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1.  平成21年8月期第1四半期の業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

（注）１ 当社は、当事業年度より第１四半期業績を開示しているため、前第１四半期実績及び対前年同四半期増減率の記載は行っておりません。 
   ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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8月期第1四半期 1,381 ― 88 ― 68 ― 36 ―
20年8月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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8月期第1四半期 14.62 ―
20年8月期第1四半期 ― ―

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8月期第1四半期 2,555 1,252 49.0 482.24
20年8月期 2,376 998 42.0 425.24

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  1,252百万円 20年8月期  998百万円

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8月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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2四半期累計期間 3,032 ― 166 ― 158 ― 95 ― 37.42
通期 6,476 18.4 588 20.4 577 20.4 346 22.7 134.56

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

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

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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8月期第1四半期  2,597,600株 20年8月期  2,347,600株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第1四半期  2,501,446株 20年8月期第1四半期  ―株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により、予想した数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．業績予想に関する定
性的情報をご覧ください。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な

金融危機の深刻化から、欧米経済の減速及び急激な円高等の影響を受け国内企業の収益も急速に悪化

し、個人消費も低迷する等、景気は停滞感が強まって参りました。  

 医薬品業界におきましては、後発医薬品の使用促進や薬価切り下げ等の医療費抑制策の基調が継続

し、主力製品が特許切れとなる「2010年問題」が迫る中で、新薬開発のためバイオベンチャー買収等の

大型M&Aが活発化する等、国際的な競争激化が進んでおります。  

 その中で、当社の属するCRO業界は製薬会社の研究開発費の増加や開発のスピードアップ、効率化を

目指したアウトソーシング化の推進を背景として市場規模は着実に拡大しております。  

 このような環境において、当社は国内外の顧客からの新薬開発支援業務の新規受注を順調に獲得する

ことができました。  

 この結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は1,381,054千円、営業利益は88,672千円、経常

利益は68,556千円、四半期純利益は36,575千円となりました。  

  なお、当事業年度より第１四半期決算短信を作成しているため、前第１四半期会計期間との比較は行

っておりません。  

 業務別の業績は以下のとおりであります。  

       ①モニタリング業務  

      当業務における売上高は、既存プロジェクトの着実な進捗及び新規プロジェクトの受注が

       順調に推移したことにより、1,236,972千円となりました。  

    ②データマネジメント業務  

       当業務における売上高は、14,107千円となりましたが、新規受注の拡大により生産実績は 

       順調に推移しております。 

   ③ファーマコヴィジランス業務  

     当業務における売上高は、営業体制の強化を図り、既存プロジェクトの遂行及び特定派

       遣の受託が拡大した結果、88,249千円となりました。  

   ④その他業務  

     当業務における売上高は、既存プロジェクトの遂行及び業務拡大に向けた体制整備を図っ

       た結果、41,725千円となりました。  

  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報
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① 財政状態の分析  

 当第１四半期会計期間末における流動資産は現金及び預金の増加143,376千円、プロジェクトの

進行に伴う仕掛品の増加34,710千円等により、前事業年度末と比較して180,278千円増加し

2,115,997千円となりました。 

 固定資産では敷金の増加による投資その他の資産の増加3,671千円等がありましたが、大阪支店

の設備除却による有形固定資産の減少3,509千円により、前事業年度末と比較して1,148千円減少し

439,567千円となりました。その結果、当第１四半期会計期間末における総資産は2,555,564千円と

前事業年度末と比較して179,129千円増加いたしました。 

 負債の部においては、未払費用の増加203,138千円があった一方、法人税等の支払による未払法

人税等の減少151,286千円、賞与引当金の減少96,647千円、長期借入金（１年以内返済予定を含

む）の返済20,001千円、社債の償還（１年以内償還予定を含む）40,000千円等により、当第１四半

期会計期間末における負債合計は1,302,901千円と前事業年度末と比較して75,231千円減少いたし

ました。 

 純資産の部では、四半期純利益36,575千円、株式の発行による資本金及び資本剰余金の増加

253,000千円があった一方、配当金の支払35,214千円がありました。その結果、当第１四半期会計

期間末における純資産は1,252,662千円と前事業年度末と比較して254,361千円増加いたしました。

② キャッシュ・フローの分析  

 営業活動によるキャッシュ・フローでは29,213千円の収入となりました。この主な要因は税引前

四半期純利益62,660千円、減価償却費14,096千円、未払費用の増加203,590千円等がありました

が、たな卸資産の増加34,425千円、賞与引当金の減少96,647千円、法人税等の支払171,699千円等

によるものであります。  

 投資活動によるキャッシュ・フローでは25,126千円の支出となりました。この主な要因は有形固

定資産の取得による支出13,314千円、無形固定資産の取得による支出7,597千円、敷金及び保証金

の差入による支出4,609千円等によるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローでは139,288千円の収入となりました。この主な要因は長期

借入金の返済による支出20,001千円、社債の償還による支出40,000千円、配当金の支払35,214千円

があった一方、株式の発行による収入246,869千円があったためであります。 

  

平成21年８月期の業績予想については、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益に変更はありませ

んが、１株当たり当期純利益の金額を修正しております。これは、算定上の基礎を上場時公募増資

250,000株を考慮した発行済株式総数から期中平均株式総数に変更したことによるものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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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、当事業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。 

 （繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測

やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 （税金費用の計算） 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「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

半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 なお、四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号のただし書きによ

り、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しております。 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当第１四半期会計期間より「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、個別法による原価法(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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

３．リース取引に関する会計基準の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を当第１四

半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更してお

ります。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定す

る定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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 これによる損益に与える影響はありません。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
（平成20年11月30日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年8月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 757,812 614,435

売掛金 929,631 932,878

仕掛品 236,580 201,870

貯蔵品 703 988

その他 191,270 185,545

流動資産合計 2,115,997 1,935,718

固定資産   

有形固定資産 135,712 139,221

無形固定資産 68,290 69,601

投資その他の資産 235,564 231,892

固定資産合計 439,567 440,715

資産合計 2,555,564 2,376,434

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 29,436 180,722

未払費用 299,248 96,109

賞与引当金 104,097 200,744

その他 563,466 565,963

流動負債合計 996,248 1,043,540

固定負債   

社債 － 20,000

長期借入金 116,652 136,653

退職給付引当金 110,662 102,867

役員退職慰労引当金 79,339 75,072

固定負債合計 306,653 334,592

負債合計 1,302,901 1,378,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,520 235,020

資本剰余金 261,081 134,581

利益剰余金 630,061 628,700

株主資本合計 1,252,662 998,301

純資産合計 1,252,662 998,301

負債純資産合計 2,555,564 2,376,434
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年9月1日  
至 平成20年11月30日） 

売上高 1,381,054

売上原価 1,004,965

売上総利益 376,089

販売費及び一般管理費 287,417

営業利益 88,672

営業外収益  

受取利息 58

営業外収益合計 58

営業外費用  

支払利息 1,271

社債利息 199

支払保証料 156

株式交付費 6,131

上場関連費用 12,366

その他 49

営業外費用合計 20,173

経常利益 68,556

特別損失  

固定資産除却損 3,327

リース解約損 2,568

特別損失合計 5,896

税引前四半期純利益 62,660

法人税等 26,085

四半期純利益 36,575

㈱メディサイエンスプラニング(2182) 平成21年８月期第１四半期決算短信

‐ 7 ‐



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
（自 平成20年9月1日 

 至 平成20年11月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 62,660

減価償却費 14,096

賞与引当金の増減額（△は減少） △96,647

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,266

受取利息及び受取配当金 △58

支払利息及び社債利息 1,470

支払保証料 156

株式交付費 6,131

上場関連費用 12,366

売上債権の増減額（△は増加） 3,247

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,425

未払費用の増減額（△は減少） 203,590

その他 18,240

小計 202,892

利息及び配当金の受取額 58

利息の支払額 △1,633

保証料の支払額 △403

法人税等の支払額 △171,699

営業活動によるキャッシュ・フロー 29,213

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △13,314

無形固定資産の取得による支出 △7,597

敷金及び保証金の差入による支出 △4,609

敷金及び保証金の回収による収入 394

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,126

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入金の返済による支出 △20,001

社債の償還による支出 △40,000

株式の発行による収入 246,869

株式上場に伴う支出 △12,366

配当金の支払額 △35,214

財務活動によるキャッシュ・フロー 139,288

現金及び現金同等物に係る換算差額 1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,376

現金及び現金同等物の期首残高 614,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 757,812
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当社は、平成20年10月７日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」に上場し、上場にあたり、平成20年10月６日に公募増資による払込を受けました。この結果、当第

１四半期累計期間において資本金が126,500千円、資本準備金が126,500千円増加し、当第１四半期会計

期間末において資本金が361,520千円、資本準備金が261,081千円となっております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱メディサイエンスプラニング(2182) 平成21年８月期第１四半期決算短信

‐ 10 ‐




