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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 6,937 △4.2 △118 ― △129 ― △284 ―
21年3月期第2四半期 7,238 ― 17 ― 43 ― △3,746 ―

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 △304.69 ―
21年3月期第2四半期 △4,006.56 ―

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 15,495 3,212 20.3 3,362.03
21年3月期 16,459 3,451 20.6 3,632.85

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,143百万円 21年3月期  3,397百万円

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 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

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 14,900 2.9 210 292.2 160 164.2 △100 ― △106.94
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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  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。 

(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、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。 

(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 
業績予想は、本資料発表日現在入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能
性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 935,142株 21年3月期  935,142株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 935,142株 21年3月期第2四半期 935,142株
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【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 

当第２四半期におけるわが国の経済は、アジア圏への輸出の回復により持ち直しつつあるもの

の、企業収益及び設備投資が減少を続け、雇用情勢が極めて悪化しており、経済活動全体も予断

を許さない状況にあります。 

当社事業の主要顧客である製薬企業は、高齢化社会の進展をにらんだ新薬の需要は依然として

大きく、重点領域における医薬品の研究開発は全体として堅調に推進される見込みであります。

SMO（治験施設支援機関）及びCRO（医薬品開発業務受託機関）業界は、堅調に市場拡大を続けて

はおりますが、再編統合が進みつつあります。 

こうした状況にあって当社は、SMO事業を核とした統合ヘルスケア事業ネットワークの構築を企

業目的とし、基幹事業であるSMO事業の事業拡大及び安定収益基盤の確立に加えて、そのノウハウ

を活用したオリジナルブランド商品の販売及びヘルスケアの分野全体を対象とした事業に取組ん

でおります。併せて、各事業の収益力向上に努めてまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,937百万円（前年同期比4.2％減）、利益面

につきましては、のれんの償却額145百万円の影響により、営業損失は118百万円（前年同期は営

業利益17百万円）、経常損失は129百万円（前年同期は経常利益43百万円）、前期に発生した特別

損失は大幅に減少したものの、四半期純損失は284百万円（前年同期は四半期純損失3,746百万

円）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①SMO事業 

当事業におきましては、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制を確立したこと

で、受託案件は堅調に推移しております。当第２四半期は、第Ⅰ相試験が主要施設の変更によ

り受託活動を一時的に休止せざるを得なかったこと、第Ⅱ相及び第Ⅲ相試験については大型試

験の延期等の影響が生じました。一方、業務生産性向上および原価および販売費及び一般管理

費の低減を強力に進めました。また、全国規模での事業基盤の拡充に努めた結果、提携医療機

関数は1,131（前連結会計年度末比53施設増）となりました。これにより、売上高は1,547百万

円（前年同期比6.0％減）、営業利益は370百万円（前年同期比4.9％増）となりました。 

 

②メディカルサポート事業 

当事業におきましては、貸付金事業等の事業再編及び医療機器等販売事業の減収により、売

上高は306百万円（前年同期比52.2％減）、営業損失は66百万円（前年同期は営業利益112百万

円)となりました。 

 

③人材コンサルティング事業 

当事業におきましては、顧客企業の採用抑制の影響により、売上高は110百万円（前年同期比

46.4％減）、営業損失は９百万円（前年同期は営業利益23百万円)となりました。 
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④医薬品等の販売事業 

当事業におきましては、販売促進策を適時投入したことが奏功し、売上高は2,053百万円（前

年同期比2.8％増）となりました。仕入コストの低減及び商品管理の徹底を継続した結果、のれ

んの償却額39百万円はありましたが、営業利益は52百万円（前年同期は営業損失７百万円)と収

支を大幅に改善し、黒字化を達成いたしました。 

 

⑤医薬品等の製造販売事業 

当事業におきましては、医療用医薬品のDPC拠点施設向け販売及び製造受託等の事業が堅調に

推移しました。その結果、売上高は2,562百万円（前年同期比8.0％増）となり、利益面につい

ても増収効果と原価管理の徹底により、のれんの償却額100百万円をこなし、営業利益は９百万

円（前年同期は営業損失58百万円)と大幅に収支を改善し、黒字化を達成いたしました。 

 

⑥その他の事業 

当事業におきましては、CRO事業が堅調に推移しましたが、一部事業の再編に伴う費用が増加

し、売上高は357百万円（前年同期比4.5％減）、営業損失は11百万円（前年同期は営業利益40

百万円）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は15,495百万円（前連結会計年度末比5.9％減）とな

りました。これは、借入金の返済等により現金及び預金が349百万円減少したこと等によるものです。 

負債は12,283百万円（前連結会計年度末比5.6％減）となりました。これは、借入金が418百万円

減少したこと等によるものです。 

純資産は3,212百万円（前連結会計年度末比6.9％減）となりました。これは、利益剰余金が284百

万円減少したこと等によるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末のキャッシュ・フローについては、営業活動により205百万円増加

し、投資活動により435百万円減少し、財務活動により418百万円減少した結果、現金及び現金同

等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高1,519百万円よりも649百万円減少し、

870百万円（前年同期比34.7％減）となりました。 

 

①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、205百万円となりました。主な要因は、売上債権の減少229

百万円等によるものです。 

②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、435百万円となりました。主な要因は、担保預金の差入によ

る支出300百万円、貸付による支出130百万円等によるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 
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財務活動の結果使用した資金は、418百万円となりました。主な要因は借入金の返済483百万

円等によるものです。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、景気の後退が長期化する可能性があり、先行きの見通しは不透明

でありますが、現時点において、この状況が今後当社グループの業績に与える影響を予測すること

は困難であるため、平成21年５月13日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

該当事項はありません。 

 

(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 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算出方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

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ので、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。 

 

(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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 

 該当事項はありません。 

 

② ①以外の変更 

 当連結会計年度より、当社の連結子会社である、株式会社アイロムロハス及び株式会社ウイン

グ湘南において有形固定資産の減価償却方法を従来の定率法から定額法へ変更いたしました。 

 この変更は、親子会社間の会計処理を統一するとともに、医薬品販売事業からの安定的な収益

と投資後の減価償却費をより厳格に対応させ、より適切に事業の業績を表すためであります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ４百万円減少しております。 

 なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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：百万円)

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 1,170 1,519

受取手形及び売掛金 2,670 2,900

商品及び製品 1,242 1,308

仕掛品 481 475

原材料及び貯蔵品 166 208

短期貸付金 2,633 1,398

1年内回収予定の長期貸付金 2,501 13

営業貸付金 － 2,344

その他 753 677

貸倒引当金 △4,333 △3,137

流動資産合計 7,287 7,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,921 3,013

土地 2,360 2,360

その他（純額） 629 637

有形固定資産合計 5,911 6,011

無形固定資産   

のれん 267 413

その他 124 157

無形固定資産合計 392 571

投資その他の資産   

長期営業貸付金 － 3,835

長期貸付金 1,985 27

破産更生債権等 1,470 835

その他 1,657 1,729

貸倒引当金 △3,210 △4,261

投資その他の資産合計 1,903 2,167

固定資産合計 8,208 8,749

資産合計 15,495 16,459
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,527 1,514

賞与引当金 37 34

未払法人税等 62 65

短期借入金 6,555 6,883

その他 2,057 2,310

流動負債合計 10,239 10,808

固定負債   

長期借入金 113 154

退職給付引当金 417 409

債務保証損失引当金 1,014 1,101

その他 497 531

固定負債合計 2,043 2,198

負債合計 12,283 13,007

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,286 6,286

資本剰余金 7,577 7,577

利益剰余金 △10,714 △10,429

株主資本合計 3,149 3,434

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5 △37

評価・換算差額等合計 △5 △37

新株予約権 16 －

少数株主持分 51 54

純資産合計 3,212 3,451

負債純資産合計 15,495 16,459
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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：百万円)

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 7,238 6,937

売上原価 5,029 4,940

売上総利益 2,209 1,997

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 562 578

貸倒引当金繰入額 － 43

その他 1,629 1,495

販売費及び一般管理費合計 2,191 2,116

営業利益又は営業損失（△） 17 △118

営業外収益   

受取利息 24 20

受取配当金 1 0

受取補償金 43 27

その他 22 27

営業外収益合計 91 76

営業外費用   

支払利息 62 71

その他 2 14

営業外費用合計 65 86

経常利益又は経常損失（△） 43 △129

特別利益   

債務保証損失引当金戻入額 － 87

会員権売却益 5 －

前期損益修正益 － 26

その他 0 3

特別利益合計 6 116

特別損失   

投資有価証券評価損 1,331 －

債務保証損失引当金繰入額 543 －

貸倒引当金繰入額 1,720 102

訴訟関連費用 － 48

その他 29 57

特別損失合計 3,624 207

税金等調整前四半期純損失（△） △3,574 △219

法人税、住民税及び事業税 29 38

法人税等調整額 136 29

法人税等合計 165 68

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6 △3

四半期純損失（△） △3,746 △284
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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) 

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損失（△） △3,574 △219

減価償却費 275 252

のれん償却額 145 145

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,724 145

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 543 △87

賞与引当金の増減額（△は減少） 2 －

受取利息及び受取配当金 △26 △21

支払利息 62 71

投資有価証券評価損益（△は益） 1,331 －

売上債権の増減額（△は増加） △133 229

たな卸資産の増減額（△は増加） △158 102

営業貸付金の増減額（△は増加） △506 －

仕入債務の増減額（△は減少） 200 △37

会員権評価損 1 －

その他 △356 △281

小計 △466 299

利息及び配当金の受取額 30 20

利息の支払額 △61 △73

法人税等の支払額 △60 △42

営業活動によるキャッシュ・フロー △559 205

投資活動によるキャッシュ・フロー   

担保預金の差入による支出 － △300

有形固定資産の取得による支出 △44 △38

無形固定資産の取得による支出 △25 △23

投資有価証券の売却による収入 － 46

貸付けによる支出 △16 △130

貸付金の回収による収入 306 45

その他 7 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー 227 △435

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） △406 △327

長期借入れによる収入 － 35

長期借入金の返済による支出 △91 △125

配当金の支払額 △91 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △589 △418

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △921 △649

現金及び現金同等物の期首残高 2,254 1,519

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,333 870
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
SMO事業 

(百万円) 

メディカル
サポート事

業 

(百万円) 

人材コンサ
ルティング

事業 

(百万円)

医薬品等の
販売事業

(百万円)

医薬品等の
製造販売事

業 

(百万円)

その他の事
業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高     

(1)外部顧客に対する
売上高 

1,645 641 205 1,998 2,372 374 7,238 － 7,238

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

2 21 42 0 5 3 74 (74) －

計 1,647 663 248 1,998 2,377 378 7,313 (74) 7,238

営業利益又は営業損
失（△） 

353 112 23 △7 △58 40 464 (446) 17

(注) 当第１四半期連結累計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、医薬品等の販売事業における営業利益

が22百万円減少しております。 

 

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） 

 
SMO事業 

(百万円) 

メディカル
サポート事

業 

(百万円) 

人材コンサ
ルティング

事業 

(百万円)

医薬品等の
販売事業

(百万円)

医薬品等の
製造販売事

業 

(百万円)

その他の事
業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は
全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

売上高     

(1)外部顧客に対する
売上高 

1,547 306 110 2,053 2,562 357 6,937 － 6,937

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

1 9 30 1 4 50 96 (96) －

計 1,548 315 140 2,054 2,566 408 7,034 (96) 6,937

営業利益又は営業損
失（△） 

370 △66 △9 52 9 △11 345 (464) △118

(注) １ 当第１四半期連結累計期間より、当社の連結子会社である、株式会社アイロムロハス及び株式会社ウイ

ング湘南において有形固定資産の減価償却方法を従来の定率法から定額法へ変更しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、医薬品等の販売事業における営業利益が４百万円増加してお

ります。 

２ 当社の連結子会社である、株式会社アイロムメディックにおいて貸付金事業免許を平成21年４月に返納

いたしました。これにより、当第２四半期連結累計期間におけるメディカルサポート事業の売上高が７百

万円、営業損失が５百万円それぞれ減少しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

該当事項はありません。
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