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1.  平成21年8月期第3四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年5月31日） 

(注) １ 当社は前事業年度より四半期財務諸表を作成しているため、前第３四半期の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 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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8月期第3四半期 4,388 ― 337 ― 315 ― 165 ―
20年8月期第3四半期 4,130 ― 384 ― 378 ― 227 ―

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8月期第3四半期 64.67 ―
20年8月期第3四半期 96.99 ―

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8月期第3四半期 2,597 1,343 51.7 517.03
20年8月期 2,376 998 42.0 425.24

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  1,343百万円 20年8月期  998百万円

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8月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
21年8月期 ― 15.00 ―
21年8月期 

（予想）
15.00 30.00

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31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 6,476 18.4 588 20.4 577 20.4 346 22.7 134.56
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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、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。 

(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、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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 2,597,600株 20年8月期  2,347,600株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  ―株 20年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第3四半期 2,565,549株 20年8月期第3四半期 2,347,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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。 
・本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な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、予想した数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ定性的情報・財務諸表
3.業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機による世界的な経済の悪化

の影響を受け、企業の収益は大幅に悪化し、景気後退が継続する中で推移しました。 

 医薬品業界におきましては、後発医薬品の使用促進等の医療費抑制策が推進されており、厳しい環境

が続いております。その一方で、主力製品が特許切れとなる「2010年問題」が迫るなか、成長維持や新

たな利益機会の創出に向け、新薬の研究開発は活発化しております。 

 その中で、当社の属するCRO業界は、製薬会社の研究開発費の増加や開発のスピードアップ、効率化

を目指したアウトソーシング化の推進を背景として市場規模は着実に拡大しております。 

 このような環境において、当社におきましては、国内外の顧客からの新薬開発支援業務の新規受注が

堅調に推移いたしました。 

 この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は4,388,708千円（前年同期比6.3％増）、営業利

益は337,476千円（前年同期比12.1％減）、経常利益は315,657千円（前年同期比16.7％減）、四半期純

利益は165,913千円（前年同期比27.1％減）となりました。 

  

業務別の業績は、以下のとおりであります。 

①モニタリング業務 

当業務における売上高は、プロジェクトの中止や開始時期の遅れ等がありましたが、既存プロジェ

クトの進捗及び新規プロジェクトの受注により、3,825,327千円（前年同期比3.9％増）となりまし

た。 

②データマネジメント業務 

当業務における売上高は、既存プロジェクトの進捗等により、161,904千円（前年同期比28.6％

減）となりました。 

③ファーマコヴィジランス業務 

当業務における売上高は、新規プロジェクト及び特定派遣の受託が順調に推移した結果、286,316

千円（前年同期比56.4％増）となりました。 

④その他業務 

当業務における売上高は、CSO業務の売上が伸び悩んだ一方、メディカルライティング業務が堅調

に進捗したこと等により、115,159千円（前年同期比187.7％増）となりました。 

  

（注）当事業年度より新たに四半期会計基準等が適用となったことから、前年同期とは適用される会計基準が異なる

ため、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。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報
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① 財政状態の分析 

当第３四半期会計期間末における流動資産は、売上高の増加に伴う売掛金の増加74,848千円、現金

及び預金の増加67,699千円等により、前事業年度末と比較して165,894千円増加し、2,101,613千円と

なりました。固定資産では、敷金の増加による投資その他の資産の増加96,274千円等により、前事業

年度末と比較して55,161千円増加し、495,877千円となりました。その結果、当第３四半期会計期間

末における総資産は、前事業年度末と比較して221,055千円増加し、2,597,490千円となりました。 

 負債の部においては、未払費用の増加244,138千円があった一方、法人税等の支払による未払法人

税等の減少180,722千円、長期借入金の返済60,003千円、社債の償還110,000千円等により、当第３四

半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末と比較して123,679千円減少し、1,254,453千円と

なりました。 

 純資産の部では、四半期純利益165,913千円、株式発行による資本金及び資本剰余金の増加253,000

千円があった一方、配当金の支払74,178千円があり、当第３四半期会計期間末における純資産は、前

事業年度末と比較して344,735千円増加し、1,343,037千円となりました。 

  
② キャッシュ・フローの分析 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、682,134千円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、217,151千円の収入となりました。この主な要因は、税引

前四半期純利益が285,077千円となり、法人税等の支払296,575千円を行った一方、未払費用の増加

244,823千円等があったためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、141,868千円の支出となりました。この主な要因は、有形

固定資産の取得による支出22,817千円、無形固定資産の取得による支出20,487千円、敷金及び保証金

の差入による支出99,032千円等によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、7,762千円の支出となりました。この主な要因は、株式の

発行による収入246,869千円があった一方、長期借入金の返済による支出60,003千円、社債の償還に

よる支出110,000千円、配当金の支払72,262千円等があったためであります。 

  
  

平成21年８月期の業績予想については、平成21年１月13日付「平成21年８月期第１四半期決算短信

(非連結)」に記載の業績予想に変更はありません。 

  
  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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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、当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。 

（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、一時差異

等の発生状況に著しい変化がないと認められますので、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 

（税金費用の計算） 

当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。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

 なお、四半期財務諸表は、「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」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号のただし書きによ

り、改正後の四半期財務諸表等規則を早期に適用しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

第１四半期会計期間より「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、個別法による原価法(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の適用 

「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半

期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しており

ます。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定す

る定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

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

(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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５【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
（平成21年5月31日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年8月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 682,134 614,435

売掛金 1,007,727 932,878

仕掛品 215,973 201,870

貯蔵品 332 988

その他 195,444 185,545

流動資産合計 2,101,613 1,935,718

固定資産   

有形固定資産 100,510 139,221

無形固定資産 67,199 69,601

投資その他の資産 328,167 231,892

固定資産合計 495,877 440,715

資産合計 2,597,490 2,376,434

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 － 180,722

未払費用 340,248 96,109

賞与引当金 125,325 200,744

その他 498,893 565,963

流動負債合計 964,467 1,043,540

固定負債   

社債 － 20,000

長期借入金 76,650 136,653

退職給付引当金 124,589 102,867

役員退職慰労引当金 88,746 75,072

固定負債合計 289,985 334,592

負債合計 1,254,453 1,378,132

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,520 235,020

資本剰余金 261,081 134,581

利益剰余金 720,436 628,700

株主資本合計 1,343,037 998,301

純資産合計 1,343,037 998,301

負債純資産合計 2,597,490 2,376,434
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
（自 平成20年9月1日  
至 平成21年5月31日） 

売上高 4,388,708

売上原価 3,138,275

売上総利益 1,250,433

販売費及び一般管理費 912,956

営業利益 337,476

営業外収益  

受取利息 323

受取配当金 100

助成金収入 330

その他 18

営業外収益合計 771

営業外費用  

支払利息 2,721

社債利息 434

支払保証料 350

株式交付費 6,131

上場関連費用 12,366

その他 586

営業外費用合計 22,590

経常利益 315,657

特別損失  

固定資産除却損 3,806

リース解約損 3,064

減損損失 23,709

特別損失合計 30,580

税引前四半期純利益 285,077

法人税等 119,163

四半期純利益 165,913
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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３四半期累計期間 
（自 平成20年9月1日 
 至 平成21年5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 285,077

減価償却費 44,046

減損損失 23,709

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,419

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,722

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,673

受取利息及び受取配当金 △423

支払利息及び社債利息 3,155

支払保証料 350

株式交付費 6,131

上場関連費用 12,366

売上債権の増減額（△は増加） △74,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,447

未払費用の増減額（△は減少） 244,823

その他 26,437

小計 517,355

利息及び配当金の受取額 423

利息の支払額 △3,410

保証料の支払額 △641

法人税等の支払額 △296,575

営業活動によるキャッシュ・フロー 217,151

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 △22,817

無形固定資産の取得による支出 △20,487

敷金及び保証金の差入による支出 △99,032

敷金及び保証金の回収による収入 468

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,868

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

長期借入金の返済による支出 △60,003

社債の償還による支出 △110,000

株式の発行による収入 246,869

株式上場に伴う支出 △12,366

配当金の支払額 △72,262

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,762

現金及び現金同等物に係る換算差額 178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,699

現金及び現金同等物の期首残高 614,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 682,134
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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。 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当社は、平成20年10月７日に株式会社大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレ

ス」に上場し、上場にあたり、平成20年10月６日に公募増資による払込を受けました。この結果、当

第３四半期累計期間において資本金が126,500千円、資本準備金が126,500千円増加し、当第３四半期

会計期間末において資本金が361,520千円、資本準備金が261,081千円となっております。 

  

(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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  前年同四半期に係る財務諸表 

  （要約）四半期損益計算書 

「参考資料」

科 目

前第３四半期累計期間

(自 平成19年９月 1日
至 平成20年５月31日)

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,130,180

Ⅱ 売上原価 2,951,068

売上総利益 1,179,112

Ⅲ 販売費及び一般管理費 795,101

営業利益 384,011

Ⅳ 営業外収益 1,019

Ⅴ 営業外費用 6,276

経常利益 378,753

Ⅵ 特別損失 500

 税引前四半期純利益 378,252

法人税等 150,539

 四半期純利益 227,713
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