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1.  平成21年7月期第2四半期の連結業績（平成20年8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7月期第2四半期 1,839 ― △104 ― △102 ― △142 ―

20年7月期第2四半期 1,710 63.9 95 ― 112 ― △36 ―

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7月期第2四半期 △1,325.52 ―

20年7月期第2四半期 △343.29 ―

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7月期第2四半期 7,614 3,664 44.3 31,631.16
20年7月期 7,829 3,954 46.7 33,971.87

（参考） 自己資本   21年7月期第2四半期  3,376百万円 20年7月期  3,660百万円

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7月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年7月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年7月期（予想） ――― ――― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年7月期の連結業績予想（平成20年8月1日～平成21年7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  
 

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 5,000 21.6 600 58.3 580 59.8 250 762.1 2,320.40

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、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） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
（１）上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不安定 
要素を含んでおります。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。 
（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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年7月期第2四半期  107,740株 20年7月期  107,740株

② 期末自己株式数 21年7月期第2四半期  1,000株 20年7月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年7月期第2四半期  107,276株 20年7月期第2四半期  105,672株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安とその実体経済への影響から、
企業収益、雇用環境、個人消費の悪化など急激な景気減速が見られております。 
 このような状況下でも医療関連産業は、景気動向に対して左右されにくいと一般的には考えられてお
りますが、製薬メーカーにおいても、金融危機による為替変動、株価下落等の経済環境の悪化とこれに
伴う医薬品需要の減少への懸念から、従来以上に新薬開発投資に対しても効率性重視の姿勢をとること
が今後予想されます。 
 実際、製薬メーカーの開発も、難治性疾患を中心とした分野への絞り込みが見られるようになってき
ており、当社グループが主要事業として展開するＳＭＯ市場におきましても、依頼者の今まで以上に
質・量を確保できる委託者選別の動きが進んできております。 
 当社グループといたしましては、引き続きグループ経営の基盤を強化するとともに、持株会社主導の
下、教育、品質保証、書式の統一、共同受注、ＣＲＣの適正配置、優良施設の共同利用、オフィスの統
合等をグループ横断的に推進することによって効率化を図り、依頼者に対して高い付加価値を提供でき
る体制づくりに取り組みました。 
 事業部門別の状況としては、当社グループの主要事業であるＳＭＯ事業においては,売上高1,776百万
円（前年同期比5.1％増）となりました。 
 当社グループはその他の事業として、健康食品の開発支援、販売業務及び大規模臨床試験を行ってお
ります。当該事業は売上高62百万円（前年同期比159.1％）となりました。 
 当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、当初予定を若干上回ったものの、難易度の高い難
治性疾患分野の案件や外注案件の比率が計画より高くなったこと等の理由により、当初見込みに比べて
原価率が上昇した結果、営業損失は104百万円、経常損失は102百万円、四半期純損失は142百万円とな
りました。 
 なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

(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215百万円減の7,614百万円とな
りました。 
 資産につきましては、前連結会計年度末より仕掛品が494百万円増加しましたが、現金及び預金が734
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160百万円減少し、5,312百万円となり、
固定資産及び繰延資産については、減価償却により48百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末
比54百万円減少し、2,302百万円となりました。 
 負債につきましては、前連結会計年度末より短期借入金が325百万円減少しましたが、前受金が750百
万円増加したことを主因に、流動負債は前会計年度末比309百万円増加し、3,745百万円となり、固定負
債については、長期借入金が239百万円減少したことを主因に、前連結会計年度末比234百万円減少し、
204百万円となりました。 
 純資産につきましては、四半期純損失142百万円と利益剰余金取崩しによる配当107百万円を行った結
果、前年連結会計年度末比289百万円減少し、3,664百万円となりました。 
(２) キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期連結会計期間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
計年度末に比べ734百万円減の2,128百万円となりました。 
 当第２四半期連結累計会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） 
  営業活動による資金の増加は49百万円となりました。これは、資金増加要因として前受金の増 
 加額750百万円があったものの、資金減少要因として、たな卸資産の増加額501百万円があったこ 
 とが主な要因であります。         
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
  投資活動による資金の減少は、54百万円となりました。これは、子会社株式の追加取得による 
 支出額37百万円が主な要因であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
  財務活動による資金の減少は、729百万円となりました。短期借入金の返済額300百万円、長期 
 借入金の返済額264百万円及び配当金の支払額106百万円があったことが主な要因であります。 
  

  

【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
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当社グループはＳＭＯ事業を主要な事業としており、当該事業におきましては１年間を超える期間の
試験が多く、売上計上方法については完成基準を採用しております。当連結会計期間に終了する試験の
時期を見積もった結果、第３及び第４四半期連結会計期間中の売上高計上比重が第１・２四半期に比べ
高くなることを想定しております。当第２四半期連結累計期間の連結売上高実績は、ほぼ見積もりの通
りとなっており、通期についても当初計画の5,000百万円の売上高達成を見込めると考えております。 
 利益面については、当第２四半期連結累計期間に終了した試験に占める難治性疾患分野の案件や外注
案件の比率が当初予定より高かった等の理由により原価率が上昇しております。しかし、通期では、終
了予定案件の一部に価格競争の影響が見られるものの、第３及び第４四半期連結会計期間に過年度に受
注した利益率の高い案件の終了も予定され、また、グループ経営強化による効率化の進展による販売費
及び一般管理費の抑制により、当初の計画達成を見込んでおります。従いまして、現時点においては、
平成20年９月11日付「平成20年７月期決算短信」にて発表の通期業績予想に変更はありません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
  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、前連結会計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、前連結会計年度において使用し 
    た将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  
 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
  該当事項はありません。 
  

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 
     従来、棚卸資産については、主として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」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企 
  業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、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。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」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日以降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できることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこ 
  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の方法について 
    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。これによる 
    益に与える影響はありません。 
    なお、リース取引開始日がリース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・ 
  リース取引については、引き続き通常の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。 
  

  

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
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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２四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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,241,062 2,975,997

受取手形及び売掛金 502,873 491,350

商品 11,658 5,039

仕掛品 2,202,502 1,707,744

繰延税金資産 178,413 155,911

その他 179,365 140,494

貸倒引当金 △3,795 △4,404

流動資産合計 5,312,081 5,472,133

固定資産   

有形固定資産   

建物 133,454 128,773

減価償却累計額 △56,405 △48,866

建物（純額） 77,049 79,907

その他 259,312 258,702

減価償却累計額 △189,569 △180,651

その他（純額） 69,742 78,051

有形固定資産合計 146,792 157,958

無形固定資産   

のれん 1,792,450 1,823,978

その他 96,268 114,538

無形固定資産合計 1,888,718 1,938,517

投資その他の資産   

投資有価証券 18,374 26,036

繰延税金資産 68,671 56,768

その他 185,743 184,002

貸倒引当金 △6,000 △6,000

投資その他の資産合計 266,789 260,807

固定資産合計 2,302,300 2,357,283

資産合計 7,614,381 7,829,417
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(単位：千円)

当第２四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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 21,126 18,437

短期借入金 322,010 647,592

未払法人税等 38,627 130,762

前受金 2,779,433 2,028,570

賞与引当金 64,847 72,335

受注損失引当金 52,855 41,785

その他 466,726 496,840

流動負債合計 3,745,627 3,436,324

固定負債   

長期借入金 185,254 424,442

退職給付引当金 15,484 13,273

その他 3,796 1,227

固定負債合計 204,534 438,942

負債合計 3,950,161 3,875,266

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,364,517 1,364,517

資本剰余金 1,640,117 1,640,117

利益剰余金 405,826 655,762

自己株式 △34,151 －

株主資本合計 3,376,310 3,660,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △269

評価・換算差額等合計 － △269

新株予約権 16,101 9,294

少数株主持分 271,808 284,726

純資産合計 3,664,220 3,954,150

負債純資産合計 7,614,381 7,829,417
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(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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,839,849

売上原価 1,142,001

売上総利益 697,847

販売費及び一般管理費 802,330

営業損失（△） △104,482

営業外収益  

受取利息 3,457

受取配当金 112

業務委託費返戻金 2,285

雑収入 1,902

営業外収益合計 7,757

営業外費用  

支払利息 5,249

雑損失 571

営業外費用合計 5,821

経常損失（△） △102,546

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,144

投資有価証券売却益 5,299

特別利益合計 6,443

特別損失  

投資有価証券評価損 8,126

リース解約損 6,841

その他 1,333

特別損失合計 16,301

税金等調整前四半期純損失（△） △112,404

法人税、住民税及び事業税 34,524

法人税等調整額 △34,600

法人税等合計 △76

少数株主利益 29,868

四半期純損失（△） △142,196
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８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（△） △112,404

減価償却費 48,287

のれん償却額 49,901

貸倒引当金の増減額（△は減少） △609

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,488

受注損失引当金の増減額（△は減少） 11,070

受取利息及び受取配当金 △3,569

支払利息 5,249

投資有価証券評価損益（△は益） 8,126

投資有価証券売却損益（△は益） △5,299

リース解約損 6,841

固定資産除却損 926

売上債権の増減額（△は増加） △11,523

たな卸資産の増減額（△は増加） △501,168

仕入債務の増減額（△は減少） 2,688

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,687

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,515

前受金の増減額（△は減少） 750,862

その他 27,437

小計 207,126

利息及び配当金の受取額 3,548

利息の支払額 △5,153

リース解約損の支払額 △4,019

法人税等の支払額 △188,484

法人税等の還付額 36,074

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,092

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 △14,805

無形固定資産の取得による支出 △5,108

投資有価証券の売却による収入 5,300

子会社株式の取得による支出 △37,422

その他 △2,124

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,159

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） △300,000

長期借入金の返済による支出 △264,769

自己株式の取得による支出 △34,387

配当金の支払額 △106,973

少数株主への配当金の支払額 △23,738

財務活動によるキャッシュ・フロー △729,868

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △734,935

現金及び現金同等物の期首残高 2,863,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,128,741
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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。 

  

事業の種類別セグメント情報 
 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日) 
  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも90％ 

  を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 
  

   所在地別セグメント情報 
 当第２四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日) 
  本邦以外の国又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２四半期連結累計期間(自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日) 
  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20年９月12日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年９月16日から平成21年 
１月６日において、自己株式の取得を行いました。 
この結果、当第２四半期連結会計期間末において、自己株式が34,151千円となっております。 
  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る連結財務諸表等 

  

 
  

「参考」

(1) （要約）前四半期連結損益計算書

区分

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年１月31日)

金額（千円）

Ⅰ 売上高 1,710,252

Ⅱ 売上原価 837,357

   売上総利益 872,894

Ⅲ 販売費及び一般管理費 776,996

   営業利益 95,897

Ⅳ 営業外収益 23,215

 １ 受取利息 2,736

 ２ 受取配当金 988

 ３ 投資有価証券売却益 7,857

 ４ 業務委託費返戻金 2,285

 ５ 保険解約返戻金 5,439

 ６ 雑収入 3,908

Ⅴ 営業外費用 6,676

 １ 支払利息 6,339

 ２ 雑損失 336

   経常利益 112,437

Ⅵ 特別利益 3,345

  １ 貸倒引当金戻入益 2,830

 ２ 固定資産売却益 514

Ⅶ 特別損失 34,709

 １ 固定資産除却損 7,891

 ２ 投資有価証券評価損 13,389

 ３ オフィス移転費用 12,789

 ４ その他 638

   税金等調整前四半期純利益 81,074

   法人税、住民税及び事業税 46,807

   法人税等調整額 46,051

   少数株主利益 24,492

   四半期純損失（△） △36,276
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(2) （要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成19年８月１日 
 至 平成20年１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 81,074

 ２ 減価償却費 48,520

 ３ のれん償却額 39,313

 ４ 貸倒引当金の減少額（△） △2,830

 ５ 賞与引当金の増加額又は減少額（△） △28,571

 ６ 受注損失引当金の増加額又は減少額（△） 11,830

 ７ 受取利息及び受取配当金 △3,724

 ８ 支払利息 6,339

 ９ 投資有価証券売却益 △7,857

 10 固定資産除却損 7,891

 11 投資有価証券評価損 13,389

 12 売上債権の減少額 328,886

 12 たな卸資産の増加額（△） △657,773

 13 前渡金の減少額 115,690

 14 仕入債務の減少額（△） △26,644

 15 未収消費税等の増加額（△） △3,654

 16 未払消費税等の増加額又は減少額（△） 4,244

 17 前受金の増加額（△）又は減少額 475,813

 18 その他 23,988

   小計 425,925

 19 利息及び配当金の受取額 3,738

 20 利息の支払額 △8,136

 21 法人税等の支払額 △84,998

  営業活動によるキャッシュ・フロー 336,529

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 △100,000

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △40,598

 ３ 有形固定資産の売却による収入 2,509

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △22,062

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △27,484

 ６ 投資有価証券の売却による収入 18,778

 ７ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △738,489

 ８ 貸付けによる支出 △1,109

 ９ 貸付金の回収による収入 739

 10 保険積立金の払戻による収入 17,632

 11 その他 △29,250

   投資活動によるキャッシュ・フロー △919,334

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △25,578

 ２ 短期借入れによる収入 600,000

 ３ 配当金の支払額 △103,998

 ４ 少数株主への配当金の支払額 △27,727

   財務活動によるキャッシュ・フロー 442,696

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △140,107

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,680,416

Ⅵ 現金及び現金同等物の第２四半期末残高 2,540,308
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事業の種類別セグメント情報 

   前第２四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日) 

  全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも90％を 
 超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

所在地別セグメント情報 

   前第２四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日) 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、当該事項はありませ 
 ん。 

  

海外売上高 

   前第２四半期連結累計期間(自 平成19年８月１日 至 平成20年１月31日) 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

(3) セグメント情報
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