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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

 

(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9月期第2四半期 1,768 7.5 212 54.4 214 77.6 124 83.7
20年9月期第2四半期 1,644 ― 137 ― 120 ― 67 ―

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9月期第2四半期 9,004.22 8,965.25
20年9月期第2四半期 5,197.59 4,967.84

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9月期第2四半期 2,276 1,731 75.9 125,469.24
20年9月期 2,112 1,644 77.9 119,140.48

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  1,727百万円 20年9月期  1,644百万円

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9月期 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
21年9月期 ― 0.00

21年9月期 
（予想）

― 3,000.00 3,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,837 14.3 374 9.2 378 11.7 223 45.1 16,166.47
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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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 13,804株 20年9月期  13,804株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  ―株 20年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第2四半期 13,804株 20年9月期第2四半期 13,017株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
業績予想につきましては、本資料発表現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在してお
り、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。 
（その他特記事項） 
平成20年４月11日公表の「子会社の株式譲渡に関するお知らせ」のとおり、平成20年４月30日に連結子会社ミックインターナショナル株式会社を譲渡して
いることから、平成21年９月期第１四半期決算短信より非連結となっております。 
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界経済の急激な減速の影

響を受け、国内外企業の業績や雇用情勢の悪化等、景気後退は長期化の様相を呈してきました。 

このような状況下、当社が属するＣＲＯ（Contract Research Organization＝開発業務受託機関）業界は、顧客

である医薬品メーカーが医薬品開発の迅速化、効率化、並びに人件費の変動費化を進める中、アウトソーシングへ

の需要がより高まり、業界全体は引き続き堅調に拡大しております。 

当社におきましては、従来からの方針通りＣＲＯ事業（受託業務）の受注に注力し、同業務の売上高が伸張しま

した。また、ＣＲＡの稼働率も改善いたしました。その結果、当第２四半期累計期間の売上高は1,768百万円（前年

同期比7.5%増）、営業利益は212百万円（前年同期比54.4%増）、経常利益は214百万円（前年同期比77.6%増）、四

半期純利益は124百万円（前年同期比83.7%増）となりました。 

事業の業務別の業績は次のとおりであります。 

  

①ＣＲＯ事業（派遣業務） 

第２四半期累計期間においては、医薬品メーカーからの経験豊富なＣＲＡに対する需要はあるものの、未経験

者ＣＲＡの派遣需要の低下傾向は依然として続いております。このような状況下、当社では経験者を中心として

派遣実績を確保すると伴に、経験者と未経験者を組み合わせたセット派遣の提案営業も行い、ＣＲＯ事業（派遣

業務）の売上高は937百万円（前年同期比2.2%増）となりました。 

  

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

第２四半期累計期間におけるＣＲＯ事業（受託業務）については、主として既存・新規プロジェクトのモニタ

リング業務が売上高に寄与していること、医用画像解析業務が引き続き堅調であることにより、ＣＲＯ事業（受

託業務）の売上高は693百万円（前年同期比19.0%増）となりました。 

  

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

第２四半期累計期間においては、薬事コンサルタント業務の需要が鈍化しているものの、平成20年４月まで連

結子会社であったミックインターナショナル社から引継いだ業務等が売上高に寄与し、ＣＲＯ事業（薬事申請業

務）の売上高は133百万円（前年同期比1.4%増）となりました。 

  

④その他事業 

当事業は研修業務とＢＩＯ業務を行なっておりましたが、拡大の期待できないＢＩＯ業務からは撤退したこと

により、売上高は３百万円（前年同期比73.7%減）となりました。 

  

（注） 当事業年度より四半期会計基準を適用したため、上記における前年四半期との対比につきましては、業務

説明上の参考として記載しております 

  

２．財政状態に関する定性的情報

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当第２四半期末における流動資産の残高は、主に現金及び預金の増加により、前事業年度末に比較して143百

万円増加し1,956百万円となりました。 

  

（固定資産）  

当第２四半期末における固定資産の残高は、前事業年度末に比較して20百万円増加し、320百万円となりまし

た。主な要因は、新規に事務所を賃借したことにより、敷金及び保証金が増加したこと等であります。 

  

（流動負債） 

当第２四半期末における流動負債の残高は、主に未払法人税等の増加により、前事業年度末に比較して76百万

円増加し544百万円となりました。 

  

（純資産） 

当第２四半期末における純資産の残高は、主に四半期純利益124百万円の確保により、前事業年度末に比較し

て87百万円増加し1,731百万円となりました。 
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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。 

  

  

（２） キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,289百万円となり、前事

業年度末と比較して241百万円の増加となりました。 

また、当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フロー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312百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益210百万円を計上

したこと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） 

投資活動の結果使用した資金は29百万円となりました。これは主に、新規に事務所を賃借したことにより、

有形固定資産の取得による支出14百万円、敷金及び保証金の差入れが９百万円となったこと等であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は41百万円となりました。これは剰余金の配当の支払によるものであります。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

平成20年11月14日に公表いたしました通期業績予想から修正は行っておりません。  

  

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

１．簡便な会計処理 

①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、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。 

  

②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、一次差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、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 

税金費用については、四半期会計期間を含む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。  

  

（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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 該当事項はありません。 

  

（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）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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 588,471 347,840

売掛金 509,871 624,508

有価証券 700,667 700,097

仕掛品 17,563 17,542

その他 140,104 124,841

貸倒引当金 △670 △2,251

流動資産合計 1,956,008 1,812,580

固定資産   

有形固定資産 133,496 123,050

無形固定資産 46,154 45,610

投資その他の資産 140,567 131,080

固定資産合計 320,218 299,741

資産合計 2,276,227 2,112,322

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 91,340 32,304

賞与引当金 174,176 179,344

その他 278,732 256,058

流動負債合計 544,249 467,706

負債合計 544,249 467,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 695,200 695,200

資本剰余金 360,246 360,246

利益剰余金 672,051 589,168

株主資本合計 1,727,497 1,644,615

新株予約権 4,479 －

純資産合計 1,731,977 1,644,615

負債純資産合計 2,276,227 2,112,322
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,768,140

売上原価 1,096,651

売上総利益 671,488

販売費及び一般管理費 458,997

営業利益 212,491

営業外収益  

有価証券利息 1,857

その他 293

営業外収益合計 2,150

営業外費用  

為替差損 373

その他 0

営業外費用合計 373

経常利益 214,268

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,501

特別利益合計 1,501

特別損失  

原状回復損 1,680

固定資産除却損 3,278

特別損失合計 4,958

税引前四半期純利益 210,811

法人税等合計 86,516

四半期純利益 124,294
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 856,153

売上原価 538,677

売上総利益 317,475

販売費及び一般管理費 231,649

営業利益 85,826

営業外収益  

有価証券利息 777

その他 187

営業外収益合計 964

経常利益 86,791

特別利益  

貸倒引当金戻入額 193

特別利益合計 193

特別損失  

原状回復損 1,680

固定資産除却損 2,996

特別損失合計 4,676

税引前四半期純利益 82,309

法人税等合計 33,779

四半期純利益 48,529
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31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 210,811

減価償却費 35,990

株式報酬費用 4,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,580

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,168

受取利息及び受取配当金 △190

固定資産除却損 3,278

売上債権の増減額（△は増加） 114,636

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,861

前受金の増減額（△は減少） △21,860

未払金の増減額（△は減少） 15,178

未払費用の増減額（△は減少） △12

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,074

その他 △18,812

小計 339,686

利息及び配当金の受取額 226

法人税等の支払額 △27,579

営業活動によるキャッシュ・フロー 312,334

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 △14,141

無形固定資産の取得による支出 △5,905

敷金及び保証金の差入による支出 △9,674

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,721

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △41,412

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 241,200

現金及び現金同等物の期首残高 1,047,938

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,289,139
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,644,259  100.0

Ⅱ 売上原価        1,037,266  63.1

売上総利益        606,992  36.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        469,344  28.5

営業利益        137,647  8.4

Ⅳ 営業外収益        7,728  0.4

Ⅴ 営業外費用        24,727  1.5

経常利益        120,649  7.3

Ⅵ 特別損失        2,542  0.1

税引前中間純利益        118,106  7.2

法人税、住民税及び事業
税  38,506            

法人税等調整額  11,943  50,449  3.1

中間純利益        67,657  4.1

        

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成21年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

－10－

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成21年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

－10－

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成21年９月期　第２四半期決算短信（非連結）

－10－－10－－10－－10－－10－



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３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   

税金等調整前中間純利益  116,631

減価償却費  26,295

貸倒引当金の増加額  4,971

賞与引当金の増加額  7,934

受取利息及び受取配当金 △856

株式交付費  13,210

固定資産除却損  2,542

売上債権の減少額  24,411

たな卸資産の減少額  1,809

前受金の減少額 △25,135

未払金の減少額 △8,715

未払費用の減少額 △8,247

未払消費税等の減少額 △30,803

その他 △8,039

小計  116,006

利息及び配当金の受取額  769

法人税等の支払額 △195,231

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△78,454

Ⅱ 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 

△43,285

無形固定資産の取得によ
る支出 

△4,959

投資有価証券の取得によ
る支出 

△9,360

敷金・保証金の取得によ
る支出 

△3,244

敷金・保証金の回収によ
る収入  204

貸付金の回収による収入  150

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△60,495
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（注）上記前中間連結キャッシュ・フロー計算書は、連結ベースでの数値を記載しております。 

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３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      

株式の発行による収入  462,139

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  462,139

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  323,188

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  806,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 1,130,122
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