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1.  平成21年9月期第3四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 2,586 4.5 241 14.1 243 18.5 141 15.0
20年9月期第3四半期 2,475 ― 211 ― 205 ― 123 ―

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 10,267.60 10,105.84
20年9月期第3四半期 9,287.45 8,962.12

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 2,174 1,755 80.3 126,335.93
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3四半期  1,746百万円 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 ― 0.00 ― 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．その他をご覧下さい。 

(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3四半期 13,824株 20年9月期  13,804株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  ―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3四半期 13,807株 20年9月期第3四半期 13,278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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当第３四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、景気は引き続き厳しい状況が続いております。 

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、業界全体は堅調に拡大しております。しかしながら、直近では、短期的な業績悪化を懸念し

た医薬品メーカーが、経費削減のため、開発案件を絞り込んでいることや、自社リソースの活用により外注を控え

ていることから、ＣＲＯ業界内では従来にも増して競争が激化しております。  

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）の受注に注力したものの、顧客都合による大

型受託案件の中断や延期等、並びに前期から引き続き未経験ＣＲＡ派遣に対する需要の低下により、売上高の伸び

は鈍化しました。利益面においては、新規ＣＲＡ要員の採用抑制等の施策によりコスト削減を図りました。その結

果、当第３四半期累計期間の売上高は2,586百万円（前年同期比4.5%増）、営業利益は241百万円（前年同期比14.1%

増）、経常利益は243百万円（前年同期比18.5%増）、四半期純利益は141百万円（前年同期比15.0%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３四半期累計期間においては、医薬品メーカーからの未経験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しておりますが、厳しい競争環境

下にあり、その結果、ＣＲＯ事業（派遣業務）の売上高は1,364百万円（前年同期比3.8%減）となりました。 

  

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

第３四半期累計期間におけるＣＲＯ事業（受託業務）については、大型案件の中断や延期等の影響があったも

のの、主として既存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1,017百万円（前年同期比19.4%増）となりまし

た。 

  

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

第３四半期累計期間においては、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197百万円（前年同期比4.6%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

を背景に、売上高は７百万円（前年同期比53.5%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。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

  

（流動資産） 

 当第３四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51百万

円増加し1,864百万円となりました。 

  

（固定資産） 

 当第３四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10百万円増加し310百万円となりまし

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や社内システムの強化を図

る目的でサーバーの入れ替えを行ったこと等であります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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（負債） 

 当第３四半期末における負債の残高は、主に賞与引当金の取り崩しにより、前事業年度末に比較して48百万円

減少し419百万円となりました。 

  

（純資産） 

 当第３四半期末における純資産の残高は、主に四半期純利益（第３四半期累計期間）141百万円の確保によ

り、前事業年度末に比較して110百万円増加し1,755百万円となりました。 

   

（２） キャッシュ・フローの状況 

  

当第３四半期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、1,201百万円となり、前

事業年度末と比較して153百万円の増加となりました。 

また、当第３四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260百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益240百万円を計上し

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66百万円となりました。これは主に、新規に事務所を賃借したこと及び社内シ

ステムの強化を図る目的でサーバーの入れ替えを行ったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は40百万円となりました。これは主に、剰余金の配当の支払によるものでありま

す。 

  

業績予想につきましては、概ね計画範囲内で推移しておりますので、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なっておりません。 

  

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。  

  

 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。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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６月30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 600,816 347,840

売掛金 501,150 624,508

有価証券 600,875 700,097

仕掛品 20,963 17,542

その他 140,923 124,841

貸倒引当金 △654 △2,251

流動資産合計 1,864,074 1,812,580

固定資産   

有形固定資産 125,689 123,050

無形固定資産 46,721 45,610

投資その他の資産 137,980 131,080

固定資産合計 310,391 299,741

資産合計 2,174,466 2,112,322

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 38,811 32,304

賞与引当金 93,697 179,344

その他 284,547 256,058

流動負債合計 417,056 467,706

固定負債   

リース債務 1,981 －

負債合計 419,038 467,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 695,950 695,200

資本剰余金 360,996 360,246

利益剰余金 689,521 589,168

株主資本合計 1,746,467 1,644,615

新株予約権 8,959 －

純資産合計 1,755,427 1,644,615

負債純資産合計 2,174,466 2,112,322
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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10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,586,672

売上原価 1,642,971

売上総利益 943,700

販売費及び一般管理費 702,378

営業利益 241,322

営業外収益  

受取利息 506

有価証券利息 2,191

その他 102

営業外収益合計 2,799

営業外費用  

為替差損 435

その他 3

営業外費用合計 438

経常利益 243,683

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,717

特別利益合計 1,717

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 240,441

法人税等合計 98,676

四半期純利益 141,764
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 818,532

売上原価 546,319

売上総利益 272,212

販売費及び一般管理費 243,381

営業利益 28,830

営業外収益  

受取利息 315

有価証券利息 333

営業外収益合計 649

営業外費用  

為替差損 62

その他 3

営業外費用合計 65

経常利益 29,414

特別利益  

貸倒引当金戻入額 215

特別利益合計 215

税引前四半期純利益 29,630

法人税等合計 12,160

四半期純利益 17,470
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高   2,475,216

Ⅱ 売上原価  1,559,103

売上総利益  916,113

Ⅲ 販売費及び一般管理費  704,549

営業利益  211,564

Ⅳ 営業外収益  18,610

Ⅴ 営業外費用  24,557

経常利益  205,616

Ⅵ 特別利益  287

Ⅶ 特別損失  2,542

 税引前四半期純利益  203,361

 税金費用   80,042

 四半期純利益  123,318
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前第３四半期累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

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   192,302

減価償却費   45,857

貸倒引当金の減少額  △287

賞与引当金の減少額  △68,947

子会社株式売却損   798

受取利息及び受取配当金  △1,105

株式交付費   13,124

固定資産除却損   2,542

売上債権の減少額   117,303

たな卸資産の増加額  △6,266

前受金の減少額 △54,023

未払金の減少額  △10,214

未払費用の減少額  △477

未払消費税等の減少額 △30,004

その他   16,947

小計  217,549

利息及び配当金の受取額  833

法人税等の支払額  △293,443

営業活動によるキャッシュ・フロー △75,060

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 △94,161

無形固定資産の取得による支出  △9,713

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入  

△2,193

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  △35,386

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  402

投資活動によるキャッシュ・フロー △150,209
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 （注）上記四半期連結キャッシュ・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。 

  
前年同四半期

（平成20年９月期 
第３四半期） 

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   462,225

少数株主への配当金の支払額 △2,774

財務活動によるキャッシュ・フロー  459,451

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  234,181

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  806,933

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,041,115
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