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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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9月期第3四半期 21,330 ― 1,828 ― 1,790 ― 815 ―

20年9月期第3四半期 18,560 19.0 1,675 16.0 1,635 13.5 655 △22.9

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3四半期 927.54 ―

20年9月期第3四半期 815.11 ―

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3四半期 24,328 14,241 54.6 15,105.11
20年9月期 22,073 14,051 59.5 14,693.16

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  13,276百万円 20年9月期  13,135百万円

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 ― 133.00 ― 133.00 266.00
21年9月期 ― 167.00 ―

21年9月期 
（予想）

167.00 334.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（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）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 29,345 13.8 2,633 15.7 2,564 17.2 1,258 51.6 1,431.25



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６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６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、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、５ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．連結業績予想に関する定性的情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第3四半期 894,957株 20年9月期  894,957株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  16,013株 20年9月期  1,002株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 878,949株 20年9月期第3四半期 803,937株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気停滞局面が続くなかで政府

の施策が講じられているものの、先行きの不透明感が払拭できず依然として厳しい状況が続いております。医薬品業

界におきましては、医療費抑制策の基調が継続し、主力製品が特許切れを迎える「2010年問題」が迫る中で、バイオ

ベンチャー買収などの大型M&Aが活発化するなど、新薬開発のための国際的な競争激化が進んでおります。そのよう

な中で、当社グループの属するCRO（医薬品開発支援）業界及びSMO（治験施設支援）業界は製薬企業の研究開発費の

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景気悪化の影響を軽微に留

めながら市場規模を拡大しております。 

 このような環境において、当社グループは国内外の顧客から受注した新薬開発支援業務等を順調に進めてまいりま

した。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は21,330百万円、営業利益は1,828百万円、経常利益

は1,790百万円、四半期純利益は815百万円となりました。  

 第１四半期連結会計期間よりセグメント区分を変更しております。前年同期比較に当たっては、前年同期を変更後

の区分に組み替えて行っております。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。 

  

 セグメント別の業績は以下の通りであります。 

 

CRO事業 

   売上高  12,476百万円（前年同期比  5.3％増） 

   営業利益   1,415百万円（前年同期比  18.0％減） 

  

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品開発支援に係る業務を行っております。当第３四半期連結累計期間にお

きましては、モニタリング業務においては、前期から継続中の大型国際共同治験や既存プロジェクトの延長、新規案

件の増加などにより、前年に比べ売上高が増加いたしました。また、データマネジント業務においては、EDCベンダ

ーとの提携によりトレーニングと技術移転を行い受注活動を強化したものの、今期の売上に繋がる案件が少なかった

ため、前年に比べ売上高が減少いたしました。一方、株式会社応用医学研究所で行っている前臨床業務においては、

新規顧客の獲得及び既存顧客の深耕や大口化を図った結果、前年に比べ売上高が増加いたしました。その他、薬事コ

ンサルティング業務においては、ヘルスケア分野での新規受注獲得などにより前年に比べ売上高が増加いたしまし

た。この結果、CRO事業の売上高は12,476百万円（前年同期比627百万円増、5.3％増）となりました。営業利益は、

今後の国際共同治験受託に必要となるインフラ整備を行ったことなどにより、1,415百万円（前年同期比309百万円

減、18.0％減）となりました。 

  

CMO事業 

   売上高  2,059百万円（前年同期比  18.0％増） 

   営業損失   8百万円（前年同期  営業損失50百万円） 

 

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品等製造支援に係る業務を行っております。シミック・エスエス・CMO株

式会社及び韓国のCMIC CMO Korea Co.,Ltd.において医療用医薬品及びOTC医薬品等を、米国のCMIC-VPS Corporation

（以下「VPS」といいます。）において治験薬及び医療用医薬品の受託製造を行っております。当期からVPSにおいて

市販薬の受託製造が開始されたことにより、前年に比べ売上高が増加いたしました。この結果、CMO事業の売上高は

2,059百万円（前年同期比314百万円増、18.0％増）、営業損失は8百万円（前年同期：営業損失50百万円）となりま

した。 

  

CSO事業 

   売上高  1,405百万円（前年同期比  4.3％減） 

   営業利益   1百万円（前年同期比  97.9％減） 

 

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品等の営業・マーケティング支援に係る業務を行っております。当第３四

半期連結累計期間においては、MR（医薬情報担当者）派遣業務は順調に増加いたしましたが、エムディエス株式会社

によるメディカルコミュニケーション事業（販売資材企画・制作等）が外資系製薬企業の経費削減の影響を受けたこ

とにより、売上高は減少いたしました。この結果、CSO事業の売上高は1,405百万円（前年同期比62百万円減、4.3％

減）、営業利益は1百万円（前年同期比53百万円減、97.9％減）となりました。 

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



 

  

ヘルスケア事業 

   売上高  4,785百万円（前年同期比   71.0％増） 

   営業利益  645百万円（前年同期比  230.5％増） 

 

 当事業においては、主に医療機関や患者、一般消費者の医療や健康維持・増進のための支援業務を行っておりま

す。当第３四半期連結累計期間においては、平成20年４月に子会社化したサイトサポート・インスティテュート株式

会社（以下「SSI」といいます。）の業績が加わったことにより、売上高は増加いたしました。SSIはシミックCRC株

式会社と統合を完了し、関東における医療機関ネットワークの強化を目的にメディカルトライアルズ株式会社を子会

社化する等の積極的な事業展開により、売上高が増加いたしました。この結果、ヘルスケア事業の売上高は4,785百

万円（前年同期比1,986百万円増、71.0％増）、営業利益は645百万円（前年同期比450百万円増、230.5％増）となり

ました。 

  

その他事業 

   売上高    868百万円（前年同期比  9.6％減） 

   営業損失   229百万円（前年同期  営業損失248百万円） 

 

 当事業においては、新規事業及び研究開発に係る業務を行っております。当第３四半期連結累計期間においては、

当社における診断薬開発及び海外での営業基盤作りを行いました。また、希少疾病である急性ポルフィリン症の国内

未承認医薬品Normosang®の国内開発を行うこととし、ライセンス契約を締結しております。この結果、その他事業の

売上高は868百万円（前年同期比92百万円減、9.6％減）、営業損失は229百万円（前年同期：営業損失248百万円）と

なりました。 

  

 上記のセグメント毎の連結売上高及び連結営業利益は、セグメント間の内部取引を含めて記載しており、それらを

控除した結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は21,330百万円、営業利益は1,828百万円、経常利益は

1,790百万円、四半期純利益は815百万円となりました。  



  

  

（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資産合計は、前連結会計年度末比で2,254百万円増加し、24,328百万円

となりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末比で2,064百万円増加し、10,086百万円となりました。これは、主に短期借入

金増加によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末比で190百万円増加し、14,241百万円となりました。これは、主に利益剰余

金の増加と自己株式の取得によるものであります。 

  

（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は、前連結会計年度末に比べ965百万円増加し、7,035

百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,777百万円の収入（前年同期：1,924百万円の収入）となりました。

これは、主に税金等調整前四半期純利益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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,114百万円の支出（前年同期：1,165百万円の支出）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、329百万円の収入（前年同期：556百万円の支出）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。 

  

平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

  なお、上記の予想は本資料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

様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

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



   

  

該当事項はありません。 

   

  

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、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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③ 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

④ 法人税等並びに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場合に、前連結会計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。 

  

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  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 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による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、主として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軽微であります。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。な

お、これにより利益剰余金が28,107千円増加しますが、損益に与える影響は軽微であります。 

④ 「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、リ

ース取引開始日が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・リース取引につきましては、引

き続き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。これによる損益に与える影響は軽微で

あります。 

  

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



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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,479,431 6,631,528

受取手形及び売掛金 5,279,429 5,164,862

商品及び製品 3,683 4,309

仕掛品 1,573,777 1,403,981

原材料及び貯蔵品 175,774 112,338

その他 1,337,423 1,043,981

貸倒引当金 △2,892 △8,181

流動資産合計 15,846,628 14,352,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,283,231 1,882,640

その他（純額） 2,653,053 2,631,053

有形固定資産合計 4,936,284 4,513,693

無形固定資産   

のれん 708,817 617,613

その他 584,474 578,376

無形固定資産合計 1,293,291 1,195,989

投資その他の資産   

投資有価証券 535,794 529,724

敷金及び保証金 1,133,904 1,027,681

その他 586,973 453,537

貸倒引当金 △4,737 △287

投資その他の資産合計 2,251,934 2,010,656

固定資産合計 8,481,510 7,720,340

資産合計 24,328,138 22,073,159

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 675,354 602,462

短期借入金 2,179,600 629,600

未払法人税等 774,633 1,032,868

賞与引当金 251,386 830,011

その他の引当金 133,706 74,744

その他 3,849,123 2,624,191

流動負債合計 7,863,804 5,793,878

固定負債   

長期借入金 873,700 1,245,900

退職給付引当金 1,125,969 913,006

その他 222,676 69,261

固定負債合計 2,222,345 2,228,167

負債合計 10,086,150 8,022,046



（単位：千円）

当第３四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20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,087,750 3,087,750

資本剰余金 5,960,881 5,960,881

利益剰余金 4,837,961 4,254,539

自己株式 △416,285 △36,650

株主資本合計 13,470,307 13,266,520

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △193,758 △131,493

評価・換算差額等合計 △193,758 △131,493

少数株主持分 965,438 916,085

純資産合計 14,241,987 14,051,112

負債純資産合計 24,328,138 22,073,159



（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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 21,330,906

売上原価 15,595,613

売上総利益 5,735,292

販売費及び一般管理費 3,906,486

営業利益 1,828,805

営業外収益  

受取利息 11,080

受取賃貸料 16,536

受取配当金 7,379

負ののれん償却額 26,878

持分法による投資利益 1,030

その他 25,401

営業外収益合計 88,305

営業外費用  

支払利息 29,976

為替差損 19,690

出資金等持分損失負担額 58,188

その他 18,987

営業外費用合計 126,842

経常利益 1,790,268

特別損失  

固定資産除却損 23,073

退職給付費用 29,328

投資有価証券評価損 10,531

特別損失合計 62,934

税金等調整前四半期純利益 1,727,334

法人税、住民税及び事業税 1,196,929

法人税等調整額 △365,310

法人税等合計 831,619

少数株主利益 80,452

四半期純利益 815,262



（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10月１日 
 至 平成21年６月30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利益 1,727,334

減価償却費 474,872

のれん償却額 82,402

負ののれん償却額 △26,878

受取利息及び受取配当金 △18,459

支払利息 29,976

投資有価証券評価損益（△は益） 10,531

出資金等持分損失負担額 58,188

固定資産除却損 23,073

売上債権の増減額（△は増加） △83,395

たな卸資産の増減額（△は増加） △237,961

仕入債務の増減額（△は減少） 89,949

その他 1,116,532

小計 3,246,166

利息及び配当金の受取額 18,462

利息の支払額 △31,035

法人税等の支払額 △1,456,227

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,777,365

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 △318,318

定期預金の払戻による収入 485,738

有形固定資産の取得による支出 △688,588

無形固定資産の取得による支出 △258,515

投資有価証券の取得による支出 △98,077

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△143,670

その他 △93,329

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,114,760

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） 1,400,000

長期借入れによる収入 150,000

長期借入金の返済による支出 △518,704

リース債務の返済による支出 △40,447

配当金の支払額 △259,447

少数株主への配当金の支払額 △22,488

自己株式の取得による支出 △379,657

財務活動によるキャッシュ・フロー 329,255

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26,803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 965,056

現金及び現金同等物の期首残高 6,070,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,035,733



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記



  

  

        当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日） 

（注）１．事業区分の方法 

   事業は、商品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な業務 

          CRO事業    ：モニタリング業務、データマネジメント業務、薬事コンサルティング業務、 

                  前臨床業務 

         CMO事業    ：医薬品等製造支援 

         CSO事業    ：医薬品マーケティング支援業務、MR派遣業務 

         ヘルスケア事業 ：SMO業務、ヘルスケア情報サービス 

         その他事業   ：人事組織支援、診断薬開発、新規事業他 

   ３．事業区分の方法の変更 

 従来、事業の種類別セグメント情報における事業区分については、「CRO事業」「CMO事業」

「CSO・その他事業」に区分しておりましたが、当連結会計年度から、「CRO事業」「CMO事業」「CSO

事業」「ヘルスケア事業」「その他事業」の５つの事業区分に変更することといたしました。 

 これは、意思決定の一元化と業務執行スピードの向上、効率化により、収益性と生産性を高めるた

めの体制を構築するため、グループ横断の事業カンパニー「CROカンパニー」「CMOカンパニー」

「CSOカンパニー」「ヘルスケアカンパニー」を設置する平成20年９月17日開催の取締役会における

平成20年10月１日付けの組織変更の決議を受け、従来の事業の種類別セグメントを今後の事業展開、

事業の実態をより的確に反映させるために行ったものであります。 

  

 なお、前第３四半期連結累計期間の事業の種類別セグメント情報を、当第３四半期連結累計期間の

方法により区分すると以下の通りとなります。        

        前第３四半期連結累計期間（自平成19年10月１日 至平成20年６月30日）   

  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
CRO事業

（千円） 

CMO事業

（千円） 

CSO事業

（千円） 

ヘルスケア
事業  

（千円）

その他事業

（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 
12,420,021 2,046,193 1,405,495 4,707,280 751,915 21,330,906 － 21,330,906 

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

56,397 12,854 9 78,086 116,638 263,986 (263,986) － 

    計 12,476,419 2,059,048 1,405,504 4,785,367 868,553 21,594,892 (263,986) 21,330,906 

営業利益 

（又は営業損失） 
1,415,294 △8,950 1,142 645,325 △229,316 1,823,495 5,310 1,828,805 

  
CRO事業

（千円） 

CMO事業

（千円） 

CSO事業

（千円） 

ヘルスケア
事業  

（千円）

その他事業

（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 
11,834,920 1,737,196 1,468,386 2,655,315 864,842 18,560,662 － 18,560,662 

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

14,196 7,260 － 143,453 96,141 261,052 (261,052) － 

    計 11,849,117 1,744,456 1,468,386 2,798,769 960,983 18,821,714 (261,052) 18,560,662 

営業利益 

（又は営業損失） 
1,725,240 △50,208 54,545 195,244 △248,986 1,675,835 － 1,675,835 



  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日）  

本邦の売上高は、全セグメントの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３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔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



  

（１）事業の種類別受注実績 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ４．「ヘルスケア事業」の前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度の受注高には、平成20年４月１

日に新たに連結子会社となったサイトサポート・インスティテュート株式会社の取得日現在の受注残

高4,308百万円が含まれております。     

   ５．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前第３四半期連結累計期間及び前連結

会計年度については、変更後の区分に組み替えを行っております。 

  

（２）事業の種類別販売実績 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  ３．当連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前第３四半期連結累計期間及び前連結

会計年度については、変更後の区分に組み替えを行っております。 

  

  

６．その他の情報

事業の種類別 

セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年10月１日 

至 平成20年６月30日）

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成20年10月１日 

至 平成21年６月30日） 

前連結会計年度  

(自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日) 

受注高  

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高  

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高  

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

CRO事業  13,036  13,980  9,658  14,152  20,408  16,914

CMO事業  1,851  323  2,152  367  2,485  260

CSO事業  1,868  610  2,092  1,206  2,210  519

ヘルスケア事業   7,406  6,650  6,105  8,379  9,269  6,981

その他事業  657  776  595  650  804  807

合計  24,820  22,342  20,604  24,756  35,177  25,483

事業の種類別 

セグメントの名称 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年10月１日 

至 平成20年６月30日）

当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 

至 平成21年６月30日） 

前連結会計年度  

(自 平成19年10月１日 

至 平成20年９月30日)

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

CRO事業  11,834  12,420  16,273

CMO事業  1,737  2,046  2,434

CSO事業  1,468  1,405  1,901

ヘルスケア事業  2,655  4,707  4,187

その他事業  864  751  980

合計  18,560  21,330  25,777



（３）重要な後発事象  

  当社は、平成21年7月31日付の取締役会において、第一三共株式会社（以下「第一三共」）との間で、第一三共

の完全子会社である第一三共プロファーマ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岡部 正博）静岡工場

の土地・建物・設備などの資産を譲り受け、同工場における現有製造品目の生産を受託することに関する基本合意

書を締結することを決議し、同日付けで第一三共との間で基本合意書を締結いたしました。 

  

 １．その趣旨及び理由 

当社グループは、開発から製造、販売まで、製薬企業の医薬品事業をフルサポートする体制を整え、当社独自の

ビジネスモデルであるPVC（Pharmaceutical Value Creator）のもと、製薬企業の価値 大化に取り組んでおりま

す。現在、これらの支援サービスの強化・充実を図るとともに、収益基盤の更なる拡充を目指しております。 

今回の譲受により、拡大傾向にある医薬品製造受託市場の中で、当社グループはほぼ全ての剤形が受託可能な国

内 大級のCMO(医薬品製造受託機関）になり、医薬品製造のファブレス化やアウトソーシング化を進めるクライア

ントに対し、これまで以上に多種多様なニーズに柔軟かつ迅速に応えられることとなります。  

  

２．第一三共プロファーマ株式会社 静岡工場の概要 

  

３．譲り受けの方法 

第一三共が完全子会社として設立する株式会社（名称未定。以下、静岡新会社）に対象事業の資産を吸収分割の

方法により承継します。その後、当社が静岡新会社の全株式を第一三共より譲り受ける予定です。 

  

４．スケジュール 

2009年 10月 静岡新会社設立（予定） 

2009年 11月 終契約書締結（予定） 

2010年  4月 株式譲受、営業開始（予定）  

所在地 静岡県島田市金谷東1丁目588番地 

面 積 210,000㎡ 

操業開始 1965年 

従業員数（2009年7月） 387名 

生産能力 錠剤      15億錠／年 

カプセル剤   5億カプセル／年 

散・細粒剤   200トン／年  

注射剤     300万本／年 

主な生産品目 医療用医薬品 

クラビット錠、トランサミンカプセル、パントシン散、オムニパ

ークシリンジなど 



「参考資料」  

  

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高  18,560,662

Ⅱ 売上原価  13,399,004

売上総利益  5,161,658

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,485,822

営業利益  1,675,835

Ⅳ 営業外収益       108,474

Ⅴ 営業外費用       148,768

経常利益  1,635,541

Ⅵ 特別利益       304

Ⅶ 特別損失       5,876

税金等調整前四半期純利益  1,629,969

税金費用  865,911

少数株主利益  108,758

四半期純利益  655,299



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第3四半期連結累計期間 

(自 平成19年10月１日   

至 平成20年６月30日) 

区分 金額（千円）

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益  1,629,969

減価償却費  349,173

のれん償却額  73,614

負ののれん償却額 △59,483

役員賞与引当金の増減額（△は減少額） △123,804

貸倒引当金の増減額（△は減少額）  33

退職給付引当金増減額（△は減少額）  126,382

受注損失引当金増減額（△は減少額）  15,000

受取利息 △18,198

支払利息  30,701

持分法による投資損益（△は利益） △1,436

為替差損益（△は利益）  49,492

関係会社株式売却益 △265

出資金等持分損失負担額  58,211

固定資産除却損  5,876

固定資産売却益 △5

売上債権の増減額（△は増加額）  968,944

たな卸資産の増減額（△は増加額） △625,090

仕入債務の増減額（△は減少額） △11,005

未払費用の増減額（△は減少額）  534,723

前受金の増減額（△は減少額）  341,334

預り金の増減額（△は減少額） △24,500

その他  △158,967

小計  3,160,700

利息及び配当金の受取額  18,532

利息の支払額 △31,196

法人税等の支払額  △1,223,629

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,924,406



  

  

前第3四半期連結累計期間 

(自 平成19年10月1日   

至 平成20年6月30日) 

区分 金額（千円）

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 △194,479

定期預金の払戻による収入  262,452

有形固定資産の取得による支出 △477,013

有形固定資産の売却による収入  5

無形固定資産の取得による支出 △281,316

敷金保証金の払込による支出 △71,305

敷金保証金の返金による収入  10,924

投資有価証券の取得による支出 △188,322

子会社株式の売却による収入  4,075

連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 

△265,858

貸付金回収による収入  35,218

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,165,620

Ⅲ 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  279,000

長期借入金の返済による支出 △537,380

リース債務の返済による支出 △8,547

自己株式の取得による支出 △36,573

配当金の支払額 △160,641

少数株主への配当金の支払額  △12,510

新規連結子会社の旧株主に対する配当金の
支払 

 △80,210

財務活動によるキャッシュ・フロー  △556,863

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △43,269

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  158,654

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,505,932

Ⅶ 新規連結子会社増加に伴う現金及び現金同等物
    の増加額  2,317,387

Ⅷ 現金及び現金同等物の四半期末残高  6,981,974
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