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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 1,239 49.0 364 82.8 363 101.8 212 102.8
21年3月期第2四半期 831 ― 199 ― 180 ― 104 ―

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2四半期 17.20 ―
21年3月期第2四半期 8.50 ―

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2四半期 1,408 991 70.4 80.31
21年3月期 1,255 916 73.0 74.22

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  991百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
22年3月期 ― 0.00
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 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2四半期 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2四半期  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2四半期 12,345,000株 21年3月期第2四半期 12,320,000株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融不安による景気悪化に対応した一連の景気対策

で、景気の底打ちの動きは見られたものの、個人消費の先行き不透明感による消費マインドの冷え込みが強く、経

済活動は低水準で推移するなど、厳しい情勢下が続いております。  

 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、当社グループのＣＲＯ事業については、実施中の受託案件の２件について中止があったもの

の、新規案件の受託及び既存案件の増員により、順調に進めてまいりました。当第２四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）事業については、新規案件

の受託により収益に貢献することとなりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は1,239百万円（前年同四半期比49.0％増）、経常利益は

363百万円（前年同四半期比101.8％増）、四半期純利益は212百万円（前年同四半期比102.8％増）となりました。

  

(1) 資産の部 

 当第２四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152百万円増加し、1,408百万円

（12.1％増）となりました。これは、主に差入保証金の増加によるものであります。 

(2) 負債の部 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ77百万円増加し、416百万円（22.8％

増）となりました。これは、主に短期借入金及び未払法人税等の増加によるものであります。 

(3) 純資産の部 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比べ75百万円増加し、991百万円

（8.2％増）となりました。これは、主に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２四半期連結累計期間において、当社グループ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50.6％増）、営業利益1,175百万円（前期比113.9％増）、経常利

益1,172百万円（前期比127.2％増）、当期純利益679百万円（前期比126.3％増）を予想しております。 

(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、当社グループ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10月30日時点の受注残高は34.3％減少しております

が、これは当第２四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加え、既存の委受託契約のうち２件の案件（受注残高の合計額597百万円、このうち通期

分225百万円）について中止となったことによります。 

当初の計画に従い、当第２四半期連結累計期間における人員の採用と教育は順調に進んでおり、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。 

  

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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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。  

  

  
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２四半期末 
平成21年10月 

30日時点（Ｂ） 

受注残高    2,339  3,956    2,600  2,600  △34.3

内訳  

武田薬品   614  896  45  45  △95.0

大塚製薬  627  893  1,128  1,128  26.3

エーザイ  1,051  1,398  999  999  △28.5

その他   46  768  428  428  △44.3

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
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 506,429 452,236

売掛金 370,871 431,110

有価証券 100,630 100,540

前払費用 25,214 19,983

繰延税金資産 34,776 26,912

立替金 28,199 25,318

その他 7,121 99

流動資産合計 1,073,243 1,056,202

固定資産   

有形固定資産 49,500 52,329

無形固定資産 2,736 3,279

投資その他の資産   

差入保証金 276,946 138,274

その他 6,003 5,766

投資その他の資産合計 282,950 144,041

固定資産合計 335,187 199,650

資産合計 1,408,431 1,255,853

負債の部   

流動負債   

短期借入金 50,000 －

未払金 40,855 51,893

未払費用 31,713 29,150

未払法人税等 165,094 118,210

未払消費税等 25,131 36,716

未払配当金 490 －

預り金 12,525 23,351

賞与引当金 52,518 40,740

リース債務 14,577 13,904

流動負債合計 392,906 313,966

固定負債   

リース債務 21,476 25,632

退職給付引当金 2,575 －

固定負債合計 24,051 25,632

負債合計 416,958 339,598

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 717,879 641,328

自己株式 △9,839 △9,839

株主資本合計 995,083 918,532

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △3,610 △2,277

評価・換算差額等合計 △3,610 △2,277

純資産合計 991,472 916,254

負債純資産合計 1,408,431 1,255,853
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 831,551 1,239,008

売上原価 366,439 599,123

売上総利益 465,112 639,884

販売費及び一般管理費 265,763 275,431

営業利益 199,348 364,453

営業外収益   

受取利息 598 240

為替差益 257 －

その他 12 －

営業外収益合計 868 240

営業外費用   

支払利息 1,037 989

株式公開費用 17,754 －

株式交付費 655 －

創立費償却 539 －

その他 25 －

営業外費用合計 20,012 989

経常利益 180,204 363,705

税金等調整前四半期純利益 180,204 363,705

法人税、住民税及び事業税 71,671 160,269

法人税等調整額 3,819 △8,909

法人税等合計 75,491 151,359

四半期純利益 104,713 212,345
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 428,622 549,385

売上原価 161,656 253,013

売上総利益 266,965 296,372

販売費及び一般管理費 144,698 142,780

営業利益 122,267 153,591

営業外収益   

受取利息 487 139

営業外収益合計 487 139

営業外費用   

支払利息 597 538

株式公開費用 14,985 －

為替差損 177 －

株式交付費 655 －

創立費償却 539 －

営業外費用合計 16,954 538

経常利益 105,799 153,192

税金等調整前四半期純利益 105,799 153,192

法人税、住民税及び事業税 55,743 82,762

法人税等調整額 △10,942 △18,312

法人税等合計 44,801 64,449

四半期純利益 60,998 88,743
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 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 当連結グループは、同一セグメントに属するＣＲＯ事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため

該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９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。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 当連結グループは、同一セグメントに属するＣＲＯ事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため

該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。  

  

 前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。  

  

 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）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〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報

㈱リニカル（2183）平成22年３月期　第２四半期決算短信

- 8 -




