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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

（注）平成21年３月期第１四半期においては、四半連結期財務諸表を作成していないため、数値の記載及び前年同四半期との対比は行っておりません。 

(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 ％

22年3月期第1四半期 689 ― 210 ― 210 ― 123 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年3月期第1四半期 10.01 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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

22年3月期第1四半期 1,350 903 66.9 73.20
21年3月期 1,255 916 73.0 74.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  903百万円 21年3月期  916百万円

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

21年3月期 ― ― ― 11.00 11.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 11.00 11.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 1,357 63.3 463 132.3 461 156.0 267 155.5 21.68

通期 3,066 50.6 1,175 113.9 1,172 127.2 679 126.3 55.08
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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）  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  無  

(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） 

(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 
上記資料には、本資料発表日現在の将来に関する見通し、計画に基づく予想が含まれています。当該予想と実績の間には、今後様々な要因によって大き
く差異が発生する可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 12,370,000株 21年3月期  12,370,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  25,000株 21年3月期  25,000株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,345,000株 21年3月期第1四半期 12,320,000株

- 2 -



(1) 概要  

当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融不安から世界経済が急激に失速したことによる

影響を受け、株価の大幅な下落や急激な円高により企業収益が大幅に悪化するなど、景気の後退が鮮明になってま

いりました。 

 一方、医薬品業界におきましても、激しい国際競争の中で経営統合や合併等の再編が続いており、これらの合理

化により生じた資金を研究開発に重点的に投入する傾向が一層顕著になってきています。 

 このような流れの中で、当社グループが属する医薬品開発業務受託（ＣＲＯ）業界は、引き続き成長を続けてお

ります。ことに治験モニタリング業務および品質管理業務において、適正な受託費で信頼性の高いデータの収集能

力を有するＣＲＯに対する製薬会社の期待は高く、この意味でＣＲＯ業界でも淘汰が進んでおります。 

 このような状況下、当社グループにおきましては、国内大手製薬会社からの治験業務受託件数は引き続き拡大い

たしました。 

 また、当第１四半期連結累計期間から、新規事業として開始いたしました製薬会社に対する医療機関向け医薬品

販売支援（ＣＳＯ）事業についても、委受託契約を締結し収益に貢献することとなりました。  

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は689百万円、経常利益は210百万円、四半期純利益は

123百万円となりました。 

(2) 参考情報 

当第１四半期累計期間における個別の売上高は689百万円、経常利益は212百万円、四半期純利益は125百万円と

なりました。また、前第１四半期累計期間の個別の売上高は402百万円、経常利益は74百万円、四半期純利益は43

百万円でした（７ページ「参考資料」をご覧下さい）。 

なお、平成21年３月期に受注の遅れが発生した委受託契約が収益に貢献し、当第１四半期累計期間の業績は前年

同四半期に比べ堅調に推移しましたが、既に受注した委受託契約の終了又は中断その他事由を考慮し、平成21年５

月15日に発表いたしました業績の予想について、これを上回る修正を行うものではありません。 

  

(1) 資産の部  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ94百万円増加し、1,350百万円とな

りました。これは、主に受注の拡大に伴う売掛金及び差入保証金の増加によるものであります。 

(2) 負債の部 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ107百万円増加し、447百万円となりました。これは、主に短期借入金の増

加によるものであります。  

(3) 純資産の部 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ12百万円減少し、903百万円となりました。これは、主に当四半期純利

益の計上による利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。  

  

(1) 概要  

当第１四半期連結累計期間において、当社の経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。 

通期の業績予想も、引続き、当社グループは受託業務の選択と集中を推し進めることによって既存のＣＲＯとの

差別化を図ることにより、順調に推移すると予測しております。 

通期の連結業績は、売上高3,066百万円（前期比150.6％）、営業利益1,175百万円（前期比213.9％）、経常利益

1,172百万円（前期比227.2％）、当期純利益679百万円（前期比226.3％）を予想しております。 

なお、当社は平成20年７月15日に米国に全額出資子会社であるLINICAL USA,INC.を設立したため、当社は前第２

四半期連結会計期間から当該子会社を連結子会社とする連結財務諸表作成会社に移行いたしました。 

(2) 受注残高の推移  

弊社の受託する治験業務では、１年から３年程度の治験実施期間において、症例数や対象疾患に起因する治験の

難易度などにより受託総額が決定します。この実施期間についてクライアントと委受託契約を締結し、契約に従い

毎月売上が発生します。 

受注残高は、既に契約を締結済みの治験業務の受注金額の残高であります。これは、今後１年から３年程度の期

間で発生する売上高を示しており、当社の今後の業績予想の根拠となる指標であります。 

下表のとおり、平成21年３月期末の受注残高に比べ平成21年７月31日時点の受注残高は27.2％減少しております

が、これは当第１四半期連結累計期間において、既存の委受託契約を順調に消化した結果、受注残高の金額が売上

高として計上されたことによります。当初の計画に従い、当第１四半期連結累計期間における人員の採用は順調に 

【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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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進んでおり、新規クライアントを含め国内大手製薬会社を中心とする受託業務の拡大を図り、成長性と安定性を確

保してまいります。 

  

表．受注残高の推移 

（単位：百万円） 

 

  

該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

（退職給付引当金）  

当社は平成21年６月29日より「ポイント制」を採用した退職給付制度を導入するとともに、新たに社員退職金規

程を設けたため、同規程に基づく第１四半期末要支給額を退職給付引当金として計上しております。 

これに伴い、売上総利益が1,341千円減少し、営業利益及び経常利益並びに税金等調整前四半期純利益は1,597千

円減少しております。 

  

  
平成20年 

３月期末  

平成21年 

３月期末 

（Ａ）  

平成22年３月期 
増減率％ 

(Ｂ－Ａ)/Ａ 第１四半期末 
平成21年７月 

31日時点（Ｂ） 

受注残高    2,339  3,956  3,157  2,881  △27.2

内訳  

武田薬品   614  896  579  139  △84.5

大塚製薬  627  893  902  1,132  26.8

エーザイ  1,051  1,398  1,198  1,132  △19.0

その他   46  768  477  478  △37.8

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

(4) 追加情報
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 460,561 452,236

売掛金 468,712 431,110

有価証券 100,593 100,540

前払費用 29,127 19,983

繰延税金資産 16,860 26,912

立替金 30,864 25,318

その他 59 99

流動資産合計 1,106,779 1,056,202

固定資産   

有形固定資産 54,297 52,329

無形固定資産 3,017 3,279

投資その他の資産   

差入保証金 180,076 138,274

その他 6,514 5,766

投資その他の資産合計 186,590 144,041

固定資産合計 243,905 199,650

資産合計 1,350,685 1,255,853

負債の部   

流動負債   

短期借入金 125,000 －

未払金 54,829 51,893

未払費用 32,405 29,150

未払法人税等 79,973 118,210

未払消費税等 28,459 36,716

未払配当金 9,634 －

預り金 50,358 23,351

賞与引当金 25,417 40,740

リース債務 14,703 13,904

流動負債合計 420,781 313,966

固定負債   

リース債務 24,684 25,632

退職給付引当金 1,597 －

固定負債合計 26,281 25,632

負債合計 447,062 339,598

純資産の部   

株主資本   

資本金 214,043 214,043

資本剰余金 73,000 73,000

利益剰余金 629,135 641,328

自己株式 △9,839 △9,839

株主資本合計 906,339 918,532

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △2,717 △2,277

評価・換算差額等合計 △2,717 △2,277

純資産合計 903,622 916,254

負債純資産合計 1,350,685 1,255,853
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 689,622

売上原価 346,110

売上総利益 343,512

販売費及び一般管理費 132,650

営業利益 210,862

営業外収益  

受取利息 100

営業外収益合計 100

営業外費用  

支払利息 450

営業外費用合計 450

経常利益 210,512

税金等調整前四半期純利益 210,512

法人税、住民税及び事業税 77,507

法人税等調整額 9,403

法人税等合計 86,910

四半期純利益 123,602
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 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

ＣＲＯ事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

本邦の売上高は、全セグメント売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。   

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

海外売上高が、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。  

  

 当第１四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

 該当事項はありません。 

  

個別業績の概要 

平成22年３月期第１四半期（平成21年４月１日～平成21年６月30日）及び平成21年３月期第１四半期（平成20年４月

１日～平成20年６月30日）の個別経営成績 

  

  

(注)１. 平成21年３月期第１四半期累計期間の四半期財務諸表は、東京証券取引所自主規制法人の引受担当者宛

通知「『新規上場申請のための有価証券報告書（Ⅰの部）』の記載内容について」（平成20年８月５日付

東証自上審第107号）に基づいて「有価証券届出書」及び「新株式発行並びに株式売出届出目論見書」に記

載しております。 

 なお、この四半期財務諸表につきましては、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しておりますが、金融商品取引法第193条の２第１項の規

定に基づく独立監査人による四半期レビューを受けておりません。 

２. 平成21年３月期第１四半期累計期間及び平成22年３月期第１四半期累計期間の１株当たり四半期純利益

は期中平均発行済株式数により算出しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

「参考資料」

  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

22年３月期第１四半期  689   213 212 125 

21年３月期第１四半期 402 77 74 43 

  
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

22年３月期第１四半期  10  20  －  － 

21年３月期第１四半期 3  55  －  － 
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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