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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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３四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3四半期 1,333 ― 276 ― 243 ― 139 ―
20年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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3四半期 11.34 ―
20年3月期第3四半期 ― ―

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3四半期 993 764 76.9 61.77
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  767百万円 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 1,943 152.6 460 91.2 426 86.3 257 86.7 20.83

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  

（注）詳細は、３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) 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、３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） 上記の連結業績予想につきましては平成21年１月23日に公表しました内容から変更をしておりません。詳細につきましては平成21年１月23日付の「通期業績 
  予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
（２） 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。 
(３）  当連結会年度より「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。 

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3四半期  12,370,000株 20年3月期  12,320,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  12,332,545株 20年3月期第3四半期  10,840,000株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国大手証券会社リーマン・ブラザーズの経営破綻に端を発し

た世界的な金融危機の深刻化に加え、株式・為替相場の大幅な変動等により、景気の減速傾向は一層強まり、企業収

益はさらに悪化することが予想されます。 

 このような状況下、当社グループにおきましても、平成21年３月期下期に受託を予定していた数プロジェクトにつ

いて、業務開始の時期が遅延したことにより当初の通期業績予想の売上高を下回る見込みとなりました。しかしなが

ら、国内大手製薬会社からの治験業務受託件数は引き続き拡大いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,333百万円、経常利益は243百万円、四半期純利益は

139百万円となりました。  

  

 当社グループは、当第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同期比においては前期の

財務諸表の数値を利用しております。  

（１）資産の部 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前事業年度末と比べ61百万円増加し、 百万円となりまし

た。 

 これは、主に納税及び配当金の支払等による現金及び預金の減少並びに有価証券、有形固定資産及び差入保証金

の増加によるものであります。  

（２）負債の部 

 負債合計は、前事業年度末と比べ61百万円減少し、 百万円となりました。これは、主に未払法人税等及び未

払消費税等の減少によるものであります。 

（３）純資産の部 

 純資産合計は、前事業年度末と比べ123百万円増加し、 百万円となりました。これは、主に利益剰余金の増加

と公募増資による資本金及び資本準備金の増加によるものであります。 

  

 当第３四半期連結累計期間の売上高は、既に前年通期の売上高を上回る水準で推移しておりますが、平成21年３月

期下期に受託を予定していた数プロジェクトについて、業務開始の時期が遅延したことにより、通期の連結業績は、

売上高1,943百万円（前期比152.6％）、営業利益460百万円（前期比91.2％）、経常利益426百万円（前期比

86.3％）、当期純利益257百万円（前期比86.7％）を予想しております。 

 なお、当社は平成20年７月15日に米国に全額出資子会社であるLINICAL USA,INC.を設立し、平成20年９月25日に当

該子会社の資本金が300千USドルとなったため、当社は第２四半期連結会計期間から当該子会社を連結子会社とする

連結財務諸表作成会社に移行いたしました。 

【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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

993

229

764

３．連結業績予想に関する定性的情報 
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弊社の受託する治験業務では、１年から３年程度の治験実施期間において、症例数や対象疾患に起因する治験の

難易度などにより受託総額が決定します。この実施期間についてクライアントと委受託契約を締結し、契約に従い毎

月売上が発生します。 

受注残高は、既に契約を締結済みの治験業務の受注金額の残高であります。これは、今後１年から３年程度の期

間で発生する売上高を示しており、当社の今後の業績予想の根拠となる指標であります。 

下表のとおり、現時点での受注状況は順調に進捗しており、平成20年３月期末の受注残高に比べ平成21年１月23

日時点の受注残高は52.2％増加しています。当初の計画に従い、当第３四半期連結累計期間における人員の採用は順

調に進んでおり、新規クライアントを含め国内大手製薬会社を中心とする受託業務の拡大を図り、成長性と安定性を

確保してまいります。  

  

表．受注残高の推移 
  

（単位：百万円）

  

  

 平成20年４月21日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年７月15日付にて、当社が全額出資するLINICAL  

USA,INC.をアメリカ合衆国に新たに設立し、平成20年９月25日に当該子会社に対し資本金300千USドルを出資い

たしました。これは、海外における医薬品開発業務の受託を行うための足がかりとして、当社グループの更なる

発展を企図したものであります。 

 新設会社の概要は次のとおりであります。 

① 商号     LINICAL USA,INC. 

② 設立日    平成20年7月15日 

③ 本店所在地  米国カリフォルニア州 

④ 代表者名   辻本 桂吾 

⑤ 資本金    300千USドル 

⑥ 発行済株式数 600株 

⑦ 株主     株式会社リニカル 

         （100％出資） 

⑧ 事業の内容   ＣＲＯ事業 

   

 該当事項はありません。 

  

  

平成19年３月

期末 

平成20年３月

期末（Ａ） 

平成21年３月期 

平成21年３月期

第２四半期末 

平成21年３月期

第３四半期末 

平成21年３月期 

１月23日時点 

（Ｂ） 

増減率％ 

（Ｂ-Ａ）/Ａ 

受注残高 1,924 2,339 2,948 3,239 3,561 52.2％ 

内訳 

武田薬品 733 614 1,219 1,032 1,032 68.0％ 

大塚製薬 427 627 553 480 480 △23.4％ 

エーザイ 763 1,051 986 1,597 1,597 52.0％ 

その他 － 46 189 130 451 880.4％ 

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） 

（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 

（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 

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 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当連結会計年度から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。 
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③ 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となった

ことに伴い、当連結会計年度からこれらの会計基準を適用し、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方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 363,766

売掛金 263,382

有価証券 100,457

前払費用 21,564

繰延税金資産 7,999

立替金 25,760

その他 15,792

流動資産合計 798,722

固定資産  

有形固定資産 49,870

無形固定資産 3,204

投資その他の資産  

差入保証金 137,306

その他 4,580

投資その他の資産合計 141,886

固定資産合計 194,962

資産合計 993,685

負債の部  

流動負債  

短期借入金 50,000

未払金 44,888

未払費用 21,307

未払消費税等 20,234

預り金 30,784

賞与引当金 20,870

リース債務 13,517

流動負債合計 201,602

固定負債  

リース債務 28,041

固定負債合計 28,041

負債合計 229,644

純資産の部  

株主資本  

資本金 214,043

資本剰余金 73,000

利益剰余金 480,760

株主資本合計 767,804

評価・換算差額等  

為替換算調整勘定 △3,763

評価・換算差額等合計 △3,763

純資産合計 764,041

負債純資産合計 993,685
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,333,418

売上原価 629,562

売上総利益 703,855

販売費及び一般管理費 426,968

営業利益 276,887

営業外収益  

受取利息 486

有価証券利息 305

その他 12

営業外収益合計 804

営業外費用  

支払利息 1,502

為替差損 33

株式公開費用 30,626

株式交付費 1,651

創立費償却 508

その他 25

営業外費用合計 34,348

経常利益 243,344

税金等調整前四半期純利益 243,344

法人税、住民税及び事業税 89,350

法人税等調整額 14,082

法人税等合計 103,433

四半期純利益 139,910
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 501,866

売上原価 263,122

売上総利益 238,743

販売費及び一般管理費 161,204

営業利益 77,538

営業外収益  

受取利息 56

有価証券利息 136

その他 30

営業外収益合計 224

営業外費用  

支払利息 464

為替差損 291

株式公開費用 12,872

株式交付費 996

営業外費用合計 14,623

経常利益 63,139

税金等調整前四半期純利益 63,139

法人税、住民税及び事業税 17,679

法人税等調整額 10,262

法人税等合計 27,942

四半期純利益 35,197
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（ 

自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 当連結グループは、同一セグメントに属するＣＲＯ事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた 

め該当事項はありません。 

  

  当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間 

 （自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）    

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情 

 報の記載を省略しております。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間  

 （自平成20年４月１日 至平成20年12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。 

  

 当社は、平成20年10月27日に東京証券取引所マザーズ市場に上場しております。当社は上場にあたり平成20年

９月24日及び平成20年10月７日開催の取締役会において公募増資の決議を行い、平成20年10月24日付で払込みを

受けました。この結果、当第３四半期連結会計期間において資本金が23百万円、資本準備金が23百万円増加し、

当第３四半期連結会計期間末において資本金が214百万円、資本準備金73百万円となっております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

「参考資料」 

 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３四半期に係

る四半期連結損益計算書の記載をしておりません。 
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