
 

－1－ 

平成 20 年４月 17 日  

各 位 

会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｉ Ｃ メ デ ィ カ ル

代 表 者 名 代表取締役社長 間瀬 正三 

（コード番号：2166）

問 合 せ 先 常務取締役  

執行役員管理部長 
若狭 博義 

（TEL. 03-3818-8575）

 

平成 20 年９月期中間および通期業績予想の修正に関するお知らせ（補足） 

 

記 

 

平成20年４月11日に開示しました当社の中間期および通期業績予想の修正に関する

お知らせに、次の通り補足説明をいたします。 

 

昨年 11 月 30 日付で公表した平成 19 年９月期決算短信の中で、「次期の見通し」とし

て、「医薬品メーカーのＣＲＯに対する依存度は益々高まっており」「国内ＣＲＯ市場が

さらに拡大する可能性は極めて高く」その結果として「派遣ＣＲＡの大幅増や受託業務

の強化等により、ＣＲＯ事業の一層の拡大を図る」こととして、平成 20 年連結業績の

予想を行ないました。 

今般、業績予想の修正を発表した時点で、ＣＲＯ業界の将来性に対する基本的な見方

は当時と変わっていませんが、各事業分野別の変更点について下記に説明いたします。 

 

１． 中間期の業績予想の修正理由 

(1)ＣＲＯ事業（派遣業務） 

前回予想では、前年と同様の強い需要があるものとの前提で、売上高については

1,070 百万円を見込んでいました。ところが、昨年のＣＲＡ不足を経験した製薬会社

の間で、予め自社要員を手当する動き等もあり、ＣＲＡに対する需要が予想したほど

ではありませんでした。こうした背景から、ＣＲＯ事業（派遣業務）の売上の伸びが

前回予想を下回ったため、ＣＲＡの採用を絞り込み、結果として売上高は 917 百万円

になる見込みです。 

 

(2)ＣＲＯ事業（受託業務） 

前回予想では、前回予想作成時に既に受託済みの案件のほかに、受託可能性の高い

案件として、多発性硬化症、泌尿器、癌領域など治験の案件で 74 百万円の売上が計上

できるものと見込み、中間期の売上は 630 百万円と見込みました。しかしながら、受

託可能と見なしていた案件のうち、泌尿器と癌領域をコンペの結果失注し、既存受託

案件の中で２案件が中途解約ならびに中断したことで、売上高は 581 百万円になる見

込みです。 
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(3)ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

前回予想では、当社本体で行なっている薬事申請業務に加え、子会社ミックインタ

ーナショナル社の業績も堅調に進むものとの前提で、売上は 189 百万円を見込んでい

ました。しかしながら、前回予想では中間期 61 百万円（月平均 10 百万円）を見込ん

でいたミックインターナショナル社の売上が、中間期 47 百万円（月平均８百万円弱）

の見込みになることから、ＣＲＯ事業（薬事申請業務）の中間期の売上は、174 百万

円と 15 百万円程度減額する見込みです。 

なお、唯一の連結子会社であるミックインターナショナル社は、医療機器の製造販

売業務(ＭＡＨ)およびＦＤＡ申請業務（欧米市場での薬事許可申請取得）を行なって

おります。ＦＤＡ申請業務については、海外市場への売り込みを目指す中小医療機器

メーカーが見込みに比べ少なかったことから、顧客ニーズが低迷しており、今後の成

長余地も期待できないものと判断していました。このような状況下、同社経営陣から

株式を譲受けたいとの申し出があり、４月 11 日付「子会社の株式譲渡に関するお知ら

せ」の通り、平成 20 年４月末日を以って、当社保有の同社株式の譲渡を決定いたしま

した。ＭＡＨについては、今後も期待できるものと考え、同業務は当社で引き継ぐこ

とにいたしました。また、上述の通り、同社の中間期の月平均売上は８百万円弱を予

想しておりますので、現段階では、同社株式を譲渡することにより、売上への影響は

あるものの、損益的な影響はほとんど無いものと見込んでいます。 

 

(4)その他事業 

前回予想では 16 百万円と見込んでいましたが、研修業務での売上が伸びず 11 百万

円になる見込みです。 

 

(5)損益の状況 

上記の通り、中間期において売上が前回予想に比し、220 百万円減額するものと見

込まれ、人件費、採用費を中心に経費の削減に努めましたが、待機ＣＲＡの費用負担

が補えず、営業利益は 153 百万円、経常利益は 128 百万円になる見込みです。また、

ＩＴ機器の機種変更に伴う除却損２百万円等を計上し、中間純利益は 74 百万円になる

見込みです。 

 

２． 通期業績予想の修正理由 

(1)ＣＲＯ事業（派遣業務） 

前回予想では、下期においても強い需要が続くとの前提で、下期の売上高は 1,400

百万円と見込んでいました。しかしながら、中間期の売上が１.(1)の通り前回予想を

下回ったこと、ならびにＣＲＯ事業（派遣業務）の市場は、今期から来期にかけて減

速感があるものと見ていることから、下期においても、前回予想で見込んでいたＣＲ

Ａの採用者数をある程度絞り込む計画であるため、下期の売上は 1,149 百万円と見込
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み、通期の売上見込みは 2,067 百万円に修正いたしました。 

 

(2)ＣＲＯ事業（受託業務） 

前回予想では、下期においては、上期の新規受託案件が売上に寄与するものと見込

み、さらに下期中に新規受託案件６件を受託しおよそ 130 百万円の売上を計上する前

提で、下期の売上を 746 百万円と見込んでいました。しかしながら、１．(2)の通り、

上期中に失注、中途解約、中断があったことと、下期においては、待機ＣＲＡを優先

的に派遣業務に振り向けるという方針に変更することにしたため、前回予想で下期に

見込んでいた新規受託案件６件は、受託業務のＣＲＡ要員が不足するため売上計上が

見込めず、ＣＲＯ事業（受託業務）の下期売上は 526 百万円、通期売上は 1,107 百万

円になる見込みです。 

なお、新規受託案件の売上計上は今回予想には見込まないものの、中期的に受託業

務の割合を増加させる方針に変更はありません。今後も受託案件獲得のための営業活

動は積極的に進めてまいります。 

 

(3)ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

前回予想では、下期において、当社本体の薬事申請業務と子会社ミックインターナ

ショナル社の売上を全期間見込んでいました。しかしながら、１．(3)の通り、平成

20 年４月末日を以って、当社保有の同社株式を売却するため、同社の売上は４月一ヶ

月間のみ算入することに変更しました。その結果、前回予想では 194 百万円と見込ん

でいた下期売上が、146 百万円になり、通期では 321 百万円になる見込みです。 

 

(4)その他事業 

その他事業での前回予想では、下期では、ＢＩＯ(Biotech Incubation Organization)

業務と研修業務の合計で、17 百万円を見込んでいましたが、拡大が期待できないＢＩ

Ｏ業務からは撤退することとし、研修売上のみ５百万円を見込んでいます。その結果、

通期売上も 17 百万円になる見込みです。 

 

(5)損益の状況 

通期の売上見込みが、前回予想の 4,266 百万円から 3,513 百万円と 17.6％減少する

見込みであることに加え、下期においては、即効性のある稼働率上昇のための施策と

してＣＲＡを優先的に派遣業務に振り向ける予定です。従って、２．(2)の通り、中期

的に単価の高い受託業務の売上割合を増加させる方針に変わりありませんが、今下期

においては一時的に減少する見込みです。また、前回予想時に見込んでいた事務所の

増床の規模が拡大したことで、追加費用 25 百万円を見込み、営業利益については、364

百万円、経常利益は 339 百万円、増床に伴う特別損失 13 百万円も見込み、当期純利益

は 191 百万円になる見込みです。 
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３．業務別の連結売上高の推移 

(1)中間期 

（単位：百万円、％） 

 
前回予想

（中間期）

今回予想

（中間期）
増減額 増減比 

平成 19 年

９月期 

中間実績

ＣＲＯ事業（派遣業務） 1,070 917 △153 △14.3 874

ＣＲＯ事業（受託業務） 630 581 △48 △7.7 501

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 189 174 △14 △7.6 175

その他事業 16 11 △4 △29.3 33

計 1,906 1,685 △220 △11.6 1,584

 

(2)下期 

（単位：百万円、％） 

 
前回予想

（下期）

今回予想

（下期）
増減額 増減比 

平成 19 年

９月期 

下期実績

ＣＲＯ事業（派遣業務） 1,400 1,149 △250 △17.9 883

ＣＲＯ事業（受託業務） 746 526 △220 △29.5 532

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 194 146 △48 △24.9 183

その他事業 17 5 △11 △66.7 18

計 2,359 1,828 △531 △22.5 1,618

 

(3)通期 

（単位：百万円、％） 

 
前回予想

（通期）

今回予想

（通期）
増減額 増減比 

平成 19 年

９月期 

通期実績

ＣＲＯ事業（派遣業務） 2,471 2,067 △404 △16.3 1,757

ＣＲＯ事業（受託業務） 1,376 1,107 △268 △19.5 1,034

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 384 321 △62 △16.3 359

その他事業 34 17 △16 △48.8 52

計 4,266 3,513 △752 △17.6 3,203

 

以上 


