスケアコミュニケーション事業の売上高は66百万円、営業利益1百万円となりました。

③　通期の見通し

　当中間連結会計期間では、新規大型案件のシステム開発に伴う売上高計上が下半期にずれ込んだことを主因に、公

表している中間期の連結業績予想に比べ売上高は9.5％の未達となり、また営業利益、経常利益、当期純利益も予想

を下回る結果となりました。

　しかしながら、当社グループのコア事業であるエビデンスソリューション事業は、医療界でのＥＢＭへの関心の高

まりが追い風となり今後も拡大していくことが想定されます。また、「メタボリックシンドローム」など生活習慣病

の予防に対する関心の高まりから、ヘルスケア市場についても大きく成長することが見込まれています。

　このような状況下、当下半期には、上述の新規大型案件のシステム開発の契約締結に伴う売上高計上に加え、上半

期から準備を進めている他の新規案件も順次契約締結される見込みです。また、臨床研究支援業務の効率化を目的と

した「CapTool」の機能強化も収益改善に寄与することが見込まれております。
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　以上により、当連結会計年度の業績につきましては、期初の業績予想と不変の売上高3,050百万円、経常利益600百

万円、当期純利益345百万円と公表している通期の業績見通しが確保できるものと見込んでおります。

(2) 財政状態に関する分析

①　資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末比255百万円増の2,947百万円となりました。

　資産につきましては、前連結会計年度末より、売掛金が331百万円及びたな卸資産が31百万円増加したものの、現

金及び預金が94百万円減少したこと等により、流動資産は前連結会計年度末比271百万円増加し、2,750百万円となり

ました。また、当中間連結会計期間において投資有価証券の減損による評価損計上等に伴い投資その他の資産が16百

万円減少したこと等により、固定資産は前連結会計年度末比16百万円減少し、196百万円となりました。

　負債につきましては、買掛金が45百万円、前受金47百万円及び未払法人税等が14百万円増加したこと等を主因とし

て、流動負債は前連結会計年度末比134百万円増加し、593百万円となりました。

　純資産につきましては、当期純利益を111百万円獲得等を主因として、純資産合計では前中間連結会計期間の資本

合計に対し121百万円増加し、2,354百万円となりました。

②　当連結会計期間のキャッシュ・フローの概況

　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前調整前中間純利益が197百

万円（前中間連結会計期間比4.2％増）と増加したものの、売上債権の増加による支出等の要因により前連結会計年

度末から94百万円減少し（前年同期は280百万円の減少）、当中間連結会計期間末には1,207百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は84百万円となりました。これは主に、税引前調整前中間純利益が197百万円（前

中間連結会計期間比4.2％増）と増加したものの、売上債権が331百万円増加したこと（前年同期は251百万円の増

加）等によるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は18百万円となりました。これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の取得によ

るものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金が8百万円増加（前年同期は20百万円の増加）しました。これは、新株予約権の行使に伴

う新株式の発行によるものです。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年４月期 平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期
平成19年10月期

中間期

自己資本比率（％） △1.1 59.0 80.3 81.7 78.8

時価ベースの自己資本比

率（％）
- - 951.4 414.6 356.4

キャッシュ・フロー対有

利子負債比率（％）
- - - - -

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
- 69.6 - - -

（注）自己資本比率：　自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：　株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：　有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：　キャッシュ・フロー／利払い

１　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　なお、平成16年４月期及び平成17年４月期の時価ベースの自己資本比率については、当社株式は非上

場・非登録であり、株価が把握できないため記載しておりません。

２　債務償還年数については、有利子負債がないため記載しておりません。

３　平成16年４月期、平成18年４月期、平成19年４月期及び平成19年10月期中間期のインタレスト・カバ

レッジ・レシオについては、利払いがないため記載しておりません。

４　キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は業績や将来の成長及び財務体質の強化等を総合的に勘案し、中長期的な経営視点から配当と内部留保への配

分を決定する方針であります。配当については、利益成長に見合った株主還元を基本方針とし、連結配当性向20％を

中期的な目標に掲げる事にいたしました。また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対

応すべく、市場ニーズに応えるサービスの提供の競争力を高めることを目的に有効投資してまいりたいと考えており

ます。

　上記方針に基づき、当期末より配当金の支払いを開始する事を予定しております。当期末の1株当たり期末配当に

つきましては1,250円を計画しており、連結配当性向は14.3％となる見込みです。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社グループの事業の状況及び経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性がある

と考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しております。

　当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針

でありますが、当社の株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項以外の記載内容も併せて、慎重に検討した上

で行われる必要があると考えております。

　なお、以下の記載のうち将来に関する事項は、本書提出日現在において当社グループが判断したものであります。

①　当社グループが提供しているサービスの内容について

　当社グループでは、大規模臨床研究、疫学研究及びその他の臨床試験に関するデータを、効率良く、適宜収集でき

る「CapTool」を開発し、同システムの運用及びそれに付随する一連の業務に係るトータルソリューションサービス

を提供しております。同システムは広域情報通信ネットワークを活用し、被験者（患者）の登録、割付からデータマ

ネジメント、統計解析までの一連の臨床試験・研究データを高い品質で収集・管理でき、試験・研究管理者もその進

捗状況がリアルタイムに把握できるシステムです。

　大規模臨床研究、疫学研究及びその他の臨床研究を主催する学会や研究会等は、当社グループにこれらの一連の業

務を委託することにより、従来の手法に比べ、業務負担及び費用負担を軽減することが可能になります。また、研究

委託者が研究の進捗管理を容易に行えることに加え、研究終了段階で短期間にデータ解析が出来、臨床研究期間の短

縮化を実現します。

　特に当社の主要マーケットである、学会や医師が主催する多施設共同の大規模臨床研究や疫学研究では、膨大な人

数の被験者を長期間にわたり追跡調査することが必要であり、従来の人手を介するデータ収集手法では、相当のコス

ト負担を強いられていましたが、「CapTool」を用いたトータルソリューションサービスの利用によりコスト負担を

大幅に軽減できるものと考えております。

　当社グループは、今後も継続して本サービスを提供し、成長を図る方針であります。しかしながら、今後、当社グ

ループの市場競争力、優位性が持続する保証はなく、本サービスが顧客ニーズに適合しない場合や競合の状況によっ

ては、当社の想定している事業機会が縮小し、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。

②　当社グループが属する業界の動向について

ⅰ）大規模臨床研究を取り巻く環境について

　学会や医師が主催する多施設共同の大規模臨床研究や疫学研究の実施件数は、当社推計では年々増加してきており、

臨床試験市場の新たなマーケットとして認知されつつあります。

　このような状況の下、当社グループでは、大規模臨床研究や疫学研究等の実施にあたり、学会や研究会等との委受

託契約締結の上、主に「CapTool」を用いて各種臨床研究のトータルソリューションサービスの受託を行っておりま

す。

　当社グループでは、被験者の登録・割付（*1）、データ収集、進捗管理（*2）、データマネジメント（*3）の業務

において、従来の人海戦術ではなく「CapTool」によるＩＴを利用することで高品質なデータの取得と業務の効率化

を図ることが可能となり、大規模臨床研究市場における先駆者的な位置付けにあると認識しております。

　しかしながら、この市場の成長と認知度の向上により、今後既存のＣＲＯやＳＭＯ、ＩＴベンダー等が大規模臨床

研究市場を新たなマーケットとして位置付け、参入して来る可能性が高く、競争が激化することが確実であります。

そのような中、他社との一層の差別化を図るべく鋭意「CapTool」のバージョンアップと機能追加に努力しています

が、今後の競合企業の動向次第で、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 
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ⅱ）大規模臨床研究市場の拡大について

　当社グループがコア事業として位置付ける我が国における学会や医師が主催する多施設共同の大規模臨床研究や疫

学研究の市場は未成熟であり、平成18年度における同市場規模は当社の推計ベースで40億円であります。当社グルー

プでは、今後国内でのエビデンス構築が重要であるとの医療界の気運が向上し、市場規模は拡大していくと認識して

おります。しかしながら、当社の予期せぬ環境の変化等により当社グループの予想どおりに市場が拡大しない可能性

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

ⅲ）わが国における法的規制（省令ＧＣＰ等）への対応について

　平成９年４月に医薬品開発の基準であるＧＣＰ（Good　Clinical　Practice）省令（「医薬品の臨床試験の実施の

基準に関する省令」、省令ＧＣＰ）が施行されました。この省令は、被験者の人権と安全の確保、データの信頼性の

確保を図り、適正な治験が実施されることを定めております。

　この結果として、治験依頼者、ＣＲＯ、治験実施医療機関等の業務内容が厳格化し、業務量が増大いたしました。

一方、製薬企業側では、同省令に沿った臨床試験を確実に実施するニーズ及び企業再編等が頻繁に行われる中、人件

費をはじめとするコスト削減ニーズがありました。それらを背景にアウトソーシング先としてＣＲＯ業界が誕生し、

既存ＣＲＯや当社のような大規模臨床試験の支援企業へのアウトソーシングが盛んに行われるようになってきており

ます。

　しかしながら、当社が予期せぬ省令ＧＣＰ等法的規制の強化等によりアウトソーシング業務が制限を受ける可能性

があります。また、平成17年４月に「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署名利用の

ための指針」が明文化されました。このことにより、現在研究開発段階にある「CapTool－CT　ソリューション」に

おける「CapTool」の利用が制限される可能性があり、これらの場合においては、当社グループの将来の財政状態及

び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅳ）臨床研究に関する倫理指針及び疫学研究に関する倫理指針について

　厚生労働省は、平成14年７月に「疫学研究に関する倫理指針」を施行しました。この指針は、国民の健康の保持増

進を図る上での疫学研究の重要性と学問の自由を踏まえつつ、個人の尊厳及び人権の尊重、個人情報の保護、その他

の倫理的観点並びに科学的観点から、疫学研究に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会

の理解と協力を得て、疫学研究の適正な推進が図られることを目的としてします。

　また同省は、平成15年７月に「臨床研究に関する倫理指針」を施行しました。この指針は、医学系研究の推進を図

る上での臨床研究の重要性を踏まえつつ、個人の尊厳、人権の尊重その他の倫理的観点及び科学的観点から臨床研究

に携わるすべての関係者が遵守すべき事項を定めることにより、社会の理解と協力を得て、臨床研究の適正な推進が

図られることを目的としています。

　これらの倫理指針が制定された中核的な目的は、臨床研究や疫学研究における被験者の保護であり、倫理的な面に

おいては省令ＧＣＰに準ずるものと位置付けられております。

　当社グループでは大規模臨床研究や疫学研究等の各種臨床試験を主催する学会や製薬企業等から、これらの一連の

業務を受託することが主事業であるため、これらの倫理指針を遵守する必要があり、被験者保護の観点において問題

が発生した場合や当社が予期せぬ指針の強化等によりアウトソーシング業務が制限を受けた場合には当社グループの

業務が制限を受ける可能性もあり、これらが、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。

　加えて、平成16年12月にこれらの倫理指針に個人情報保護の項目が強化されました。当社グループでは、被験者

の診療データ及び医師の個人情報等を取り扱っており、今後受託する各種臨床研究等によっては被験者の個人情報

も取り扱う可能性があります。

　個人情報に関しては平成18年２月にプライバシーマークを取得し厳密に管理しておりますが、もし個人情報が漏

洩した場合には、当社の信用が失われ、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があり

ます。

ⅴ）ＩＣＨ（日米ＥＵ医薬品規制整合化国際会議）（*4）への対応

　医薬品開発関連業界に関係する国際会議として、平成３年11月以降日米ＥＵの行政当局及び製薬企業連合間にて日

米ＥＵ医薬品規制整合化国際会議（ＩＣＨ）が重ねて開催され、これまで新医薬品承認に関する品質、安全性、臨床

試験等の分野で多くの最終合意がなされております。特に平成10年２月のＩＣＨ運営委員会において、「外国臨床

データ受け入れに際し考慮すべき民族的要因」というガイドラインが合意されました。もともと、医薬品の承認制度

は国によって異なり、海外で承認されていても日本ですぐに発売できるわけではなく、また、日本で承認されていて

も海外ですぐに発売できるわけではありませんでしたが、この合意ガイドラインを契機として、一定の確認試験（ブ

リッジング試験（*5））を条件に、日米ＥＵ相互間の臨床データを利用した審査が可能となる事例も出てきておりま

す。
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　医薬品の開発に際し、ブリッジング試験の利用は、大きな時間短縮に繋がるものと期待されております。今後は、

新医薬品の開発計画の段階からブリッジング試験を考慮して、日米ＥＵの同時開発が進むものと予想され、国内の治

験における臨床試験市場が空洞化していく可能性があります。

　当社グループでは、治験において「CapTool」を用いた臨床試験支援は現時点では行っておりませんが、今後開発

を進めていく方針であります。しかしながら国内の治験における臨床試験市場の空洞化が顕著になって来た場合には、

当社グループの予想どおりに市場が拡大しない可能性があります。その場合には、当社グループの将来の財政状態及

び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅵ）21　ＣＦＲ　ＰＡＲＴ11（*6）への対応

　平成９年８月27日にＦＤＡ（米国食品医薬品局）は、ＦＤＡ管轄下の医薬品を初めとする製品の製造管理にかかわ

るシステム全般の満たすべき要件につき、21　ＣＦＲ　ＰＡＲＴ11（以下、「ＰＡＲＴ11」という）という規則を公

布しました。

　ＰＡＲＴ11の規則に則りＦＤＡの査察官は、製造企業、ＣＲＯを査察し、Warning　Letterにより指摘事項を明示

します。したがってＣＲＯは製薬企業から受託した試験に万全を尽くすと同時に、製薬企業が提出する申請書に関し、

指摘事項を受けないようにするためＰＡＲＴ11対応を実施する必要性が生じております。

　加えてわが国においても、平成17年４月に「医薬品等の承認又は許可等に係る申請等に関する電磁的記録・電子署

名利用のための指針」が明示されたことに伴い、規制が更に強化されてきております。当社でも電子記録（データ）

の完全性及び信頼性の向上に努めておりますが、対応が遅れた場合には、当社グループの将来の財政状態及び経営成

績に影響を与える可能性があります。

（注）専門用語については、以下の通りであります。

 *1　登録・割付

　臨床研究等に参加する被験者に対し、試験実施計画書に指定される基準に沿って被験者が組み入れられ

る（登録される）ことを確認し、また同様に、予め指定されたロジックに従って被験者に対し治療法等を

割り当てる（割付ける）ことを指します。

*2　進捗管理

　試験実施医療機関において試験実施計画書に沿って登録された登録数を把握し、且つその後の観察デー

タの登録状況を随時把握することにより、試験の進捗管理を行い、試験が円滑に進められるようにサポー

トすることを指します。

*3　データマネジメント

　臨床研究等で回収されたＣＲＦ（症例報告書）のデータをチェックし、データに問題があればモニター

に調べなおさせるといった症例データを管理する一連の業務を指します。

*4　ＩＣＨ

　International　Conference　on　Harmonization　of　Technical　Requirement　for　Registration

　of　Pharmaceuticals　for　Human　Use　の略語です。

　従来、日本、ＥＵ（ＥＣ）、米国の三極がそれぞれ定めていた新薬承認申請のための非臨床試験や臨床

試験のためのガイドラインなどをできるだけハーモナイズし、各国で実施された各種試験データを三極の

医薬品規制当局が受け入れることにより、医薬品の開発を促進し、より良い医薬品をより速く、病で苦し

んでいる世界中の患者の下に届けることを共通の目標としています。

*5　ブリッジング試験

　外国で得られた臨床データの日本人への適用の可能性を示すために実施される試験です。ある薬剤の作

用に民族差が懸念される場合には、日本で限定的な量の臨床試験を実施し、外国で得られた臨床データと

の間を橋渡し（ブリッジング）させることがあり、これが成立すると、日本で新たに実施すべき臨床試験

の一部が省略され、開発に要する期間の短縮が期待されます。

*6　21　ＣＦＲ　ＰＡＲＴ11

　Title 21 Code of Federal Regulationsの略語です。

　ＦＤＡ（米国食品医薬品局）が平成９年８月27日に公布した規則であり、これまでの紙や手書きの署名

の代わりに、電子記録や電子署名を使うときに満たすべき要件を定めたものです。

メビックス㈱（3780）平成 20 年４月期中間決算短信

－ 7 －



　対象となるシステムは、ＦＤＡ管轄下の医薬品をはじめとする製品の製造管理に関わるシステム全般で

す。本規則発行以前に稼動しているシステムについても適用が義務付けられています。

　すなわち21　ＣＦＲ　ＰＡＲＴ11は電子記録（データ）の完全性及び信頼性を確保するためのものであ

り、システム、組織、運用管理のすべての面において達成すべき要件といえます。

③　システム関連のトラブルの発生について

　当社の基幹ソフトである臨床研究支援管理システム「CapTool」は、コンピューターシステムを用いており、シス

テム関連のトラブルには細心の注意を払っておりますが、以下に記載するようなリスクを内包しております。

ⅰ）システム障害について

　当社グループはコンピューターシステムのバックアップ等により災害対策を講じておりますが、地震や水害等の災

害、火災等、コンピューター・ウイルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因するサービスの中断や停止

等現段階では予測困難な事由により、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）システムに係る不具合の発生について

　当社グループの中核事業セグメントであるエビデンスソリューション事業におけるサービスの提供につきましては、

当社グループのコンピューターシステムが良好に運用され、機能が維持できることが前提となっております。当社グ

ループの責に帰すべき事由で、当社グループのコンピューターシステムに不具合（誤作動・バグ・納期遅延等）が生

じた場合、損害賠償責任の発生やユーザーの当社グループに対する信頼喪失により、当社グループの将来の財政状態

及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）システムに関する技術革新への対応の遅れについて

　当社グループではWebによるサービスの提供を中心に事業展開しておりますが、情報通信技術は日進月歩で進歩し

ており、常に新しい技術をリサーチし技術的な研鑽を継続して行う必要があります。しかしながら、既存の技術に埋

没してこの研鑽を怠った場合には、技術が陳腐化する懸念があり、当社グループの信頼が低下し、当社グループの将

来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅳ）システムに係る外注先への依存度について

　当社グループの基幹ソフトである「CapTool」は、実施される大規模臨床研究や疫学研究、製造販売後調査などの

臨床試験ごとに、その仕様を変更（以下、「カスタマイズ」といいます。）しております。また、利便性の更なる向

上にも注力しております。このようなシステムのバージョンアップおよびカスタマイズに関しては、当社グループで

企画・立案しておりますが、小規模組織であるため、外注先各社の協力を得ております。当該先が行う業務は当社グ

ループの評価に通じるものであることから、日頃より良好なコミュニケーションを図り継続して技術・ノウハウの共

有に努めております。しかしながら、当該先との契約が何らかの理由で終了した場合、当該先の予期せぬ業績不振や

事故等により事業継続できなくなる等の不測の事態が発生した場合、その他の理由で当該先の協力が得られなくなっ

た場合には、代替措置に伴う追加の費用発生やサービス提供が遅延する可能性も考えられ、その場合には、当社グ

ループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅴ）技術者の確保について

　当社グループの基幹ソフトである「CapTool」は、常に最新の開発技術を導入し、研究開発を進めています。本製

品開発のためには、高い水準を満たす技術者の確保が必要不可欠であります（外注各社における技術者確保も含まれ

ます）。しかしながら、昨今のIT市場における技術者不足の影響を受け、常に技術者を確保することが困難な状況に

あり、今後も本状況が続く場合、一定水準の品質及び納期厳守を確保できない可能性があります。

ⅵ）システム開発に関する同業他社との競争激化について

　当社グループのコア事業である大規模臨床試験運用業務は、同業他社がほとんど存在せず、事実上のデファクトス

タンダードとなっています。しかしながら、システムの技術力という観点では、臨床試験のノウハウを得ることで他

社が参入できる余地があります。特に、資本力のある大企業がCROと連携して大規模臨床試験を実施するビジネスス

キームを展開された場合、資本力に劣る当社グループにとって大きな脅威となります。

ⅶ）受注拡大によるデータセンターのキャパシティ枯渇について

　昨今の受注拡大に伴い、当社グループのデータセンターで管理しているシステムも増大の一歩を辿っております。

このため、データセンターが十分な能力を発揮するだけのキャパシティは徐々に減少していきます。運用上、常に最

適なリソースを提供できるようサーバ等の監視・管理を行っておりますが、急速な受注受託に追い付けず、システム
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のパフォーマンスが低下する可能性があります。

④　当社グループの販売先について

ⅰ）販売先が大きく変動することについて

　　当社は設立６年の企業であり、安定した販売先を有しておりません。当社の主要マーケットである大規模臨床研

究市場では、臨床研究を主催する学会や医師が複数の臨床研究を継続して実施している事例は少なく、当社との取引

関係は多くの場合特定期間のスポット的な取引となっております。そのため当社の販売先は大きく変動しております。

　当社グループでは顧客満足度を向上させるべくサービス及び従業員の業務の質の向上を図っておりますが、安定し

た販売先がないため、確実に売上を見込むことができず、売上高が大きく変動する可能性があります。その場合には、

当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）仕掛中の受注見込の取り消しについて

　当社グループの期末の受注残高は、営業部門の積極的な受注活動によって逓増しております。

　また、当社グループのエビデンスソリューション事業では、受託する臨床試験によっては当社グループにおける

サービスの提供が始まったのちに契約を締結するものがあります。そのため、当社グループでは、契約が締結される

ことを前提として役務の提供を行っております関係上、原価計算を精緻に行う必要性を鑑み、確実に契約が締結され

ると見込まれる時期を合理的に判断し受注として認識しております。

　しかしながら、受注後の大規模臨床研究、疫学研究などの各種臨床試験について契約予定先である学会、研究会及

び製造販売後調査等の契約予定先である製薬企業、安全性調査等の契約予定先である食品会社等による試験実施計画

の変更等の予測困難な理由や「③　システム関連のトラブルの発生について　ⅰ）～ⅶ）」に記載したような予測困

難な事態の発生によるシステムの納期遅延等により、臨床研究等が中止または延期を余儀なくされた場合には、予定

していた売上は計上できない一方、当該原価は既に発生している関係上、その結果、当社グループの将来の財政状態

及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）仕掛品及び前受金について

　　当社グループのエビデンスソリューション事業における売上計上基準は一部の取引に関し部分完成基準を採って

おります。また、相手先と契約締結後一定期間内に相手先より契約総額のうちの一定額を受領する案件が多数存在し

ておりますが、当社では売上計上していない受領金額については前受金に計上しております。

　一方、相手先へのサービスの提供が完了する前に発生した原価については仕掛品に計上しており、相手先へのサー

ビスの提供が完了し、部分完成基準によって計上された売上高に対応する原価については、仕掛品を減少させ売上原

価に振替計上しております。

　従って、現在の契約形態を前提として、取引受注が増加し契約締結が増加した場合には、前受金が増加し仕掛品も

増加します。

　他方、各種臨床試験の開始時期の遅延等により相手先へのサービスの提供が当初の計画どおりに行われない場合に

は、前受金より売上高への振替計上が滞るため、売上高が計画どおりに計上されず前受金残高が滞留する可能性があ

ります。また、売上原価については、相手先との契約締結及び相手先への役務提供が当初の計画どおりに行われない

場合には仕掛品より売上原価への振替計上が滞るため仕掛品残高が滞留する可能性があり、当社の財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。

⑤　中途解約等のリスクについて

ⅰ）契約が中途解約となるリスク

　当社グループの事業の中核であるエビデンスソリューション事業において受託する大規模臨床研究、疫学研究、製

造販売後調査は試験の規模や内容により、契約期間が長いものも存在します。

　そのため、試験実施計画書に記載している症例数の確保が困難である場合や臨床試験において何らかのトラブルが

発生した場合及び顧客の信用状態が悪化する等の事態が発生した場合には、契約が中途で解約となり、予定していた

売上が計上されず、一方、原価は既に発生しているため、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。

ⅱ）契約後のシステムの仕様変更等につき、販売価格へ転嫁出来ないリスク

　エビデンスソリューション事業のうち中核をなす「CapTool－EBMソリューション」や「With－CapToolソリューショ

ン」の顧客は、学会、研究会等が中心であります。そのような顧客は、試験ごとに予算を確定の上運営している顧客

が大半です。当社グループでは、顧客と詳細の打ち合わせを行った後に、顧客に予算を確定して頂いておりますが、

予算確定後、システムの仕様変更等により追加費用が発生する可能性があります。
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　しかしながら、顧客が学会、研究会等のため予算の追加承認が困難な場合が多く、追加費用等については当社グ

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

があります。

⑥　売上債権の管理について

　当社グループは、大規模臨床研究、疫学研究を行う学会、研究会及び製造販売後調査や治験を行う製薬企業や安全

性調査等を行う食品会社等との間で業務委受託契約を締結し、エビデンスソリューション事業とその他の事業に関す

るサービスの提供を行っております。

　当社グループでは、現時点までは貸倒損失は発生しておりませんが、今後は、臨床研究等が長期化する間に顧客の

経営状況や試験における予算が変化する可能性も考えられます。また、経営基盤の弱い企業の臨床試験等への関与が

増加する可能性もあります。

　当社グループでは、今後、顧客の信用状態の継続的把握と債権管理をより一層強化していく方針ですが、顧客が倒

産や解散等になる予測困難な事態が生じた場合には、売上債権の回収に支障をきたす可能性があります。

⑦　大学や医療関係者との関係について

　当社グループは、大学や医療関係者の共同研究等により技術指導を得て事業基盤の強化や「CapTool」のバージョ

ンアップを行っております。従いまして、大学や医療関係者との連携が重要な事業基盤となりますが、この点につい

て以下のようなリスクが内在していると考えております。

ⅰ）法的規制について

　国立大学は独立行政法人化の根拠法となる国立大学法人法等の改廃または関係当局による運用の変化等の影響を受

ける可能性があります。

　さらに、現在、民間企業と大学との技術交流に関する取扱いについても文部科学省やその他の政府機関において明

確化する動きがあります。知的財産等の権利化や研究の委託や研究成果の対価の享受について、今後、民間企業と大

学との関係に変化が生じる可能性があり、この場合、当社グループの事業に影響を与える可能性があります。

ⅱ）謝金の支払について

　当社グループと共同研究等を行う医療従事者等に対し、技術指導の対価として謝金を支払うことがあります。この

ような謝金につきましては、政府機関による明確なガイドラインが明示されていない部分もあり、その妥当性を判断

することは難しい場合もあります。技術指導を行う医療研究者等は各々所属する大学当局等より兼業の承認を得るこ

とが前提となっており、当社グループでは原則として兼業の承認を確認する等の社内手続きを経た上で謝金の支払を

行っております。しかしながら、医療従事者等が兼業を大学当局等に申請した際における業務の範囲の解釈等の違い

により、承認を逸脱する様な謝金の支払であると解釈された場合においては、社会的批判等の風評により当社グルー

プの事業に影響を与える可能性があります。

⑧　セルサイエンス事業における製品の製造について

ⅰ）製品の販売価格の変動及び陳腐化について

　当社グループのセルサイエンス事業における技術については、この事業領域に他者が注目し、同様の製品の提供を

行った場合、販売価格の低廉化が進み、当社グループの製品が陳腐化するリスクがあります。その結果、当社グルー

プの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）製品の製造について

　セルサイエンス事業の製品は特殊な技術を用いる必要のある製品でありますが、その製造は福島工業株式会社に委

ねております。当該仕入先とは、日頃より良好なコミュニケーションを図るとともに、継続して技術・ノウハウの共

有に努めております。しかしながら、当該仕入先との契約の終了や予期せぬ業績不振や事故等により事業継続できな

くなる等何らかの理由により当該仕入先からの製品の仕入が困難となる事態が発生した場合は、代替措置に伴う追加

の費用発生やサービス提供が遅延する可能性も考えられ、その場合には、当社グループの将来の財政状態及び経営成

績に影響を与える可能性があります。

　また、セルサイエンス事業の飲料用製品については、その製造販売権を株式会社創建に独占的に許諾する契約を締

結しておりますが、何らかの理由により製品の販売に支障が生じた場合には、当社グループの将来の財政状態及び経

営成績に影響を与える可能性があります。
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ⅲ）製造物責任等について

　セルサイエンス事業において、当社は製品の企画・開発・販売を行っており、その製造は前述した仕入先に委ねて

おります。また飲料用製品については、その製造販売権を株式会社創建に独占的に許諾する契約を締結しております。

従って、当社が企画・開発・販売を行っている製品または当社が製造販売権を許諾している製品の欠陥等に起因して、

人的物的な損害等が生じた場合、またはリコールが発生した場合には、当社が何らかの財務的な負担を負う可能性や、

当社グループの製品の信頼性や当社グループの信用に悪影響を及ぼす可能性があり、その結果、当社グループの将来

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑨　小規模組織であることについて

　当社グループは平成19年10月31日現在の従業員数が85名（常用パート・臨時雇用者・派遣社員等含む、育児休業社

員等除く）と小規模な組織であり、内部管理体制もこれに応じたものになっております。今後、企業規模が拡大して

いくに従って、内部管理体制の更なる充実を図る方針でありますが、当社グループの事業拡大に即応して、適切かつ

十分な組織対応が出来ない可能性はあります。かかる事態が生じた場合には、効率的な企業運営が行えなくなり、当

社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑩　特定の人材への依存度について

　当社グループは会社の規模が小さく、事業活動における主要な部分につき当社の代表取締役社長　大社　聡ならび

に代表取締役副社長　小野　起代己（以下、「代表取締役」といいます。）への依存度が高い状況にあります。代表

取締役社長　大社　聡は当社の主要株主であると同時に、企業戦略の策定、技術開発の方針及び業務提携の立案等当

社の事業における重要な部分を担当するなど、当社グループの事業における中心的な役割を担っており、当社グルー

プ事業の発展の大きな要因のひとつであります。

　現在、当社グループでは、代表取締役への過度の依存を改善するべく組織的な事業運営体制の構築を進めておりま

す。代表取締役が退任する予定はありませんが、理由の如何に拘らず代表取締役の当社グループにおける業務遂行が

不可能又は困難となった場合、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、平成19年10月31日現在当社において在籍する代表取締役２名を除く取締役３名（以下、「役員等」といいま

す。）は、代表取締役と同様に、企業戦略の策定、技術開発の方針及び業務提携の立案等当社の事業における当社グ

ループの事業における中心的な役割を担っており、当社グループ事業の発展の大きな要因のひとつであります。

　このため、当社グループでは、各事業部門が役員等に過度に依存する状況を改善するべく、組織的に相互補完が可

能な事業運営体制の構築を進めております。役員等がその地位を退任する予定はありませんが、理由の如何に拘らず

当社グループにおける業務遂行が不可能又は困難となった場合、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響

を与える可能性があります。

⑪　人材の確保及び人材の教育について

ⅰ）人材の確保について

　　当社グループはＩＳＯ９００１の認証を受けた品質管理体制及び独自性のあるシステムに裏付けられたサービス

を提供しております。また、サービスの品質を維持するためのバリデーションを実施しておりますが、サービスの品

質を維持しつつ事業拡大を進めて行くためには、優秀な人材の確保及び定着が必要であると考えております。しかし

ながら現在当社グループに在籍している人材と同等もしくはそれ以上の人材の確保は必ずしも容易ではありません。

　当社グループは、今後も積極的に優秀な人材の獲得につとめていく方針ではありますが、的確な人材をタイムリー

にかつ十分に確保できなかった場合、当社グループの将来の事業拡大が制約を受ける可能性があります。さらに、現

在在籍している人材が退職した場合にも当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

ⅱ）人材の教育について

　上述の人材の確保と平行して、サービスの品質を維持しつつ事業拡大を進めて行くためには、質の高いサービスを

ユーザーに提供することが出来る人材を育成するための教育が必要であると考えております。しかしながら、薬事法

の改正や関連省令等の変更に即応し、質の高いサービスをユーザーに提供するための人材の教育も容易に行えるもの

ではありません。

　当社グループは、今後も積極的に人材の更なる質の向上につとめていく方針ではありますが、当社グループに在籍

している人材に対して十分な教育が施せなかった場合、当社グループの将来の事業拡大が制約を受ける可能性があり

ます。
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⑫　知的所有権について

ⅰ）申請している特許が認められない場合について

　当社グループの中核事業であるエビデンスソリューション事業におきましては、Webを利用した臨床試験データの

リアルタイム（動的）管理技術を中核にしてユーザーに対して各種サービスの提供を行っておりますが、当該技術は

当社が独自に開発したシステムであり、当該システムの開発に係る特許を計２件申請しております。　

　しかしながら、申請した特許がすべて登録される保証はなく、技術が保護されない可能性があります。係る事態が

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

ⅱ）他社の特許を侵害した場合について

　当社グループでは、技術開発の際、他者の特許を侵害することを避けるべく弁理士等を利用し、当社が必要と考え

る調査を行っております。また、現在申請中の特許に関しましては、その一部が公開されており、現段階では特許侵

害等のクレームは発生しておりませんが、今後も特許侵害の可能性がないとは言えず、また、開発中に当社グループ

に先んじて他社が当社の特許に抵触する内容の特許の登録を受けた場合、特許侵害により当社グループが第三者から

サービス提供の差し止め、損害賠償請求、ライセンス料の支払請求等を受け、場合により訴訟を提起される可能性が

あります。係る事態が生じた場合には、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。

⑬　損害賠償請求について

　大規模臨床研究は、各試験参加医師の責任のもと、基本的には保険診療として実施されます。大規模臨床研究で使

用する薬剤は、主に市販薬であり、重大な副作用で健康被害が生じた場合は、医薬品副作用被害救済制度による給付

対象となります。治験においては、治験の実施に起因する健康被害が生じた場合は、基本的には治験依頼者（製薬企

業）が責任を負うことになります。

　しかしながら、当社グループが受注した大規模臨床研究及び治験において、このような健康被害が発生した場合に

は、当社グループの信用力が低下する可能性があります。

　また、このような健康被害が明らかに当社グループに起因するものである場合には、損害賠償等の責任を負う可能

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

⑭　情報の管理について

ⅰ）個人情報の管理について

　当社グループが展開している主たる事業は、被験者データの収集にあり、被験者の個人情報の一部に接する可能性

があります。被験者に係る情報の取扱は重要であり、その機密保持について十分な配慮と細心の注意が必要であると

認識しております。当社グループでは平成18年２月にプライバシ－マークを取得するとともにデータアクセス権限の

設定、外部侵入防止システム等システムによるセキュリティの強化及び社内ルールを設け、当社グループの従業員が

機密情報を取扱う際には、作業プロセスをマニュアル化し、社員研修等によって個人情報管理の徹底を図っておりま

す。しかしながら今後、何らかの要因によって個人情報が外部に漏洩するなどの個人情報管理上の問題が発生した場

合には、損害賠償の請求等が予想されるほか、社会的信用に悪影響を与え、当社グループの将来の財政状態及び経営

成績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）社内情報等の社外への持ち出しについて

　当社グループは業容拡大とともに従業員数も漸次増加してきております。各従業員においては業務上電子データの

みならず紙媒体で当社グループの情報を社外に持ち出すこともあります。当社グループでは、営業機密管理規程等各

種規程に基づき厳しい統制を図るとともに、社内教育の徹底セキュリティシステムの更なる強化を推進しております

が、何らかの理由により社内情報等が紛失する等の情報漏えいが行われた場合には、当社グループが信用を喪失し、

当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅲ）医薬品等に関する特定の情報の管理について

　　エビデンスソリューション事業において、当社グループは公表前の新薬、既存薬、特定保健用食品等の詳細情報

を取得する場合があります。その機密保持については原則として個々に締結する業務委受託契約等により第三者に漏

洩しない旨を明記する等、当社グループでは十分な配慮と細心の注意を持って対応しております。

　また、当社グループの従業員が機密情報を取扱う際には、作業プロセスをマニュアル化し、細心の注意を払うとと

もに、社員研修等によって情報管理の徹底を図っておりますが、今後、何らかの要因によって情報が外部に漏洩する

などの情報管理上の問題が発生した場合には、損害賠償の請求等が予想されるほか、社会的信用に悪影響を与え、当

社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。
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⑮　今後の事業展開について

ⅰ）ヘルスケアコミュニケーション事業への参入について

　イ　ヘルスケア市場について

　我が国においては、生活習慣病の患者数が年々増加する傾向にあり、平成20年4月から医療保険者において、40歳

以上の被保険者・被扶養者に対するメタボリックシンドローム（内臓脂肪型肥満）の健診及び保健指導の実施が義務

づけられるなど、生活習慣病の予防や進展抑制への取り組みが本格化されつつあります。

　当社グループでは、生活習慣病の予防や進展抑制に資する製品やサービスの市場規模は今後急速に拡大していくと

の予想のもと、エビデンスソリューション事業で提供しているサービスをベースに、高血圧、糖尿病、メタボリック

シンドロームなどの生活習慣病の予防や進展抑制等に活用できるソフトウエア「CapTool-HealthCare」及び通信デバ

イス等の開発に投資しております。

　しかしながら、当社の予期せぬ環境の変化等により当社グループの予想どおりに市場が拡大しない場合には、当社

グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

　ロ　ヘルスケア市場を取り巻く環境について

　当社グループでは、生活習慣病の予防や進展抑制に資する製品やサービスを提供する市場の急速な拡大により、医

療機器製造業、ITベンダー等、様々な業界からの市場参入が考えられ、競争が激化するものと考えております。

　そのような環境下、他社との差別化を明確にすべく鋭意「CapTool-HealthCare」及び製品の開発に努力しておりま

すが、今後の競合企業の動向次第で、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

ⅱ）外貨建取引の開始

　当社は平成19年２月に米国企業と業務委受託基本契約を締結し、今後同社と取引を開始します。

　同社との資金の授受は米ドルで行うため、為替レートの変動に伴うリスクが発生します。

　当社では、将来の為替レートの見通しに基づき短期の為替予約等を用いることにより、為替レートの変動による影

響を軽減させる方針でありますが、当社の想定よりも大きな為替レートの変動があった場合には当社グループの将来

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑯　その他

ⅰ）新株予約権行使による株式価値の希薄化について

　当社は、取締役、監査役、従業員及び当社グループと業務における関わりの強い一部の社外協力者の士気を高める

目的、或いは有能な人材を確保するためのインセンティブとして、新株予約権の付与を行っております。この新株予

約権が行使された場合には、１株あたりの株式価値が希薄化することになります。

　なお、平成19年10月31日現在の新株予約権の目的となる株式の数は3,330株であり、発行済株式数39,033株の8.5％

に相当します。

　また、当社グループは、上記目的を達成するため、今後も取締役、監査役、従業員及び社外協力者等に新株予約権

を付与する可能性があり、さらに株式価値の希薄化を招く可能性があるとともに、ストックオプションの費用計上が

義務付ける会計基準が制定されたことに伴い、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性が

あります。

ⅱ）配当政策について

　当社は、設立以来配当を実施した実績はありませんが、株主に対する利益還元に関しても経営の重要課題の一つと

して位置付けております。当期につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために内部留保の充実を優先し

て配当金の支払いは実施いたしませんが、連結配当性向20％を中期的な目標に掲げ、今期は期末に１株当たり1,250

円の配当金の支払いを開始する予定です。

　内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応えるサービスの提供

の競争力を高めることを目的に有効投資してまいりたいと考えております。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社及び子会社２社により構成されており、主に「CapTool」を活用した臨床研究支援管理を主な事

業としております。

　当社グループの事業の内容及び当社と子会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。なお、次の区分は

事業の種類別セグメントと同一の区分であります。

(1）エビデンスソリューション事業

　当社グループの中心事業であり、わが国におけるエビデンス構築のために実施される多施設共同の大規模臨床研

究を支援するツールとして開発した臨床研究支援管理システム「CapTool」を活用し、質の高いデータを効率的かつ

廉価に取得するためのトータルソリューションサービスを提供する事業であります。同事業に関しては、試験領域

によりカテゴリー毎に大別しており、各々のカテゴリー名及び事業の内容は次のとおりです。

カテゴリー名 事業の内容

CapTool－EBM

ソリューション

当社グループのコアカテゴリーであり、エビデンス構築を目的とする大規模臨床研究において、

「CapTool－EBM」を用いたＡＳＰ事業及びそれに付随するサービスの一括受託または部分的に

受託するサービスを行っております。

CapTool－PMS

ソリューション

当社グループの重点育成カテゴリーであり、製薬企業が実施する製造販売後調査において、

「CapTool－PMS」を開発し、製薬企業やＣＲＯに対する同システムによるＡＳＰ事業及びそれ

に付随するサービスの一括受託または部分的に受託するサービス並びに同システムのパッケー

ジ販売を行っております。

CapTool－SUPPLE

ソリューション

健康食品が健康の維持増進に寄与することを評価するための臨床試験や特定保健用食品の承認

申請のための臨床試験をサポートするカテゴリーであり、現時点では統計解析等の業務におい

て「CapTool」を活用しております。

CapTool－CT

ソリューション

製薬企業が行う臨床試験（治験）の中でも、後発医薬品を取り扱う製薬企業が実施している先

発医薬品と後発医薬品の生物学的同等性を証明する治験のサポート業務を受託しておりますが、

現時点では「CapTool」を活用したサービスは行っておりません。

CapTool－ME

ソリューション

医療機器及び医療用具の製造（輸入）企業において、臨床試験に関する一連の業務を受託する

るサービスの提供を行う計画でありますが、現時点ではこのソリューションの受注はありませ

ん。

With－CapTool

ソリューション

当社グループの重点育成カテゴリーであり、学会、研究会、医師などが主導で行う大規模臨床

試験及び製薬企業が行う臨床試験（治験）において「CapTool」の一部機能を用いて、効率的

且つ高品質な被験者登録・割付業務サービスの提供を行っております。

(2）サイトサポート事業

　サイトサポート事業は、当社グループのうち、当社の連結子会社であるクリニカルポーター株式会社が行ってい

る事業であり、主に大規模臨床試験や大規模疫学研究および治験におけるＩＲＢの事務局業務、治験及び臨床試験

を実施する医療機関のコンサルタント業務、実施に係わる支援業務を受託しております。

(3）セルサイエンス事業

　セルサイエンス事業は、当社で行っている事業であり、概略は次のとおりです。

　セルサイエンス事業では、主に大学、研究所、企業への販売目的の医療、理化学分野向け過冷却装置として　　

「プロケプト」を、主に飲食産業向け業務用過冷却保管庫として「マジコール」の販売を行っております。

(4）ヘルスケアコミュニケーション事業

　ヘルスケアコミュニケーション事業は、主に前中間連結会計期間において連結子会社化したクリノグラフィ株式

会社が行っている事業であり、概略は次のとおりです。

　クリノグラフィ株式会社では、主に大規模臨床研究や大規模疫学研究において、医療機器及び情報通信機器の販

売並びに当該機器とインターネットを活用した健康情報管理サービスを提供しております。また、現在一部の試験

において臨床研究支援管理システム「CapTool」と連携し、大規模臨床研究における共同サービスを提供しておりま

す。 

　今後当社でも、クリノグラフィ社やオムロンヘルスケア社との連携を強化し、生活習慣病の予防・進展抑制等の

ヘルスケア領域に有用なサービス・製品の提供を図ってまいります。
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 エビデンスソリューション事業 

エビデンスソリューション事業のコア事業である「CapTool-EBM ソリューション」に関しては、次

のとおりです。 

当      社 

インターネット 

臨床試験支援管理システム「CapTool」 

・ 被験者登録・割付 

・ 電子ＣＲＦ 

システム 

外部委託先

（注）３． 

システムの 

カスタマイズ 

及びサポート 

【顧 客】 

大規模臨床試験を実施する

学会・研究会等 

試験運営 

サポート 

・ 試 験 事 務

局支援 

・ 試 験 運 営

管理 

・ ﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄ 

・ 統計解析 
試験進捗情報の

提供 

業務委託費 

研究費 
試験参加施設 

試験参加医師 

臨床データ 

入力 

大    学 
統計解析支援 

プロトコル作成支援 

サービスの流れ 

資金の流れ 

　注）１．「CapTool－EBMソリューション」以外のソリューションに関しては、「CapTool」を用いた試験の受

託等を「CapTool－EBMソリューション」に準じた形態で取引を行っております。

２．参加施設及び参加医師の試験遂行を円滑にするべく、当社が業務契約締結の上、ＳＭＯに医療機関の

サポートを委託する取引を行う場合があります。

３．株式会社プリカーサは、システムのカスタマイズ等を委託している持分法非適用関連会社です。

４．現在、当社と業務委託契約を締結している企業は、株式会社プリカーサを除いて、株式会社ランド

フューチャー及び株式会社なうデータ研究所の２社です。
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 サイトサポート事業 サイトサポート事業 

顧   客 

⇒ プロケプト ：大学、研究所、企業等 

  マジコール ：企業等 

  フレスキュア：企業等 

クリニカルポーター株式会社 

サービスの流れ 

資金の流れ 

ＩＲＢ事務局支援等 

製造会社 

当    社 

製造委託 製品 

販売会社 

顧   客 

⇒ 製薬企業及びＣＲＯ並びに 

  大規模臨床試験（研究）を主催する 

  学会・研究会・医師等 

販売委託 

販売 販売 

大 学 等 

共同研究 

ヘルスケアコミュニケーション事業 

顧  客 

大規模臨床試験を

主催または後援す

る学会・医師・特定

公益法人等 

生活習慣病患者等 

当  社 

医療機器の情報を活用した

臨床試験支援管理システム 

クリノグラフィ株式会社 

医療機器、通信機器販売 

健康情報管理サービス 

データ連結 

医療機器 

製造会社 

通信機器 

製造会社 

業務委託 

業務委託 

製品 

製品 
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関係会社の状況

平成19年10月31日現在 

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合

（％）
関係内容

（連結子会社）      

クリニカルポーター

株式会社
東京都文京区 10,000

サイトサポート事

業
100.0

親会社である当社

から役員及び従業

員の出向を受け入

れている取引のほ

か、当社に経理関

係業務等を委任し

ております。

役員の兼任３名、

従業員の出向１名

があります。

クリノグラフィ

株式会社
東京都文京区 50,000

ヘルスケアコミュ

ニケーション事業
51.0

親会社である当社

から役員及び従業

員の出向を受け入

れている取引のほ

か、当社に経理関

係業務等を委任し

ております。

また、当社がサー

ビスを提供する

「CapTool－EBMソ

リューション」の

カテゴリーにおい

て、受託している

臨床研究に用いる

医療機器等の情報

管理を委託してお

ります。

役員の兼任３名、

従業員の出向１名

があります。

（注）連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「いのちの大切さを尊重し、臨床試験の新しい仕組みの提供を通じて、医療と国民の健康に貢献

する」という経営理念から軸足を移すことなく、拡大するビジネスチャンスに積極的に取り組むとともに、経営環境

の変化に即応すべく、経営管理体制の強化を図りつつ、積極的に事業を展開してまいります。

　当社グループの経営にとってその前提となるのは、下記に記載する経営方針であり、同方針に基づいた対応が必要

不可欠であると考えております。

①　人のいのちに関わる生命関連企業として、高い倫理観を持って行動する。

②　法令の遵守を、全てに優先させた企業行動をとる。

③　企業情報を積極的かつ公正に開示する。

④　会社の資産・情報を適正に管理し、効率的に活用する。

⑤　顧客要求を満足する製品・サービスの品質を確保する。

(2）目標とする経営指標

　当社グループでは、企業価値を図る指標として、連結売上高経常利益率及び営業キャッシュ・フローを重視してい

ます。

　特に連結売上高経常利益率については30％を中期的な目標として、予算管理の徹底を図るとともに、下記の経営戦

略をもって事業に取り組んでおります。

(3）中長期的な会社の経営戦略

①　コアカテゴリーでの確固たる地位の確立

　多施設共同の大規模臨床研究や疫学研究は、主に学会、研究会の医師などが主導で行う、医薬品の使用実態の中

で有効性と安全性、経済性などを評価するための臨床試験であり、さらに疾病の発生頻度とその分布及び危険因子

との関連を検討し、疾病の予防・治療に役立てることを目的に実施されております。

　当社グループでは大規模臨床研究の一連の業務を請け負うトータルソリューションサービスとして、「CapTool－

EBMソリューション」をコアカテゴリーと位置づけ、「CapTool－EBM」を臨床研究支援管理システムのデファクトス

タンダード（業界標準の規格）とすべく事業展開を図っております。

　また、世界共通プロトコル（臨床試験実施計画書）の下、多国間で同時に実施される全世界規模の大規模臨床研

究においても、「CapTool－EBM」によるデータ取得および管理が行われており、更なるグローバル化を推進してい

く方針です。

②　重点育成カテゴリーの強化

　製薬企業は製造販売後の医療用医薬品における安全性、有効性に関する質の高い情報の収集及び伝達が求められ

ると同時に、平成17年４月の改正薬事法においては厳しい企業責任が規定されています。このような状況下、製薬

企業においては、製造販売後調査実施部門のコスト削減と収集データの質の向上を目的とした業務のアウトソーシ

ング化の機運が高まってきております。

　そのような状況の下、「CapTool－PMSソリューション」では、当社グループの重点育成カテゴリーとして位置付

け、「CapTool－PMS」をベースとしたトータルソリューションサービスを自社で行うとともに、製薬企業やＣＲＯ

へのＡＳＰ事業にも注力しております。

(4）会社の対処すべき課題

　当社グループでは、対処すべき課題として以下の項目に取り組んでおります。

①　効率的な組織運営の確立

　規程、マニュアルおよび業務フローをベースとした効率的な組織運営を確立することを前提に取り組んでおりま

す。

②　速やかな情報開示体制の確立

　速やかな情報開示体制の確立のため、コンプライアンス（法令遵守）を重視した情報開示（ディスクロージャー）

の徹底、不正行為の防止あるいは適正な事業活動の維持・確保を目的とした経営システム（コーポレート・ガバナ

ンス）の構築および意思決定プロセスの透明性・迅速性の向上を基本方針として取り組んでおります。

③　CapToolの大規模臨床研究市場でのデファクト化及び国際共同研究への参画

　当社グループがコア事業として位置付ける我が国における大規模臨床研究市場は未成熟の市場であり、今後も拡

大するものと予想しております。今後この市場への他社の参入等を鑑みた場合、当社グループが更なる成長を図る

ため、臨床試験の効率的、高品質且つ廉価なサービスの提供を中心とした事業の更なる強化に取り組んでおります。
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④　顧客ニーズの継続把握と顧客満足度の向上

　顧客ニーズの適時把握とそれに基づいた商品やサービスの提供が必要不可欠であると考え、顧客の求めるニーズ

に合致したサービスを提供すべく、顧客との綿密な打ち合わせを行い臨床研究支援管理システム「CapTool」のカス

タマイズを行うとともに、バージョンアップにも努めております。

⑤　人材の確保と人材育成の強化

　人材の確保に関しては、これまでは、中途採用を中心に採用活動を展開してまいりましたが、今後は新卒者の定

期採用にも力を入れることで、安定した人材の確保を図る方針であります。

　また、人材育成の強化に関しては、コンプライアンス教育をはじめとする定期的な研修会の開催、ＯＪＴ制度の

充実を図るとともに、そのときに使用する研修プログラムや対応マニュアルの更なるブラッシュアップに努めてい

く方針であります。

⑥　情報管理の徹底

　更なる情報管理の質の向上を図るべく、平成18年２月に第三者機関の認証としてプライバシーマークを取得いた

しました。また、各臨床試験への「CapTool」の提供に際して、適宜システムバリデーション（電子データ処理シス

テムが、完全性・正確性・信頼性及び意図された性能についての顧客要求を満たしていることを保証し、文書化す

ること）を実施しております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年４月30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   1,382,782   1,257,632   1,352,155  

２．受取手形及び売掛金   768,602   1,315,619   983,892  

３．たな卸資産   63,052   64,920   33,396  

４．繰延税金資産   37,155   20,687   30,961  

５．その他   18,692   92,136   79,179  

流動資産合計   2,270,285 91.0  2,750,997 93.3  2,479,585 92.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※  63,500   57,205   61,736  

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  69,514   57,920   64,245   

(2) その他  5,320 74,834  11,620 69,540  - 64,245  

３．投資その他の資産   86,372   69,790   86,668  

固定資産合計   224,706 9.0  196,536 6.7  212,649 7.9

資産合計   2,494,991 100.0  2,947,534 100.0  2,692,235 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金   144,340   321,652   276,036  

２．未払金   53,825   62,673   34,616  

３．未払法人税等   83,891   80,194   63,621  

４．前受金   84,794   97,267   49,557  

５．その他   15,474   31,593   35,355  

流動負債合計   382,326 15.3  593,382 20.1  459,189 17.1

負債合計   382,326 15.3  593,382 20.1  459,189 17.1

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   784,200 31.4  790,886 26.9  786,826 29.2

２　資本剰余金   948,324 38.0  955,010 32.4  950,950 35.3

３　利益剰余金   349,475 14.0  574,208 19.5  462,446 17.2

株主資本合計   2,082,000 83.4  2,320,104 78.8  2,200,223 81.7

Ⅱ　少数株主持分   30,664 1.3  34,046 1.1  32,823 1.2

純資産合計   2,112,664 84.7  2,354,151 79.9  2,233,046 82.9

負債純資産合計   2,494,991 100.0  2,947,534 100.0  2,692,235 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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   974,796 100.0  1,339,452 100.0  2,274,354 100.0

Ⅱ　売上原価   504,616 51.8  772,819 57.7  1,298,295 57.1

売上総利益   470,180 48.2  566,632 42.3  976,059 42.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  282,703 29.0  353,271 26.4  588,114 25.8

営業利益   187,476 19.2  213,361 15.9  387,944 17.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  131   1,231   787   

２．負ののれん償却額  1,915   -   1,915   

３. 雑収入  113 2,160 0.2 235 1,466 0.1 113 2,816 0.1

経常利益   189,636 19.4  214,827 16.0  390,760 17.2

Ⅴ　特別損失           

１．固定資産除却損 ※２ -   -   393   

２．投資有価証券評価損  -   15,999   -   

３．減損損失 ※３ - - - 1,147 17,147 1.3 - 393 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益

  189,636 19.4  197,680 14.7  390,367 17.2

法人税、住民税及び
事業税

 74,027   74,829   153,375   

法人税等調整額  6,147 80,174 8.2 9,866 84,695 6.3 12,398 165,774 7.3

少数株主利益（損
失） 

  -   1,222 0.1  2,159 0.1

中間（当期）純利益   109,462 11.2  111,761 8.3  222,433 9.8
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）                    

株主資本
少数株主持分  純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 240,012 1,951,738 - 1,951,738

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 10,400 10,399  20,800  20,800

中間純利益   109,462 109,462  109,462

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額(純額)

    30,664 30,664

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

10,400 10,399 109,462 130,262 30,664 160,926

平成18年10月31日残高
（千円）

784,200 948,324 349,475 2,082,000 30,664 2,112,664

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）                    

株主資本
少数株主持分  純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 4,060 4,059  8,120  8,120

中間純利益   111,761 111,761  111,761

株主資本以外の項目の中間連結会計期間
中の変動額(純額)

    1,222 1,222

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

4,060 4,059 111,761 119,881 1,222 121,104

平成19年10月31日残高
（千円）

790,886 955,010 574,208 2,320,104 34,046 2,354,151

前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本
少数株主持分  純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 240,012 1,951,738 - 1,951,738

連結会計年度中の変動額

新株の発行 13,026 13,025  26,051  26,051

当期純利益   222,433 222,433  222,433

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額(純額)

    32,823 32,823

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 222,433 248,485 32,823 281,308

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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     

税金等調整前中間（当期）純利益  189,636 197,680 390,367

減価償却費  18,409 20,588 41,783

受取利息  △131 △1,231 △787

固定資産除却損  - - 393

減損損失  - 1,147 -

投資有価証券評価損  - 15,999 -

売上債権の増減額（△：増加）  △251,483 △331,727 △466,151

たな卸資産の増減額（△：増加）  △27,898 △31,523 1,757

仕入債務の増減額（△：減少）  16,540 45,615 148,237

未払金の増減額（△：減少）  5,700 24,953 1,487

前受金の増減額（△：減少）  △2,449 47,710 △37,686

その他  △27,740 △18,388 △68,810

小計  △79,416 △29,175 10,591

利息の受取額  146 1,231 764

法人税等の支払額  △176,355 △56,564 △276,179

営業活動によるキャッシュ・フロー  △255,625 △84,509 △264,823

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △50,000 △50,000 △50,000

定期預金の払出による収入  50,000 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出  △60,996 △6,418 △76,585

無形固定資産の取得による支出  △13,491 △12,978 △24,191

投資有価証券の取得による支出  △16,000 - △16,500

保証金の差入による支出  △27,703 - △27,999

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる収入

 59,914 - 59,914

その他  12,480 1,262 12,885

投資活動によるキャッシュ・フロー  △45,795 △18,134 △72,475

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  20,800 8,120 26,051

財務活動によるキャッシュ・フロー  20,800 8,120 26,051

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △280,620 △94,523 △311,247

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,613,403 1,302,155 1,613,403

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 ※ 1,332,782 1,207,632 1,302,155
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．連結の範囲に関する事

項

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社 

　上記のうち、クリノグラフィ

株式会社については、当中間連

結会計期間において新たに株式

を取得したため、連結の範囲に

含めております。

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社 

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社 

　上記のうち、クリノグラフィ

株式会社については、当連結会

計年度において新たに株式を取

得したため、連結の範囲に含め

ております。

(2）非連結子会社

該当する会社はありません。 

(2）非連結子会社

　　　　　同左

(2）非連結子会社

　　　　　同左

２．持分法の適用に関する

事項

（１）持分法適用の関連会社数

該当する会社はありません。 

（２）持分法を適用していない関連会

社である株式会社プリカーサは、

中間純損益（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

いても中間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持分法の

適用範囲から除外しております。

（１）持分法適用の関連会社数

　　　　　　　同左

（２）　　　  同左

（１）持分法適用の関連会社数

　　　　　　　同左

（２）持分法を適用していない関連会

社である株式会社プリカーサは、

当期純損益（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持分法の適用

範囲から除外しております。

３．連結子会社の中間決算

日（決算日）等に関す

る事項

　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の中間決算日は、９月30日

であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、中間決算日現在の財務諸表を

使用しております。但し、中間決算

日までの期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

　　　　　　　同左 　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の決算日は、３月31日であ

ります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。但し、当連結会計年度末日

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

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

　　 その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法に

よっております。 

②　たな卸資産

ａ　 商品

主に移動平均法による原価

法によっております。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

　　 その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　　同左

②　たな卸資産

ａ　 商品

　　　　　　　同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

　　 その他有価証券

時価のないもの

　　　　　　　同左

②　たな卸資産

ａ　 商品

　　　　　　　同左

 ｂ　 原材料

総平均法による原価法に

よっております。

ｂ　 原材料

　　　　　　　同左

ｂ　 原材料 

　　　　　　　同左

 ｃ 　仕掛品 

個別法による原価法によっ

ております。

ｃ 　仕掛品 

　　　　　　　同左

ｃ   仕掛品

　　　　　　　同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(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

定率法によっております。 

但し建物（附属設備を除く）

については、定額法を採用し

ております。

なお主な耐用年数は以下のと

おりです。

 建物　　　　　８～50年

 工具器具備品　３～15年

(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）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

定額法によっております。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　無形固定資産

　　　　　同左

②　無形固定資産

　　　　　同左

(3）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。 

(3）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　同左

(3）重要なリース取引の処理方法

　　　　　　同左

(4）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(4）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　　　　　同左

(4）その他連結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

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書（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投資からなっ

ております。

 同左  同左
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準

　当中間連結会計期間より「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,082,000千円です。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

―――――――――― 　当連結会計年度より「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,200,223千円です。

 役員賞与に関する会計基準 　当中間連結会計期間より「役員賞

与に関する会計基準」(企業会計基

準委員会　平成17年11月29日　企業

会計基準第４号)を適用しておりま

す。

  これによる損益への影響はありま

せん。

―――――――――― 　当連結会計年度より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４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。

表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動におけるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収入」

は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「貸付金の

回収による収入」は550千円であります。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動におけるキャッシュ・フローの「保証金の差入による支出」

は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなったため

「その他」に含めております。

　なお、当中間連結会計期間の「その他」に含まれている「保証金の

差入による支出」は316千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年10月31日）

前連結会計年度
（平成19年４月30日）

※　有形固定資産の減価償却累計額

18,220千円

※　有形固定資産の減価償却累計額

36,102千円

 ※　有形固定資産の減価償却累計額

30,693千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

です。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

です。

※１．販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおり

です。

役員報酬 50,350千円

給料手当 66,325千円

役員報酬   72,480千円

給料手当   85,564千円

不動産賃借料  42,927千円

役員報酬 107,400千円

給料手当 124,558千円

不動産賃借料  71,797千円

※２．　──────────── ※２．　──────────── ※２．固定資産除却損の内容は次のと

おりです。

建物    184千円

工具器具備品   208千円

※３．　──────────── ※３．減損損失

　当中間連結会計期間において当

社グループは以下の資産グループ

について減損損失を計上しており

ます。

（１）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類
金額
(千円)

東京都文京
区

セルサイ
エンス事
業

工具・器
具及び備
品

1,147

（２）減損損失の認識に至った経緯

　セルサイエンス事業において、

事業計画と実績との著しい乖離が

連続しているため。

（３）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用

に当たって、事業の種類別セグメ

ント毎にグルーピングしてしてお

ります。

（４）回収可能額の算定方法

　減損損失の測定に使用した回収

可能額は使用価値であり、将来

キャッシュ・フローがマイナスで

あるため、全額回収不可能である

と判断し、算定しました。

※３．　────────────
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注） 36,150 1,095 - 37,245

合計 36,150 1,095 - 37,245

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加1,095株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。

当中間連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注） 38,760 273 - 39,033

合計 38,760 273 - 39,033

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加273株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。

前連結会計年度（自　平成18年５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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注） 36,150 2,610 - 38,760

合計 36,150 2,610 - 38,760

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加2,610株は、新株予約権の権利行使による新株の発行であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

※　現金及び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

（平成18年10月31日現在） （平成19年10月31日現在） （平成19年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,382,782千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物1,332,782千円

現金及び預金勘定 1,257,632千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物1,207,632千円

現金及び預金勘定 1,352,155千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物1,302,155千円
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（リース取引関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）

 

エビデンス
ソリュー
ション
事業

（千円）

サイト
サポート
事業

（千円）

セル
サイエンス

事業
(千円) 

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高                    
　　　　  

　
    

(1）外部顧客に対する売上高 936,022 19,434 19,340 - 974,796 - 974,796

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - - - - - -

計 936,022 19,434 19,340 - 974,796 - 974,796

営業費用 584,864 15,480 36,680 824 637,849 149,469 787,319

営業利益又は営業損失（△） 351,158 3,953 △17,340 △824 336,946 △149,469 187,476

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要なサービス

(1）エビデンスソリューション事業　…　臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2）サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3）セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供

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の金額は152,119千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成19年10月31日）

 

エビデンス
ソリュー
ション
事業

（千円）

サイト
サポート
事業

（千円）

セル
サイエンス

事業
(千円) 

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高                  
　　　　  

　
    

(1）外部顧客に対する売上高 1,241,869 25,882 5,073 66,626 1,339,452 - 1,339,452

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 2,182 - 4,097 6,279 △6,279 -

計 1,241,869 28,065 5,073 70,723 1,345,732 △6,279 1,339,452

営業費用 809,408 24,597 12,094 69,473 915,574 210,517 1,126,091

営業利益又は営業損失（△） 432,460 3,467 △7,020 1,249 430,158 △216,796 213,361

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要なサービス

(1）エビデンスソリューション事業　…　臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2）サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3）セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供
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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の金額は224,230千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

 

エビデンス
ソリュー
ション
事業

（千円）

サイト
サポート
事業

（千円）

セル
サイエンス

事業
（千円）

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,158,785 49,142 24,965 41,460 2,274,354 - 2,274,354

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- - - 3,107 3,107 △3,107 -

計 2,158,785 49,142 24,965 44,567 2,277,462 △3,107 2,274,354

営業費用 1,451,029 33,120 69,317 36,928 1,590,396 296,014 1,886,410

営業利益又は営業損失（△） 707,755 16,022 △44,351 7,639 687,065 △299,121 387,944

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要なサービス

(1）エビデンスソリューション事業　…　臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2）サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3）セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供

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の金額は305,719千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日　至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成18年10月31日）、当中間連結会計期間（自平成19年５月１

日　至平成19年10月31日）及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19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）

前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日

至　平成19年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額 55,900.14円

１株当たり中間純利益金額 2,955.34円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
2,590.04円

１株当たり純資産額     59,439.57円

１株当たり中間純利益金額      2,870.44円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額
     2,669.50円

１株当たり純資産額 56,765.31円

１株当たり当期純利益金額      5,907.54円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
      5,275.00円

　（注）１株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日

至　平成19年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益　　　　　　（千円） 109,462 111,761 222,433

普通株主に帰属しない金額　　　（千円） - - -

普通株式に係る中間（当期）純利益金額

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
109,462 111,761 222,433

期中平均株式数（千株） 37 38 37

    

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
   

中間（当期）純利益調整額　　　（千円） - - -

普通株式増加数　　　　　　　　（千株） 5 2 4

　（うち新株予約権） (5) (2) (4)

　（注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

 
前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日

至　平成19年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

　純資産の部の合計額　　　　　　（千円） 2,112,664 2,354,151 2,233,046

純資産の部の合計額から控除する金額

　　　　　　　　　　　　　　　（千円）
30,664 34,046 32,823

（うち少数株主持分） (30,664) (34,046) (-32,823)

普通株式に係る中間期末（期末）の

純資産額　　　　　　　　　　　（千円）
2,082,000 2,320,104 2,200,223

１株当たり純資産額の算定に用いられた中

間期末（期末）の普通株式の数　（千株）
37 39 38

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年５月１日

至　平成19年10月31日）

前連結会計年度

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４月30日）

 　該当事項はありません。 　　　　　　　　　同左 　　　　　　　　　同左
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年10月31日）
当中間会計期間末

（平成19年10月31日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年４月30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  1,275,877   1,187,920   1,233,536   

２．売掛金  756,416   1,253,353   970,772   

３．たな卸資産  60,738   61,165   30,890   

４．その他  56,629   113,334   108,784   

流動資産合計   2,149,662 89.1  2,615,773 91.7  2,343,952 90.3

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 62,531   56,051   60,474   

２．無形固定資産           

(1) ソフトウェア  69,514   57,920   64,245   

(2) その他  5,320   11,620   －   

無形固定資産合計  74,834   69,540   64,245   

３．投資その他の資産  125,952   109,791   126,248   

固定資産合計   263,318 10.9  235,383 8.3  250,968 9.7

資産合計   2,412,980 100.0  2,851,156 100.0  2,594,951 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  143,196   315,656   273,744   

２．未払金  50,514   58,933   32,507   

３．未払法人税等  77,134   76,583   51,120   

４．前受金  59,903   79,675   27,600   

５．その他 ※２ 13,936   28,142   32,845   

流動負債合計   344,684 14.3  558,992 19.6  417,819 16.1

負債合計   344,684 14.3  558,992 19.6  417,819 16.1

           
（純資産の部）           
           
Ⅰ　株主資本           
           
  １．資本金   784,200 32.5  790,886 27.7  786,826 30.3
           
  ２．資本剰余金           
           
  (1) 資本準備金  948,324   955,010   950,950   
           
   資本剰余金合計   948,324 39.3  955,010 33.5  950,950 36.7
           
  ３．利益剰余金           
           
  (1) その他利益剰余金           
           
　　　繰越利益剰余金  335,770   546,267   439,354   
           
   利益剰余金合計   335,770 13.9  546,267 19.2  439,354 16.9
           

株主資本合計   2,068,296 85.7  2,292,164 80.4  2,177,131 83.9
           
   純資産合計   2,068,296 85.7  2,292,164 80.4  2,177,131 83.9
           
   負債純資産合計   2,412,980 100.0  2,851,156 100.0  2,594,951 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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   955,362 100.0  1,247,055 100.0  2,185,751 100.0

Ⅱ　売上原価   500,437 52.4  724,771 58.1  1,269,021 58.1

売上総利益   454,924 47.6  522,284 41.9  916,729 41.9

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  273,227 28.6  324,623 26.0  557,045 25.4

営業利益   181,697 19.0  197,661 15.9  359,684 16.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  2,893 0.3  6,764 0.5  7,477 0.3

経常利益   184,590 19.3  204,425 16.4  367,162 16.8

Ⅴ　特別損失   - -  17,147 1.4  208 0.0

税引前中間（当
期）純利益

  184,590 19.3  187,278 15.0  366,953 16.8

法人税、住民税及
び事業税

 73,025   71,325   144,242   

法人税等調整額  5,920 78,945 8.2 9,040 80,365 6.4 13,481 157,723 7.2

中間（当期）純利
益

  105,645 11.1  106,912 8.6  209,229 9.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）　　　　　　　　　　　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

　中間会計期間中の変動額

新株の発行 10,400 10,399  20,800 20,800

中間純利益   105,645 105,645 105,645

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

10,400 10,399 105,645 126,445 126,445

平成18年10月31日残高
（千円）

784,200 948,324 335,770 2,068,296 2,068,296

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）　　　　　　　　　　　

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131

　中間会計期間中の変動額

新株の発行 4,060 4,059  8,120 8,120

中間純利益   106,912 106,912 106,912

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

4,060 4,059 106,912 115,032 115,032

平成19年10月31日残高
（千円）

790,886 955,010 546,267 2,292,164 2,292,164

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

 その他利益剰余金

繰越利益剰余金 

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

　事業年度中の変動額

新株の発行 13,026 13,025  26,051 26,051

当期純利益   209,229 209,229 209,229

事業年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 209,229 235,281 235,281

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１．資産の評価基準及び評

価方法

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっ

ております。

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

 

その他有価証券

 時価のないもの

 同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

　　　同左

 

その他有価証券

 時価のないもの

 同左

(2）たな卸資産

　　商品

　移動平均法による原価法によっ

ております。

(2）たな卸資産

　　商品

　　　同左

(2）たな卸資産

商品

　　　同左

　　原材料

　　総平均法による原価法によって

おります。

　　原材料

　　　同左

原材料

　　　同左

　　仕掛品

　　個別法による原価法によってお

ります。

　　仕掛品

　　　同左

 仕掛品

　　　同左

２．固定資産の減価償却の

方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

　　定率法によっております。

 　　但し建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用してお

ります。

 　　なお主な耐用年数は以下のとお

りです。

　　　同左 　　　同左

建物　　　　　８～50年

工具器具備品　３～15年

(2）無形固定資産

　　定額法によっております。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）無形固定資産

　　　　　同左

(2）無形固定資産

　　　　　同左

３．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。

　　　　　同左  　　　　　　　同左

４．その他中間財務諸表

（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

 　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　同左

消費税等の会計処理

　　　　　　 同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準

　当中間会計期間より「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は2,068,296千円です。

　なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

―――――――――― 　当事業年度より「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,177,131千円です。

　なお、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の

財務諸表等規則により作成していま

す。

役員賞与に関する会計基準 　当中間会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会　平成17年11月29日　企業会計

基準第４号）を適用しております。

これによる損益への影響はありませ

ん。

―――――――――― 　当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会

　平成17年11月29日　企業会計基準

第４号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はあ

りません。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年10月31日）

当中間会計期間末
（平成19年10月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

17,132千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

34,765千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

29,340千円

※２　消費税等の取扱い

 　　　仮払消費税及び仮受消費税は相

殺のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。

※２　消費税等の取扱い

同左

※２　　─────────

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 130千円

経営指導料 2,650千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息    1,129千円

経営指導料    5,400千円

※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 732千円

経営指導料  6,600千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産 9,055千円

無形固定資産 9,145千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産  9,578千円

無形固定資産   10,779千円

　２　減価償却実施額

有形固定資産 21,547千円

無形固定資産 19,734千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成18年10月31日）

該当事項はありません。　　　　

当中間会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成19年10月31日）

該当事項はありません。　　　　

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

該当事項はありません。　　　　
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６．その他
(1) 役員の異動

　現時点において、該当事項はありません。

(2) 生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

前年同期比（％）

エビデンスソリューション事業（千円） 1,241,869 32.7

サイトサポート事業（千円） 25,882 33.2

セルサイエンス事業（千円） 5,073 △73.8

ヘルスケアコミュニケーション事業（千円） 66,626 -

合計（千円） 1,339,452 37.4

（注）１．金額は販売金額によっております。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３．ヘルスケアコミュニケーション事業は、主に平成18年９月に新たに株式を取得し連結子会社化したクリノグ

ラフィ株式会社が行っている事業であり、前中間連結会計期間は生産実績がないため、前年同期比は記載し

ておりません。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②　受注状況

当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
受注高
（千円）

前年同期比 
（％）

受注残高
（千円）

前年同期比 
（％）

エビデンスソリューション事業 500,409 △29.4 3,285,137 5.6

サイトサポート事業 31,144 83.9 19,202 47.1

セルサイエンス事業 15,795 66.0 10,722 402.4

ヘルスケアコミュニケーション事業 87,765 116.3 42,686 5.2

合計 635,115 △18.1 3,357,747 6.1

（注）１．金額は販売金額によっております。

２．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．当社の中核事業であるエビデンスソリューション事業では、顧客が学会、研究会、特定公益法人及び大学等

が中心であり、手続きが多岐に渡ることを背景に契約までに時間を要する案件も散見されます。一方、顧客

は早期に臨床試験を開始したいとのニーズが強く、当社に対し契約を締結することを前提に試験の開始を要

請する場合があります。そこで当社では、契約が締結される時期以前より契約が締結されることを前提とし

てサービス活動を行っておりますので、原価計算を精緻に行う必要性を鑑み、毎週取締役及び常勤監査役が

出席し開催する経営会議において、契約が締結可能であるかどうかを十分協議の上、間違いなく契約できる

と判断した案件に付き、受注として認識しております。
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③　販売実績

当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当中間連結会計期間

(自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日)

前年同期比（％）

エビデンスソリューション事業（千円） 1,241,869 32.7

サイトサポート事業（千円） 25,882 33.2

セルサイエンス事業（千円） 5,073 △73.8

ヘルスケアコミュニケーション事業（千円） 66,626 -

合計（千円） 1,339,452 37.4

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．ヘルスケアコミュニケーション事業は、主に平成18年９月に新たに株式を取得し連結子会社化したクリノグ

ラフィ株式会社が行っている事業であり、前中間連結会計期間は生産実績がないため、前年同期比は記載し

ておりません。

３．最近２連結会計年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

あります。

なお、相手先は各連結会計年度において販売実績が10％以上の先を記載しておりますが、当該相手先が当該

連結会計年度以外の連結会計年度において販売実績が10％未満の場合の場合も記載しております。

相手先

前中間連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成18年10月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ＡＳＴＲＯ研究会 - - 423,821 31.6

財団法人国際協力医学研究振興財団 280,689 28.8 226,868 16.9

Ｊ－ＰＲＥＤＩＣＴ 191,180 19.6 192,819 14.4

財団法人日本心臓財団 193,173 19.8 90,057 6.7

財団法人日本ワックスマン財団 122,125 12.5 7,095 0.5

４．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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