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1.  平成21年4月期第3四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成21年1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3四半期 1,799 ― △35 ― △36 ― △44 ―
20年4月期第3四半期 1,920 22.1 194 △27.5 195 △27.5 97 △36.7

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4月期第3四半期 △1,125.72 ―
20年4月期第3四半期 2,507.70 2,334.00

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3四半期 3,326 2,239 65.5 55,568.92
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3四半期  2,177百万円 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  有   

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） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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3四半期 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3四半期 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3四半期 39,177株 20年4月期第3四半期 39,057株



 当第３四半期連結累計期間（平成20年５月１日から平成21年1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深刻化、景気の急減速ならびに急速な円高等により、輸出企

業を中心として大きな打撃を受けており、一層厳しい状況になりました。 

 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３四半期連結累計期間の売上高は1,799百万円、営業損失は35百万円、経常損失は36百万円、

四半期純損失は44百万円となりました。  

 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、エビデンスソリューション事業の売上高は1,671百万円、

営業利益は357百万円となりました。 

 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、サイトサポート事業の売上高は34百万円、営業利益は7百万円となりました。 

 セルサイエンス事業におきましては、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、セルサイエンス事業の売上高は１百万

円、営業損失は7百万円となりました。 

 ヘルスケアコミュニケーション事業におきましては、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立ち上げ後の販路拡

張に時間を要し、ヘルスケアコミュニケーション事業の売上高は90百万円にとどまり、営業損失は56百万円となり

ました。  

  

(1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四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241百万円増の3,326百万円となりました。

 資産につきましては、前連結会計年度末より売掛金が415百万円増加及び現金及び預金が243百万円減少したこと

を主因に、流動資産が前連結会計年度末比263百万円増加し、3,033百万円となりました。また、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83百万円、未払金が42百万円の減少及び1年内返済予定の長期借入金が100百万円

増加したことを主因に、流動負債が前連結会計年度末比57百万円減少し、687百万円となりました。また、長期借

入金の増加400百万円により、負債合計は前連結会計年度末比342百万円増加し1,087百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純損失を44百万円計上し、また利益剰余金取崩しによる配当48百万円を行ったこ

とを主因に、純資産合計では前連結会計年度末の純資産合計に対し101百万円減少し、2,239百万円となりました。

  

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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243百万円減少し、1,087百万円となりました。 

 当第３四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、611百万円となりました。これは主として、売上債権の増加415百万円及びたな

卸資産の増加151百万円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による支出69百

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） 

 財務活動によって得られた資金は、449百万円となりました。これは主として、長期借入れによる収入500百万

円及び配当金の支払額47百万円によるものであります。 

  

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 



  国内外の経済は、米国から始まった金融危機より世界経済が悪化し、日経平均株価がバブル後の最安値を更新する

など景気の先行き不透明感も強く、雇用縮小や一般消費の伸び悩み等、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、現時点では先行きの経済情勢が不透明であり、また当第３四半期連結

累計期間において四半期純損失44百万円を計上しておりますが、第４四半期に大型案件による売上計上が見込まれる

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、平成21年３月２日発表の「平成21年４月期 配当予想の修正に関

するお知らせ」に記載のとおり、無配とさせていただきます。  

  

該当事項はありません。  

   

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．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

・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３四半期連結会計期間末
(平成21年１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 1,137,789 1,381,380

売掛金 1,469,124 1,053,556

商品 18,946 28,791

仕掛品 302,845 142,072

原材料及び貯蔵品 3,900 3,151

その他 101,387 161,319

流動資産合計 3,033,993 2,770,272

固定資産   

有形固定資産 112,726 119,300

無形固定資産   

ソフトウエア 81,478 90,985

無形固定資産合計 81,478 90,985

投資その他の資産 79,579 82,006

固定資産合計 273,784 292,293

繰延資産 18,518 21,990

資産合計 3,326,297 3,084,556

負債の部   

流動負債   

買掛金 468,766 551,772

1年内返済予定の長期借入金 100,000 －

未払法人税等 738 3,268

その他 117,669 189,271

流動負債合計 687,174 744,312

固定負債   

長期借入金 400,000 －

固定負債合計 400,000 －

負債合計 1,087,174 744,312

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 427,366 520,440

株主資本合計 2,177,023 2,270,097

少数株主持分 62,098 70,146

純資産合計 2,239,122 2,340,243

負債純資産合計 3,326,297 3,084,556



（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５月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,799,106

売上原価 1,214,468

売上総利益 584,637

販売費及び一般管理費 620,434

営業損失（△） △35,797

営業外収益  

受取利息 1,178

還付加算金 1,154

違約金収入 1,000

雑収入 291

営業外収益合計 3,624

営業外費用  

支払利息 54

固定資産除却損 726

創立費償却 185

開業費償却 3,286

為替差損 469

雑損失 11

営業外費用合計 4,733

経常損失（△） △36,905

税金等調整前四半期純損失（△） △36,905

法人税、住民税及び事業税 17,522

法人税等調整額 △4,728

法人税等合計 12,794

少数株主損失（△） △5,597

四半期純損失（△） △44,102



（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11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 465,365

売上原価 339,414

売上総利益 125,951

販売費及び一般管理費 207,927

営業損失（△） △81,975

営業外収益  

受取利息 12

雑収入 16

営業外収益合計 28

営業外費用  

創立費償却 61

開業費償却 1,095

支払利息 54

固定資産除却損 726

為替差損 219

雑損失 11

営業外費用合計 2,168

経常損失（△） △84,115

税金等調整前四半期純損失（△） △84,115

法人税、住民税及び事業税 △37,705

法人税等調整額 10,342

法人税等合計 △27,362

少数株主損失（△） △1,974

四半期純損失（△） △54,777



（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５月１日 
 至 平成21年１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損失（△） △36,905

減価償却費 47,088

受取利息及び受取配当金 △1,178

固定資産除却損 726

支払利息 54

開業費償却額 3,286

創立費償却額 185

売上債権の増減額（△は増加） △415,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △151,675

仕入債務の増減額（△は減少） △83,005

未払金の増減額（△は減少） △42,218

前受金の増減額（△は減少） 3,289

その他 48,350

小計 △627,571

利息及び配当金の受取額 1,178

利息の支払額 △784

法人税等の還付額 15,533

営業活動によるキャッシュ・フロー △611,644

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 △69,252

無形固定資産の取得による支出 △13,180

その他 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,932

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 500,000

配当金の支払額 △47,563

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 449,986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △243,590

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 1,087,789



 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11月１日 至平成21年１月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年５月１日 至平成21年１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  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成21年１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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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 
 430,694  12,955  －  21,716  465,365  －  465,365

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  345  －  1,924  2,269  △2,269  －

計  430,694  13,300  －  23,640  467,635  △2,269  465,365

営業利益又は営業損失

（△） 
 46,674  2,964  △1,196  △15,064  33,377  △115,353  △81,975

  

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 
 1,671,476  34,853  1,794  90,982  1,799,106  －  1,799,106

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  1,530  －  8,179  9,709  △9,709  －

計  1,671,476  36,383  1,794  99,161  1,808,816  △9,709  1,799,106

営業利益又は営業損失

（△） 
 357,525  7,684  △7,658  △56,722  300,829  △336,626  △35,797

〔所在地別セグメント情報〕 



当第３四半期連結会計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年５月１日 至平成21年１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。 

  

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目  

前年同四半期 

（平成20年４月期 

第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,920,908

Ⅱ 売上原価  1,174,039

売上総利益  746,868

Ⅲ 販売費及び一般管理費  552,823

営業利益  194,044

Ⅳ 営業外収益  1,537

１ 受取利息  1,231

２ 雑収入  306

経常利益  195,582

Ⅶ 特別損失  17,147

１ 投資有価証券評価損  15,999

２ 減損損失  1,147

税金等調整前四半期純利益  178,435

法人税、住民税及び事業税  78,198

少数株主利益  2,498

四半期純利益  97,738

   



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前年同四半期 
（平成20年４月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  178,435

減価償却費  31,269

受取利息  △1,231

投資有価証券評価損   15,999

減損損失  1,147

売上債権の増減額（△：増加）   △456,461

たな卸資産の増減額（△：増加）   △30,085

仕入債務の増減額（△：減少）   70,982

未払金の増減額（△：減少）   10,585

前受金の増減額（△：減少）   △3,880

その他   △46,517

小計   △229,756

利息の受取額   1,231

法人税等の支払額   △135,120

営業活動によるキャッシュ・フロー   △363,645

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  △18,155

無形固定資産の取得による支出  △28,198

その他  1,652

投資活動によるキャッシュ・フロー  △44,702

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの払込による収入  35,000

株式の発行による収入  9,880

財務活動によるキャッシュ・フロー  44,880

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △363,467

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四半期末残高  938,688

    



前年同四半期（平成20年４月期第３四半期） 

  

  

前年同四半期（平成20年４月期第３四半期） 

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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

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  1,778,329  40,933  10,583  91,060  1,920,908  －  1,920,908

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  2,488  －  6,971  9,459  △9,459  －

計  1,778,329  43,421  10,583  98,032  1,930,367  △9,459  1,920,908

営業利益  528,631  9,102  △14,327  △1,567  521,839  △327,794  194,044

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前年同四半期（平成20年４月期第３四半期） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  



当社は、平成21年３月２日付の取締役会において、ソネット・エムスリー株式会社による当社株式に対する公開

買付けについて賛同意見を表明することを決議いたしました。 

詳細につきましては、平成21年３月２日発表の「ソネット・エムスリー株式会社による当社株式に対する公開買

付けに関する賛同意見表明のお知らせ」をご覧ください。 

  

  

  

６．その他の情報 
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