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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）当社は平成20年10月27日付で東京証券取引所マザーズ市場に上場しているため、平成20年３月期第２四半期に係る実績及び対前年同四半期増減率については 
   記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

（注）当社は平成20年３月期中に連結子会社であったアウローラ株式会社の全保有株式を売却し、平成20年３月期の連結貸借対照表を作成していないため、平成20 
   年３月期の数値については記載しておりません。また、平成21年３月期第２四半期中に連結子会社Linical USA, Inc.を設立したため、平成21年３月期第２四半期 
   より連結財務諸表を作成しております。   

(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3月期第2四半期 831 ― 199 ― 180 ― 104 ―
20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3月期第2四半期 8.50 ―
20年3月期第2四半期 ― ―

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3月期第2四半期 966 685 71.0 55.68
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  686百万円 20年3月期  ―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  

（注）平成20年５月10日付で普通株式１株につき10,000株とする株式分割を行っております。平成20年３月期の１株当たり配当金は、当該株式分割後の株式数に基 
   づくものであります。  

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3月期 ― ― ― 4.80 4.80
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 11.00 11.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

（注)平成20年５月10日付で普通株式１株につき10,000株とする株式分割を行っております。  

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 2,655 208.6 1,200 237.6 1,178 238.6 699 235.8 56.67

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）  有  

(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  無  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は平成20年５月10日付で、１株につき10,000株とする株式分割を行っております。平成20年３月期の数値につきましては、株式分割が期首に行われた 
   ものとして算出しております。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１） 上記資料には、本資料発表日現在の将来に関する見通し、計画に基づく予想が含まれています。当該予想と実績の間には、今後様々な要因によって大きく差 
  異が発生する可能性があります。 
（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12号）及び「四半期財務諸表規則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。 
（３） 平成20年10月26日を払込期日とする公募増資を行っております。 
    詳細は、７ページ【定性的情報・財務諸表等】５．四半期連結財務諸表（６）重要な後発事象をご覧ください。  

新規 1 社 （社名 Linical USA, Inc. ） 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3月期第2四半期  12,320,000株 20年3月期  12,320,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,320,000株 20年3月期第2四半期  10,840,000株
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 362,405

売掛金 249,525

有価証券 100,347

仕掛品 584

前払費用 20,873

繰延税金資産 18,262

立替金 22,242

その他 173

流動資産合計 774,415

固定資産  

有形固定資産 47,323

無形固定資産 3,458

投資その他の資産  

差入保証金 136,817

その他 4,536

投資その他の資産合計 141,354

固定資産合計 192,136

資産合計 966,552

負債の部  

流動負債  

短期借入金 50,000

未払金 41,745

未払費用 19,980

未払法人税等 74,977

未払消費税等 15,990

預り金 8,261

賞与引当金 29,739

リース債務 12,221

流動負債合計 252,916

固定負債  

リース債務 27,644

固定負債合計 27,644

負債合計 280,560

純資産の部  

株主資本  

資本金 191,043

資本剰余金 50,000

利益剰余金 445,563

株主資本合計 686,607

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 △615

評価・換算差額等合計 △615

純資産合計 685,991

負債純資産合計 966,552
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 831,551

売上原価 366,439

売上総利益 465,112

販売費及び一般管理費 265,763

営業利益 199,348

営業外収益  

受取利息 429

有価証券利息 168

為替差益 257

その他 12

営業外収益合計 868

営業外費用  

支払利息 1,037

株式公開費用 17,754

株式交付費 655

創立費償却 539

その他 25

営業外費用合計 20,012

経常利益 180,204

税金等調整前四半期純利益 180,204

法人税、住民税及び事業税 71,671

法人税等調整額 3,819

法人税等合計 75,491

四半期純利益 104,713
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 428,622

売上原価 161,656

売上総利益 266,965

販売費及び一般管理費 144,698

営業利益 122,267

営業外収益  

受取利息 399

有価証券利息 88

営業外収益合計 487

営業外費用  

支払利息 597

株式公開費用 14,985

為替差損 177

株式交付費 655

創立費償却 539

営業外費用合計 16,954

経常利益 105,799

税金等調整前四半期純利益 105,799

法人税、住民税及び事業税 55,743

法人税等調整額 △10,942

法人税等合計 44,801

四半期純利益 60,998
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