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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） 

 

(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3月期第3四半期 13,786 ― 326 ― △97 ― △399 ―

20年3月期第3四半期 13,493 12.8 988 9.5 816 △5.7 177 △60.7

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 △11.70 ―

20年3月期第3四半期 5.17 ―

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 40,066 10,932 27.1 319.66
20年3月期 38,102 12,958 33.8 374.80

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  10,850百万円 20年3月期  12,872百万円

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3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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  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

通期 19,100 △2.8 500 △68.5 10 △99.3 △300 ― △8.79

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、5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) 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、5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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、4ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報
をご覧ください。 
・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。なお、「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」（内閣府令第50号 平成20年8月7日）附則第7条第1項第5号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期適用しており
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3月期第3四半期  34,344,000株 20年3月期  34,344,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  400,088株 20年3月期  80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  34,173,654株 20年3月期第3四半期  34,343,920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３四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題、リーマンショック等による金融市場の混乱、米国、

欧州の景気の減速懸念に伴う円高の進行等により、輸出関連企業の業績をはじめ実体経済への先行きにも大きな不安

感を残しました。

　医薬品業界におきましては、基幹製剤の特許期限に関する「2010年問題」を抱える中で、売上の成長維持を目指し

自社開発を一層強化すると共に、有望製剤の獲得のために、大型M&Aやライセンスイン等活発化しつつあります。

　このような流れを受け、業界再編が加速化される中でメガファーマを中心とする各製薬企業は、事業規模と収益機

会の拡大を目指すと同時に、グローバルな視点からCROとの協業体制を構築することを前提に、各研究開発拠点の統廃

合を進め、アウトソーシング化を推し進めることで、研究開発費や時間コストの合理化を通じて利益構造の改善を目

指す動きが一層顕著になってまいりました。

　当社グループは、世界市場の中で圧倒的なシェアを占める米国での事業を集中的に強化していく方針の下に、これ

まで施設拡張と人員拡充に取り組んでまいりました。その結果、米国前臨床の受注及び受注残高は短期間で、50年の

歴史を有する日本の前臨床事業と比肩し得る規模に達しつつあります。

　当社グループは、金融危機の影響等による短期的な受注動向に捉われず、内部体制の充実と再整備に力を注ぎ、ク

オリティの高いレポートを提供し、顧客の開発固定費の合理化に貢献していく体制をしっかりと維持し、米国市場で

の一層のシェア拡大を目指していく方針です。

　当第３四半期は、前臨床事業において受託試験が大型化、長期化してきているため、売上計上が第４四半期以降に

ずれ込んでおります。また、平成20年11月には当社初の東日本研究施設として群馬県高崎市にバイオアナリシスリサー

チセンターを取得し、同事業所におけるGLP試験の受託にむけ、施設の整備、GLP体制の立ち上げに注力いたしました。

　こうした状況の中、当第３四半期における売上高は13,786百万円と前年同期に比べて292百万円(2.2％)の増加とな

りました。営業利益は326百万円と前年同期に比べて661百万円(66.9％)の減少となり、経常損失は97百万円(前年同

期：経常利益816百万円)となり、四半期純損失は399百万円（前年同期：四半期純利益177百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①前臨床事業

　当事業部門におきましては、受託試験が大型化、長期化してきているため、売上計上が翌事業年度以降にずれ込

んでおります。また、平成20年11月に当社初の東日本研究施設として群馬県高崎市にバイオアナリシスリサーチセ

ンターを取得し、同事業所におけるGLP試験の受託にむけ、施設の整備、GLP体制の立ち上げに注力いたしました。

また、米国における金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュールの調整や試験実施時期

の延期等が生じております。

　そうした中で、売上高は10,328百万円と前年同期と比べて27百万円(0.3％)の増加となりました。営業利益は192

百万円と前年同期に比べて592百万円(75.5％)の減少となりました。

　②臨床事業

　当事業部門におきましては、米国臨床（フェーズⅠ～Ⅲ）事業で医師や医療スタッフの体制が整いつつあること

から、受注は堅調に拡大してきております。中長期的な経営戦略の視点から、ハイクオリティーな試験成果を提供

することにより当社のブランド価値を市場に浸透させることに重点を置き事業を展開いたしております。また、国

内事業では、当社が得意とする疾患分野を中心に採算性を重視しつつ、業容拡大に努めております。

　そうした中で、売上高は3,400百万円と前年同期と比べて218百万円(6.9％)の増加となりました。営業利益は382

百万円と前年同期に比べて24百万円(7.0％)の増加となりました。

　③トランスレーショナル リサーチ事業

　当事業部門におきましては、経鼻投与製剤のグラニセトロン（制吐剤）が米国でフェーズⅠ（臨床）試験を終了

し、フェーズⅡ臨床試験を開始しており、ライセンスアウトに向けた活動も強化しております。

　そうした中で、営業損失は322百万円（前年同期：営業損失212百万円）となりました。

　④その他事業

　当事業部門におきましては、環境分析装置等の販売を行っております。

　売上高は140百万円と前年同期に比べて66百万円(90.3％)の増加となりました。営業損失は４百万円（前年同期：

営業損失13百万円）となりました。
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　所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①日本

　当地域におきましては、米国前臨床事業の支援、国際競争に打ち勝つ人材の育成を目的に中堅のコア人材を米国

に派遣しております。また、受託試験が大型化、長期化してきているため、売上計上が翌事業年度以降にずれ込ん

でおります。また、平成20年11月に当社初の東日本研究施設として群馬県高崎市にバイオアナリシスリサーチセン

ターを取得し、同事業所におけるGLP試験の受託にむけ、施設の整備、GLP体制の立ち上げに注力いたしました。

　そうした中で、売上高は9,147百万円と前年同期と比べて299百万円(3.2％)の減少となりました。営業利益は173

百万円と前年同期に比べて788百万円(82.0％)の減少となりました。

　②北米地域

　当地域におきまして、前臨床事業において金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュー

ルの調整や試験実施時期の延期等が生じております。

　臨床事業については医師や医療スタッフの体制が整い、受注が拡大してきております。中長期的な経営戦略の視

点から、ハイクオリティーな試験成果を提供することにより当社のブランド価値を市場に浸透させることに重点を

置き事業を展開しており、受注も堅調に拡大しております。

　そうした中で、売上高は4,511百万円と前年同期と比べて499百万円(12.5％)の増加となりました。営業利益は341

百万円と前年同期に比べて245百万円(256.5％)の増加となりました。

　③その他の地域

　カンボジアにおきましては、主に当社グループの前臨床事業に質の高い実験動物(霊長類)を安定的に供給するた

め、実験動物の繁殖、育成、検疫、輸出を行っております。また、中国（広州）では、前臨床試験受託に向けＧＬ

Ｐ試験体制の確立に向けた検証試験を実施しております。また、中国（上海）では、前臨床及び臨床試験試料の分

析を、インドでは前臨床試験の統計処理業務の支援を行う体制が整ってきております。

　そうした中で、売上高は688百万円と前年同期に比べて584百万円(45.9％)の減少となりました。営業損失は266百

万円（前年同期：営業損失169百万円）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、純資産の状況に関する分析

　当第３四半期における前連結会計年度末からの財政状態の変動は、以下のとおりとなりました。

　当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,963百万円(5.2％)増加し、40,066百万円とな

りました。流動資産につきましては、有価証券が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,916百万円

(11.0％)増加して19,357百万円となりました。固定資産につきましては、投資有価証券が減少したものの、前臨床施

設の購入及び増設にともない土地及び建設仮勘定が増加した結果、47百万円（0.2％)増加して20,709百万円となりま

した。

　負債は、前連結会計年度末に比べ3,989百万円(15.9％)増加し、29,133百万円となりました。流動負債につきまして

は、未払法人税等及びその他流動負債は減少しましたが、短期借入金及び前受金が増加したことなどにより前連結会

計年度末に比べ604百万円(4.4％)増加して14,226百万円となりました。固定負債につきましては、長期借入金が増加

したことなどにより前連結会計年度末に比べ3,384百万円(29.4％)増加して14,907百万円となりました。

　純資産は、四半期純損失を計上し、また配当金の支払、自己株式の取得及び為替換算調整勘定の減少などにより、

前連結会計年度末に比べ2,025百万円(15.6％)減少し、10,932百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況に関する分析

　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末と比べて1,262百万円

（20.8％）増加し、7,346百万円となりました。

　当第３四半期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）

　営業活動の結果得られた資金は、399百万円となりました。

　主な内訳は、税金等調整前四半期純損失108百万円、減価償却費1,343百万円、たな卸資産の増加額1,131百万円、

前受金の増加額887百万円及び法人税等の支払額514百万円であります。

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、2,312百万円となりました。

　主な内訳は、有形固定資産の取得による支出3,306百万円、投資有価証券の取得による支出592百万円及び投資有

価証券の売却による収入1,479百万円であります。
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　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、3,627百万円となりました。

　主な内訳は、長期借入れによる収入6,000百万円、長期借入金の返済による支出1,574百万円及び自己株式の取得

による支出528百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　最近の業績の動向等を踏まえ、平成20年５月14日に公表した平成21年３月期の通期連結業績予想について、本日(平

成21年２月12日)公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において下記のとおり修正しております。

 
売上高

（百万円）

営業利益

（百万円）

経常利益

（百万円）

当期純利益

（百万円）

１株あたり
当期純利益

（円）

　前回発表予想（Ａ） 21,000 1,600 1,460 300 8.73

　今回発表予想（Ｂ） 19,100 500 10 △300 △8.79

　増減額（Ｂ－Ａ） △1,900 △1,100 △1,450 △600 －

　増減率（％） △9.0 △68.8 △99.3 － －

　前期実績 19,647 1,585 1,049 599 17.46

　今後も金融市場の混乱、米国、欧州経済の先行きは引き続き予断を許さない状況が予想されます。

　医薬品業界におきましては、今後も激しい国際競争の中で経営統合や合併等の業界再編が継続するものの、研究開

発の合理化を強力に推進していく傾向は今後も続くものと考えられます。当社グループは、金融危機の影響等による

短期的な受注動向に捉われず、内部体制の充実と再整備に力を注ぎ、クオリティの高いレポートを提供し、顧客の開

発固定費の合理化に貢献していく体制をしっかりと維持し、米国市場での一層のシェア拡大を目指していく方針です。

　そうした中で、前臨床事業において受託試験が大型化、長期化してきているため、当初予想に比して、売上計上が

翌事業年度以降にずれ込んでおります。また、平成20年11月に当社初の東日本研究施設として群馬県高崎市にバイオ

アナリシスリサーチセンターを取得し、同事業所におけるGLP試験の受託にむけ、施設の整備、GLP体制の立ち上げに

注力いたしました。また、米国における金融危機に端を発した経済危機の中で、前臨床事業においては委託者による

発注スケジュールの調整や試験実施時期の延期等が生じております。

　通期の連結業績見通しにつきましては、その結果、売上高は前回予想を1,900百万円下回り、営業利益は前回予想を

1,100百万円下回る見込となりました。また、経常利益は円高の急速な進行により子会社貸付金等に対する為替の評価

損失等が見込まれるため、前回予想を1,450百万円下回り、当期純利益は前回予想を600百万円下回る見込となりまし

たので、業績予想を修正いたします。
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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たな卸資産の評価方法

　当第３四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　②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固定資産の減価償却費については、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。

（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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産

　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。これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

　③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しております。これによる営業利益、経常損失及び税金等

調整前四半期純損失に与える影響はありません。

　④「リース取引に関する会計基準」等の適用

　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ようになったこ

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、リース取引開始日が会計

基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につきましては、引き続き賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を適用しております。これによる営業利益、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響はありません。

　（注）当連結会計年度より新たに四半期会計基準等が適用されたため、「１.連結経営成績に関する定性的情報」及び

「２.連結財政状態に関する定性的情報」において比較、分析に用いた前年同期の数値は、参考として記載して

おります。
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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) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,985,461 6,094,513

受取手形及び売掛金 1,720,730 1,937,856

有価証券 3,485,834 353,254

たな卸資産 8,942,971 8,218,788

その他 1,249,259 850,393

貸倒引当金 △26,971 △14,155

流動資産合計 19,357,285 17,440,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,314,274 12,726,699

その他（純額） 6,787,594 5,240,475

有形固定資産合計 19,101,868 17,967,174

無形固定資産 330,176 327,194

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,280,806 2,371,333

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 1,277,206 2,367,733

固定資産合計 20,709,252 20,662,102

資産合計 40,066,537 38,102,753

負債の部   

流動負債   

買掛金 362,143 210,263

短期借入金 3,228,517 2,270,817

未払法人税等 91,493 559,927

前受金 8,668,919 8,155,725

その他 1,875,333 2,424,751

流動負債合計 14,226,407 13,621,486

固定負債   

長期借入金 14,897,850 11,510,555

その他 9,401 12,454

固定負債合計 14,907,251 11,523,009

負債合計 29,133,659 25,144,496
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（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) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,391,050 5,391,050

資本剰余金 6,073,450 6,073,450

利益剰余金 376,698 982,740

自己株式 △528,619 △80

株主資本合計 11,312,578 12,447,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △999 15,242

繰延ヘッジ損益 － △27,847

為替換算調整勘定 △460,998 437,548

評価・換算差額等合計 △461,998 424,943

少数株主持分 82,298 86,153

純資産合計 10,932,878 12,958,257

負債純資産合計 40,066,537 38,102,753
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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 13,786,538

売上原価 8,842,118

売上総利益 4,944,419

販売費及び一般管理費 4,617,543

営業利益 326,876

営業外収益  

受取利息 35,448

受取配当金 2,522

投資有価証券売却益 36,525

施設利用料収入 99,243

その他 83,974

営業外収益合計 257,713

営業外費用  

支払利息 204,137

持分法による投資損失 227

為替差損 473,706

その他 3,788

営業外費用合計 681,859

経常損失（△） △97,269

特別利益  

固定資産売却益 301

投資有価証券売却益 35,009

その他 771

特別利益合計 36,082

特別損失  

固定資産売却損 489

固定資産除却損 39,310

その他 7,916

特別損失合計 47,716

税金等調整前四半期純損失（△） △108,903

法人税、住民税及び事業税 62,965

法人税等調整額 233,233

法人税等合計 296,198

少数株主損失（△） △5,123

四半期純損失（△） △399,979
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 △108,903

減価償却費 1,343,497

のれん償却額 2,704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,303

受取利息及び受取配当金 △37,970

支払利息 204,137

為替差損益（△は益） 399,226

持分法による投資損益（△は益） 227

固定資産売却損益（△は益） 188

固定資産除却損 39,310

投資有価証券売却損益（△は益） △71,535

投資有価証券評価損益（△は益） 7,871

売上債権の増減額（△は増加） 184,664

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,131,528

前受金の増減額（△は減少） 887,818

仕入債務の増減額（△は減少） 157,213

未払金の増減額（△は減少） △104,646

未払費用の増減額（△は減少） △105,657

その他 △593,323

小計 1,087,596

利息及び配当金の受取額 37,368

利息の支払額 △211,009

法人税等の支払額 △514,291

営業活動によるキャッシュ・フロー 399,663

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 △94,173

定期預金の払戻による収入 430,106

有価証券の取得による支出 △295,650

有価証券の売却による収入 99,500

有価証券の償還による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △3,306,562

無形固定資産の取得による支出 △113,813

有形固定資産の売却による収入 1,317

投資有価証券の取得による支出 △592,071

投資有価証券の売却による収入 1,479,962

関係会社株式の取得による支出 △2,500

貸付けによる支出 △19,139

貸付金の回収による収入 4,777

その他 △4,330

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,312,576
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △55,747

長期借入れによる収入 6,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,574,534

自己株式の取得による支出 △528,539

配当金の支払額 △203,217

その他 △10,493

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,627,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △452,094

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,262,460

現金及び現金同等物の期首残高 6,083,690

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,346,150
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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。

（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）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショ
ナル

リサーチ
事業

（千円）

その他
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　　
10,310,994 3,380,023 ― 95,520 13,786,538 ― 13,786,538

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
17,025 20,941 ― 45,329 83,296 (83,296) ―

計 10,328,019 3,400,965 ― 140,849 13,869,834 (83,296) 13,786,538

営業利益又は営業損失(△) 192,165 382,820 △322,241 △4,952 247,792 79,084 326,876

（注）１　事業の区分は、創薬のための研究開発プロセスによっております。

２　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はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

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）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の
地域

（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 9,143,690 4,490,573 152,274 13,786,538 ― 13,786,538

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
4,157 20,941 536,209 561,308 (561,308) ―

計 9,147,848 4,511,514 688,484 14,347,847 (561,308) 13,786,538

営業利益又は営業損失（△） 173,440 341,165 △266,116 248,489 78,387 326,876

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国

その他の地域：英国、香港、中国、カンボジア、インド

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はありません。
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〔海外売上高〕

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）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,903,542 717,266 4,620,808

Ⅱ　連結売上高（千円） ―　 ―　 13,786,538

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.3 5.2 33.5

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国、カナダ

その他の地域：スウェーデン、中国、ドイツ他４カ国

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、当第３四半期連結累計期間において、自己株式528,539千円を取得いたしました。なお、当第３四半期

連結会計期間末における自己株式は528,619千円となっております。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  13,493,890 100.0

Ⅱ　売上原価  8,196,059 60.7

売上総利益  5,297,831 39.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  4,309,501 32.0

営業利益  988,329 7.3

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息・配当金 32,318   

２．補助金・助成金 37,122   

３．持分法による投資利益 786   

４．施設利用収入 45,654   

５．その他 32,799 148,680 1.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 186,806   

２．為替差損 132,688   

３．その他 647 320,142 2.3

経常利益  816,868 6.1

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産除却損 47,940   

２．投資有価証券評価損 71,881   

３．のれん償却額 16,588   

４．その他 22 136,433 1.1

税金等調整前四半期純利益  680,434 5.0

法人税、住民税及び事業税 407,911   

法人税等調整額 100,054 507,965 3.7

少数株主損失  5,237 △0.0

四半期純利益  177,707 1.3
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１．税金等調整前四半期純利益 680,434

２．減価償却費 1,303,681

３．のれん償却費 20,060

４．受取利息・配当金 △32,318

５．支払利息 186,806

６．為替差損 19,025

７．固定資産除却損 47,940

８．投資有価証券評価損　 71,881

９．持分法による投資利益 △786

10．売上債権の増加額 △416,833

11．たな卸資産の増加額 △2,301,433

12．前受金の増加額 1,854,080

13．仕入債務の増加額 35,583

14．その他 △236,144

小計 1,231,979

15．利息及び配当金の受取額 25,040

16．利息の支払額　 △192,088

17．法人税等の支払額 △474,195

営業活動によるキャッシュ・フロー 590,736

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１．定期預金の預入による支出　 △270,009

２．定期預金の払出による収入 362,009

３．有形固定資産の取得による支出 △4,034,513

４．有形固定資産の売却による収入　 1,181

５．無形固定資産の取得による支出　 △9,285

６．投資有価証券の取得による支出　 △1,195

７．関係会社株式の取得による支出 △80,200

８．貸付けによる支出 △324,978

９．貸付金の回収による収入 341,807

10．その他 514

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,014,670
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前第３四半期連結累計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

１．長期借入れによる収入　 3,500,000

２．長期借入金の返済による支出　 △1,745,700

３．配当金の支払額 △102,103

４．その他　 △10,493

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,641,702

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △62,242

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,844,473

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 6,814,687

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 4,970,213
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショ
ナル

リサーチ
事業

（千円）

その他事業
（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

10,273,651 3,152,522 5,630 62,086 13,493,890 ― 13,493,890

(2）セグメント間の内部売
上高又は振替高

26,600 29,959 ― 11,939 68,499 (68,499) ―

計 10,300,251 3,182,481 5,630 74,026 13,562,389 (68,499) 13,493,890

営業費用 9,515,968 2,824,589 218,625 87,632 12,646,816 (141,255) 12,505,560

営業利益又は営業損失
（△）

784,282 357,891 △212,995 △13,605 915,573 72,756 988,329

　（注）１　事業の区分は、創薬のための研究開発プロセスによっております。

　　　　２　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はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の地域
（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 9,447,003 3,982,191 64,695 13,493,890 ― 13,493,890

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 29,780 1,208,095 1,237,876 (1,237,876) ―

計 9,447,003 4,011,971 1,272,791 14,731,766 (1,237,876) 13,493,890

営業費用 8,485,081 3,916,265 1,442,543 13,843,890 (1,338,329) 12,505,560

営業利益又は営業損失（△） 961,922 95,705 △169,752 887,876 100,453 988,329

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。　

　　　　２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　北米地域：米国

　　　　　　　その他の地域：英国、香港、中国、カンボシア

　　　　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はありません。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 3,885,297 216,245 4,101,543

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― 13,493,890

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 28.8 1.6 30.4

　注　１　国又は地域の区分は、地理的近隣度によっております。

　　　２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

　　　　　　　北米地域：米国、カナダ

　　　　　　　その他の地域：英国、中国他４ヶ国

　　　３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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