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1.  平成21年4月期第1四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年7月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年4月期第1四半期 705 ― 44 ― 43 ― 18 ―

20年4月期第1四半期 748 79.7 219 211.4 219 211.6 116 189.8

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年4月期第1四半期 479.58 456.31
20年4月期第1四半期 3,008.21 2,789.30

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

21年4月期第1四半期 2,876 2,303 77.8 57,174.22
20年4月期 3,084 2,340 73.6 57,944.64

（参考） 自己資本  21年4月期第1四半期  2,239百万円 20年4月期  2,270百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年4月期 ― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00
21年4月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 1,400 ― 35 ― 33 ― 2 ― 50.96
通期 3,020 18.5 202 41.2 200 38.2 83 43.1 2,111.96

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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（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等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務情報等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年６月12日発表の連結業績予想を修正しておりません。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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性
的な情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年4月期第1四半期 39,177株 20年4月期 39,177株

② 期末自己株式数 21年4月期第1四半期 0株 20年4月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第1四半期 39,177株 20年4月期第1四半期 38,841株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰に伴う石油関連製品や食品の価格上昇などによ

り消費者心理は悪化しており、それにより企業収益へのマイナス影響も懸念される等、景気の減速感が強まって来て

おります。また、海外においてもエネルギー価格の上昇やサブプライムローン問題を背景に、景気は減速局面となっ

て来ております。

　このような経済状況のもとで、当社グループは積極的な受注活動を推進するとともに、臨床試験支援管理システム

「CapTool」の更なる付加価値の創造に注力し、顧客満足度の向上に努め、参入企業との差別化を図っております。

またそれに加えて、採算性を重視した受注活動の強化及び業務効率化を目指した社内システムの早期開発と運用が、

今後の事業拡大には必要不可欠と判断し、社内体制の一層の強化とガバナンスの強化を推進しております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は705百万円、営業利益は44百万円、経常利益は43百万円、四半

期純利益は18百万円となりました。

　エビデンスソリューション事業は、主に「CapTool」を用いて臨床研究支援を行う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業務の新規案件の獲得に注力するとともに、顧客満足度の向

上を目的とした業務の質の向上に注力した結果、売上高は664百万円、営業利益は188百万円となりました。

　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

た結果、売上高は8,847千円、営業利益は436千円となりました。

　セルサイエンス事業では、主に過冷却装置「マジコール」等の販売に注力しましたが、海外での販路構築が予想以

上に時間を要し、前連結会計年度同様低調に推移した結果、売上高は954千円、営業損失は3,688千円となりました。

　ヘルスケアコミュニケーション事業では、事業が拡大傾向にあるものの、平成20年２月に「ヘルスケア・コミュニ

ケーション・サービス」の提供を目的としてQualcomm Incorporatedと合弁により設立したケルコム株式会社の事業

立上げの初期費用が、計画通り推移し、売上高は31百万円、営業損失は27百万円となりました。

　なお、セグメント上消去又は全社費用として、112百万円計上しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末比208百万円減の2,876百万円となりました。

　資産につきましては、前連結会計年度末より売掛金が316百万円増加しましたが、現金及び預金が534百万円減少

したことを主因に、流動資産は前連結会計年度末比199百万円減少し、2,570百万円となりました。なお、固定資産

及び繰延資産においては、主要な増減はありませんでした。

　負債につきましては、買掛金が145百万円減少したことを主因に、流動負債は前連結会計年度末比171百万円減少

し、573百万円となりました。

　純資産につきましては、四半期純利益を18百万円獲得した一方、利益剰余金取崩しによる配当48百万円を行った

結果、純資産合計では前連結会計年度末の純資産合計に対し36百万円減少し、2,303百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの概況

　　当第１四半期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。）の残高は、前連結会計年度

末に比べて534百万円減少し、796百万円となりました。

　当第１四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）

　営業活動に使用された資金は、446百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益43百万

円を獲得した一方、売上債権が316百万円増加及び仕入債務が145百万円減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動に使用された資金は、55百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得50百万円による

ものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動に使用された資金は、32百万円となりました。これは主として、配当金の支払29百万円によるもので

あります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　国内外の経済は、サブプライムローンに端を発する金融不安、原油・素材価格の高騰、為替・株価の変動等懸念材

料も多く、当社グループを取り巻く経営環境は、不透明且つ予断を許さない状況にあります。

　当社グループでは、受注活動の強化及び提供するサービスの質を高めることにより顧客満足度の向上を図り、また

原価低減するための諸施策を強化し、今後とも業績向上に取り組んでまいる所存であります。

　平成21年４月期の業績予想につきましては、ケルコム株式会社における初期費用負担があることなどを勘案し、前

回決算発表時（平成20年６月12日）に公表しました第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想を据え置いておりま

す。

　なお、当期の１株当たり配当金につきましては、期末1,250円と前期と同様の配当を行うことを予定しております。

今後とも皆様のご期待のお応えすべく、更なる企業価値向上に努めてまいりたく存じます。

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）

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

１．簡便な会計処理

固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

２．四半期連結財務諸表作成に係る特有の会計処理

該当事項はありません。

(3) 四半期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

・会計処理基準に関する事項の変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

なお、この変更が、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

３．リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、この変更が、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 846,739 1,381,380

売掛金 1,370,101 1,053,556

商品 22,015 28,791

仕掛品 174,623 142,072

原材料及び貯蔵品 6,262 3,151

その他 151,138 161,319

流動資産合計 2,570,879 2,770,272

固定資産   

有形固定資産 112,722 119,300

無形固定資産   

ソフトウエア 90,373 90,985

その他 112 －

無形固定資産合計 90,486 90,985

投資その他の資産 81,474 82,006

固定資産合計 284,683 292,293

繰延資産 20,833 21,990

資産合計 2,876,396 3,084,556

負債の部   

流動負債   

買掛金 406,131 551,772

未払法人税等 33,569 3,268

その他 133,341 189,271

流動負債合計 573,042 744,312

負債合計 573,042 744,312

純資産の部   

株主資本   

資本金 792,766 792,766

資本剰余金 956,890 956,890

利益剰余金 490,257 520,440

株主資本合計 2,239,914 2,270,097

少数株主持分 63,440 70,146

純資産合計 2,303,354 2,340,243

負債純資産合計 2,876,396 3,084,556



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

売上高 705,412

売上原価 450,516

売上総利益 254,895

販売費及び一般管理費 210,151

営業利益 44,743

営業外収益  

受取利息 200

雑収入 175

営業外収益合計 376

営業外費用  

創立費償却 61

開業費償却 1,095

営業外費用合計 1,157

経常利益 43,962

税金等調整前四半期純利益 43,962

法人税、住民税及び事業税 32,065

法人税等調整額 △2,635

法人税等合計 29,429

少数株主損失（△） △4,255

四半期純利益 18,788



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 43,962

減価償却費 15,477

受取利息及び受取配当金 △200

開業費償却額 1,095

創立費償却額 61

売上債権の増減額（△は増加） △316,544

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,885

仕入債務の増減額（△は減少） △145,641

未払金の増減額（△は減少） △40,177

前受金の増減額（△は減少） △5,691

その他 35,575

小計 △440,967

利息及び配当金の受取額 200

法人税等の支払額 △5,772

営業活動によるキャッシュ・フロー △446,539

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

定期預金の払戻による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △50,846

無形固定資産の取得による支出 △5,524

その他 445

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,924

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △29,727

少数株主への配当金の支払額 △2,450

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △534,641

現金及び現金同等物の期首残高 1,331,380

現金及び現金同等物の四半期末残高 796,739



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日　至平成20年７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 664,406 8,847 954 31,204 705,412 - 705,412

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 1,125 - 3,068 4,193 △4,193 -

計 664,406 9,972 954 34,272 709,605 △4,193 705,412

営業利益又は営業損失（△） 188,147 436 △3,688 △27,931 156,964 △112,220 44,743

　（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

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日　至平成20年７月31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

当第１四半期連結累計期間（自平成20年５月１日　至平成20年７月31日）

　海外売上高は、連結売上高が10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 748,992

Ⅱ　売上原価 347,403

売上総利益 401,589

Ⅲ　販売費及び一般管理費 182,216

営業利益 219,372

Ⅳ　営業外収益 199

受取利息 1

雑収入 197

経常利益 219,571

Ⅴ　特別損失 15,999

投資有価証券評価損 15,999

税金等調整前四半期純利益 203,571

法人税、住民税及び事業税 88,018

少数株主損失 △1,291

四半期純利益 116,844



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年４月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 203,571

減価償却費 10,103

受取利息 △1

投資有価証券評価損　 △15,999

売上債権の増減額（△：増加）　 △309,923

たな卸資産の増減額（△：増加）　 △33,445

仕入債務の増減額（△：減少）　 34,828

未払金の増減額（△：減少）　 24,157

前受金の増減額（△：減少）　　 △9,259

その他 △25,611

小計 △89,581

利息の受取額 1

法人税等の支払額 △56,653

営業活動によるキャッシュ・フロー △146,233

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

定期預金の払出による収入　 50,000

有形固定資産の取得による支出 △5,352

無形固定資産の取得による支出 △4,121

その他 890

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,584

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 5,740

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,740

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額）

△149,078

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,302,155

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,153,077



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期）

 

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 707,951 12,318 2,862 25,861 748,992 - 748,992

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
- 573 - 2,845 3,418 △3,418 -

計 707,951 12,891 2,862 28,706 752,411 △3,418 748,992

営業利益又は営業損失（△） 340,066 344 △3,099 △3,287 334,023 △114,650 219,372

ｂ．所在地別セグメント情報

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期）

　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

前年同四半期（平成20年４月期第１四半期）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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