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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）

 

特別損失の発生および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

当社において、下記のとおり特別損失が発生いたしますので、その概要をお知らせする

とともに、平成 20 年４月 11 日に公表しました平成 20 年９月期通期の業績予想を下記の通

り修正いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．特別損失の発生およびその内容 

(1) 連結 

金融商品に関する会計基準に基づき、当社が唯一保有する非上場株式の評価を厳格に

行った結果、減損処理を行うこととし、投資有価証券評価損 70 百万円を特別損失として

計上いたします。その結果、平成 20 年９月期末の投資有価証券残高は、18 百万円となっ

ております。 

また、業務の効率化を図るため、複数に分かれていた受託部門の事務所を一箇所に集

約いたしました。これに伴い旧事務所の原状回復損３百万円、固定資産除却損５百万円

を特別損失として計上いたします。 

 

(2) 個別 

上記と同じ内容により、投資有価証券評価損 70 百万円、原状回復損３百万円、固定資

産除却損５百万円を特別損失として計上いたします。 

 

２．通期（平成 19 年 10 月１日～平成 20 年９月 30 日）の業績予想の修正 

(1) 連結業績予想の修正 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 3,513 364 339 191

今回修正予想（Ｂ） 3,401 349 328 143

増減額（Ｂ－Ａ） △112 △14 △11 △48

増減率（％） △3.2 △4.0 △3.3 △25.2

前期実績（平成 19 年９月期） 3,203 406 405 241
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(2) 個別業績予想の修正 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

前回発表予想（Ａ） 3,460 357 341 193

今回修正予想（Ｂ） 3,356 343 338 153

増減額（Ｂ－Ａ） △104 △14 △3 △39

増減率（％） △3.0 △4.1 △0.9 △20.5

前期実績（平成 19 年９月期） 3,097 383 401 243

 

３．修正の理由 

(1) 連結業績 

①ＣＲＯ事業（派遣業務） 

平成 20 年４月 11 日公表の修正予想および平成 20 年４月 17 日公表の修正予想の補

足（以下、前回予想）では、ＣＲＯ事業（受託業務）において、上期に失注、中途解

約、中断があったことに伴い、下期においては待機ＣＲＡを優先的にＣＲＯ事業（派

遣業務）に振り向ける方針でありました。しかしながら、ＣＲＯ事業（受託業務）に

おいて、下記の通り、今期売上計上を見込んでいなかった新規受託案件を受注したこ

とに伴い、派遣業務要員だった待機ＣＲＡの一部を新規受託案件に従事させることと

いたしました。さらに、受託要員のＣＲＡ不足を補うため、既に派遣していたＣＲＡ

の一部を契約終了と同時に受託業務にシフトいたしました。 

この結果、ＣＲＯ事業（派遣業務）の売上は、前回予想から 7.9％減の 1,903 百万円

となりました。 

 

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

前回予想では、下期においては新規受託案件の売上計上を見込んでおりませんでし

たが、中期的にＣＲＯ事業（受託業務）の売上割合を増加させる方針のもと、受託案

件獲得のための営業活動を積極的に進めていった結果、前回予想で見込んでいなかっ

たモニタリングの新規受託案件２件を受注することができました。一方、一部の受託

案件において、顧客都合による進捗の遅れにより、売上計上の翌期へのずれ込みが発

生し、ＣＲＯ事業（受託業務）の売上は、前回予想から 6.8％増の 1,183 百万円にとど

まりました。 

 

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

平成 17 年４月に施行された改正薬事法による需要が減速してきたことにより、ＣＲ

Ｏ事業（薬事申請業務）の売上は前回予想から 8.1％減の 295 百万円となりました。 
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④その他事業 

その他事業は、研修業務を行っており、前回予想から 7.1％増の 18 百万円となりま

した。 

 

⑤損益の状況 

営業利益、経常利益については、通期の売上見込みが、前回予想の 3,513 百万円か

ら 3,401 百万円と 3.2％減少する見込みであることを主な要因とし、それぞれ前回予想

から 4.0％減の 349 百万円、3.3％減の 328 百万円となる見込みであります。 

当期純利益については、上記「１．特別損失の発生およびその内容」のとおり、投

資有価証券評価損 70 百万円、原状回復損３百万円、固定資産除却損５百万円を特別損

失として計上したことにより、前回予想から 25.2％減の 143 百万円となる見込みであ

ります。 

 

(2) 個別業績 

連結業績について記載した内容と同じ理由であります。 

 

４．業務別の連結売上高の推移 

（単位：百万円） 

 前回予想 

（通期） 

今回予想 

（通期） 
増減額 増減率(%) 

平成 19年９月期

通期実績 

ＣＲＯ事業（派遣業務） 2,067 1,903 △163 △7.9 1,757

ＣＲＯ事業（受託業務） 1,107 1,183 75 6.8 1,034

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 321 295 △25 △8.1 359

その他事業 17 18 1 7.1 52

計 3,513 3,401 △112 △3.2 3,203

 

５．配当予想 

期末配当につきましては、平成 20 年４月 11 日発表のとおり、１株当たり 3,000 円の

配当を予定しております。 

 

６．来期の業績見通し 

来期の業績見通しにつきましては、平成 20 年 11 月 14 日発表予定の決算短信にて公表

させていただきます。 

 

(注)上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成して

おります。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可能性がありま

す。 

以 上 

 


