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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10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2四半期 1,333 ― 46 ― 47 ― 10 ―
20年4月期第2四半期 1,339 37.4 213 13.8 214 13.3 111 2.1

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2四半期 272.49 260.42
20年4月期第2四半期 2,870.44 2,669.50

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2四半期 2,971 2,295 75.1 56,967.13
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2四半期  2,231百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― 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   

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 3,020 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2四半期 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2四半期 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2四半期 39,177株 20年4月期第2四半期 38,935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２四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）におけるわが国経済は、米国のサプ

プライムローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱を受け、経済の減速による企業収益の圧迫や個人消費の

落ち込みが進み、景気は後退局面に差し掛かっております。 

 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２四半期連結累計期間の売上高は1,333百万円、営業利益は46百万円、経常利益は47百万円、

四半期純利益は10百万円となりました。 

 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1,240百万円、営業利益は310百万円となりまし

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21百万円、営業利益は4百万円となりました。 

 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1百万円、営業損失は6百万円となりまし

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

事業立上げ費用の影響により、売上高は69百万円、営業損失は41百万円となりました。  

  

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２四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112百万円減の2,971百万円となりました。

 資産につきましては、前連結会計年度末より売掛金が263百万円増加しましたが、現金及び預金が422百万円減少

したことを主因に、流動資産は前連結会計年度末比104百万円減少し、2,665百万円となりました。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56百万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68百万円減少

し、675百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益を10百万円獲得した一方、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44百万円減少し、2,295百万円となりました。 

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累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422百万円減少し、909百万円となりました。 

 当第２四半期連結累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、291百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純利益47百万

円を獲得した一方、売上債権が263百万円増加及びたな卸資産が92百万円増加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、81百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得73百万円による

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、49百万円となりました。これは配当金の支払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、引き続き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、またシステム環境の向上等原価を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事業立上げ費用負担があること及び現時点

では先行きの経済情勢が不透明で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にお応えすべく、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、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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年10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 959,239 1,381,380

売掛金 1,316,734 1,053,556

商品 22,796 28,791

仕掛品 242,752 142,072

原材料及び貯蔵品 810 3,151

その他 123,094 161,319

流動資産合計 2,665,427 2,770,272

固定資産   

有形固定資産 119,157 119,300

無形固定資産   

ソフトウエア 84,761 90,985

無形固定資産合計 84,761 90,985

投資その他の資産 82,621 82,006

固定資産合計 286,540 292,293

繰延資産 19,675 21,990

資産合計 2,971,644 3,084,556

負債の部   

流動負債   

買掛金 495,411 551,772

未払法人税等 58,501 3,268

その他 121,856 189,271

流動負債合計 675,769 744,312

負債合計 675,769 744,312

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 482,144 520,440

株主資本合計 2,231,801 2,270,097

少数株主持分 64,073 70,146

純資産合計 2,295,874 2,340,243

負債純資産合計 2,971,644 3,084,556



（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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 1,333,740

売上原価 875,054

売上総利益 458,686

販売費及び一般管理費 412,507

営業利益 46,178

営業外収益  

受取利息 1,166

還付加算金 1,154

違約金収入 1,000

雑収入 275

営業外収益合計 3,595

営業外費用  

創立費償却 123

開業費償却 2,191

為替差損 249

営業外費用合計 2,564

経常利益 47,209

税金等調整前四半期純利益 47,209

法人税、住民税及び事業税 55,228

法人税等調整額 △15,071

法人税等合計 40,157

少数株主損失（△） △3,622

四半期純利益 10,675



（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８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 628,328

売上原価 424,537

売上総利益 203,791

販売費及び一般管理費 202,356

営業利益 1,434

営業外収益  

受取利息 965

還付加算金 1,154

違約金収入 1,000

雑収入 192

営業外収益合計 3,311

営業外費用  

創立費償却 61

開業費償却 1,095

為替差損 342

営業外費用合計 1,499

経常利益 3,247

税金等調整前四半期純利益 3,247

法人税、住民税及び事業税 23,163

法人税等調整額 △12,436

法人税等合計 10,727

少数株主利益 632

四半期純利益 △8,112



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年10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 47,209

減価償却費 38,033

受取利息及び受取配当金 △1,166

開業費償却額 2,191

創立費償却額 123

売上債権の増減額（△は増加） △263,177

たな卸資産の増減額（△は増加） △92,343

仕入債務の増減額（△は減少） △56,361

未払金の増減額（△は減少） △53,349

前受金の増減額（△は減少） 15,248

その他 35,078

小計 △328,513

利息及び配当金の受取額 1,166

法人税等の還付額 35,861

営業活動によるキャッシュ・フロー △291,485

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 △73,227

無形固定資産の取得による支出 △10,005

その他 1,948

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,283

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △46,921

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 △49,371

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △422,141

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 909,239



 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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

 （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 … 臨床試験支援管理システム「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 

  

  

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 
 576,375  13,050  840  38,061  628,328  －  628,328

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  60  －  3,186  3,246  △3,246  －

計  576,375  13,110  840  41,248  631,575  △3,246  628,328

営業利益又は営業損失

（△） 
 122,704  4,283  △2,773  △13,726  110,487  △109,052  1,434

  

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 
 1,240,782  21,898  1,794  69,266  1,333,740  －  1,333,740

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  1,185  －  6,254  7,439  △7,439  －

計  1,240,782  23,083  1,794  75,520  1,341,180  △7,439  1,333,740

営業利益又は営業損失

（△） 
 310,851  4,720  △6,462  △41,657  267,451  △221,273  46,178



〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10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。  

  

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結会計期間（自平成20年８月１日 至平成20年10月31日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成20年10月31日） 

 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。  

  

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成19年５月１日 
至 平成19年10月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高    1,339,452  100.0

Ⅱ 売上原価    772,819  57.7

売上総利益    566,632  42.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費    353,271  26.4

営業利益    213,361  15.9

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  1,231     

２．負ののれん償却額  －     

３．雑収入  235  1,466  0.1

経常利益    214,827  16.0

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損  －     

２．投資有価証券評価損  15,999     

３．減損損失  1,147  17,147  1.3

税金等調整前中間純利益    197,680  14.7

法人税、住民税及び事業
税 

 74,829     

法人税等調整額  9,866  84,695  6.3

少数株主利益    1,222  0.1

中間純利益    111,761  8.3

        



（２）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19年５月１日 
至 平成19年10月31日）

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  197,680

減価償却費  20,588

受取利息  △1,231

減損損失  1,147

投資有価償却評価損  15,999

売上債権の増減額（△：増加）  △331,727

たな卸資産の増減額（△：増加）  △31,523

仕入債務の増減額（△：減少）  45,615

未払金の増減額（△：減少）  24,953

前受金の増減額（△：減少）  47,710

その他  △18,388

小計  △29,175

利息の受取額  1,231

法人税等の支払額  △56,564

営業活動によるキャッシュ・フロー  △84,509

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  △6,418

無形固定資産の取得による支出  △12,978

その他  1,262

投資活動によるキャッシュ・フロー  △18,134

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  8,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  8,120

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △94,523

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中間期末残高  1,207,632

    



（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

（百万円） 

前中間連結会計期間（自 平成20年５月１日 至 平成20年10月31日） 

 （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 … 臨床試験支援管理システム「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。  

  

  

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  432,460  3,467  △7,020  1,249  430,158  △216,796  213,361

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

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。 

  

〔海外売上高〕 

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

海外売上高がないため該当事項はありません。 
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