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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 10,326 8.4 579 4.1 313 △52.1 578 251.7
21年3月期第2四半期 9,527 ― 556 ― 654 ― 164 ―

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 17.39 ―

21年3月期第2四半期 4.80 ―

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 39,160 10,348 26.3 312.16
21年3月期 40,114 9,278 23.0 275.12

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,283百万円 21年3月期  9,208百万円

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 ― 3.00 3.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

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 19,600 0.3 300 △35.3 190 △14.3 30 ― 0.90
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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） 

(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 

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。 

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 34,344,000株 21年3月期  34,344,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,400,088株 21年3月期  873,188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 33,261,662株 21年3月期第2四半期 34,263,419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２四半期連結累計期間（以下「当第２四半期」）における日本経済は、サブプライムローン問題、リーマン

ショック等に端を発した金融市場の混乱や円高の進行もあいまって輸出が大きく落ち込んだ結果、製造業を中心に雇

用調整、生産調整を行う企業が相次ぎ、投資も大幅に抑制されたことなどから、消費者心理も冷え込み著しい景気後

退を迎えております。

　医薬品業界におきましては、基幹製剤の特許期限に関する「2010年問題」を抱える中で、売上と利益成長の維持を

目指し各社とも自社開発を強化すると共に、有望製剤の獲得のために、大型Ｍ＆Ａやライセンスインを推進するとい

うグローバルな傾向が見られます。

　このような業界トレンドを受けて再編が加速化される中で、大型の製薬企業（メガファーマ）を中心とする各製薬

企業では、事業規模と収益機会の更なる拡大を目指し、各研究開発拠点の統廃合を進め、研究開発費や開発期間・コ

ストの合理化をグローバルな視点から見直しつつ、有力ＣＲＯとの協業体制を構築することが戦略上の重要課題であ

ると認識されています。そして、グローバルなアウトソーシング化を通じて利益構造の改善を目指す流れが一層顕著

になってまいりました。

　当第２四半期においては、製薬企業の中長期的な開発ニーズに応えるために、短期的な受注動向に捉われず、質の

高いレポートをスピーディに提供し、顧客の開発固定費の合理化に貢献していく体制をしっかりと堅持すべく、内部

体制の充実、施設の拡充、職員の教育研修に力を注ぎました。

　こうした状況の中、当第２四半期における売上高は10,326百万円と前年同期に比べて799百万円(8.4％)の増加とな

りました。営業利益は579百万円と前年同期に比べて22百万円(4.1％)の増加となり、経常利益は313百万円と前年同期

に比べて340百万円(52.1％)の減少となり、四半期純利益は578百万円と前年同期に比べて413百万円(251.7％)の増加

となりました。

　事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①前臨床事業

　当事業部門におきましては、米国における金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュー

ルの調整や試験実施時期の延期等が生じておりますが、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みを強化すると

共に、業務の効率化、経費の合理化に取り組みました。

　そうした中で、売上高は8,131百万円と前年同期に比べて838百万円(11.5％)の増加となりました。営業利益は507

百万円と前年同期に比べて82百万円(19.3％)の増加となりました。

　②臨床事業

　当事業部門におきましては、米国臨床（フェーズⅠ～Ⅲ）事業で、中長期的な経営戦略の視点から、ハイクオリ

ティーな試験成果を提供することにより当社のブランド価値を市場に浸透させることに重点を置き事業を展開いた

しております。また、国内事業では、当社が得意とする疾患分野を中心に採算性を重視しつつ、業容拡大に努めて

おります。

　そうした中で、売上高は2,191百万円と前年同期に比べて８百万円(0.4％)の増加となりました。営業利益は274百

万円と前年同期に比べて６百万円(2.3％)の増加となりました。

　③トランスレーショナル リサーチ事業

　当事業部門におきましては、米国で経鼻投与製剤グラニセトロン（制吐剤）のフェーズⅡ臨床試験を完了してお

り、ライセンスアウトに向けた活動も強化しております。

　そうした中で、営業損失は245百万円（前年同期：営業損失186百万円）となりました。

　④その他事業

　当事業部門におきましては、環境分析装置の販売等を行っております。

　売上高は99百万円と前年同期に比べて14百万円(16.4％)の増加となりました。営業損失は18百万円（前年同期：

営業損失４百万円）となりました。



　所在地別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

　①日本

　当地域におきましては、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みを強化すると共に、業務の効率化、経費の

合理化に取り組みました。

　そうした中で、売上高は7,147百万円と前年同期に比べて644百万円(9.9％)の増加となりました。営業利益は839

百万円と前年同期に比べて454百万円(117.9％)の増加となりました。

　②北米地域

　当地域におきましては、金融危機に端を発した経済危機の中で、委託者による発注スケジュールの調整や試験実

施時期の延期等が生じております。しかしながら、大手製薬企業の中長期的な開発ニーズに応えるために、短期的

な受注動向に捉われず、質の高いレポートをスピーディに提供し、顧客の開発固定費の合理化に貢献していく体制

をしっかりと堅持すべく、内部体制の充実、施設の拡充、職員の教育研修に力を注ぎました。

　そうした中で、売上高は3,161百万円と前年同期に比べて244百万円(8.4％)の増加となりました。営業損失は117

百万円(前年同期：営業利益291百万円)となりました。

　③その他の地域

　カンボジアにおきましては、主に当社グループの前臨床事業に質の高い実験動物(霊長類)を安定的に供給するた

め、実験動物の繁殖、育成、検疫、輸出を行っております。また、中国（上海）では、前臨床及び臨床試験試料の

分析を、インドでは前臨床試験の統計業務サポートを行う体制が整ってきております。

　そうした中で、売上高は483百万円と前年同期に比べて30百万円(5.9％)の減少となりました。営業損失は151百万

円（前年同期：営業損失173百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債、純資産の状況に関する分析

　当第２四半期における前連結会計年度末からの財政状態の変動は、以下のとおりとなりました。

　当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ953百万円(2.4％)減少し、39,160百万円となりました。流

動資産につきましては、有価証券は増加したものの、現金及び預金が減少したことなどにより、前連結会計年度末

に比べ1,409百万円(7.1％)減少して18,417百万円となりました。固定資産につきましては、繰延税金資産などが増

加した結果、455百万円（2.2％）増加して20,743百万円となりました。

　負債は、前連結会計年度末に比べ2,023百万円(6.6％)減少し、28,812百万円となりました。流動負債につきまし

ては、買掛金及び短期借入金は増加しましたが、前受金及びその他流動負債が減少したことなどにより前連結会計

年度末に比べ1,636百万円(11.3％)減少して12,825百万円となりました。固定負債につきましては、長期借入金が減

少したことなどにより前連結会計年度末に比べ387百万円(2.4％)減少して15,986百万円となりました。

　純資産は、配当金の支払、自己株式の取得がありましたが、四半期純利益を計上し、また為替換算調整勘定の増

加などにより、前連結会計年度末に比べ1,069百万円(11.5％)増加し、10,348百万円となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況に関する分析

　当第２四半期末における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に比べて1,164百万円

（13.2％）減少し、7,641百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、628百万円と前年同期に比べ400百万円(175.1％)の増加となりました。

　主な内訳は、税金等調整前四半期純利益308百万円、減価償却費939百万円、たな卸資産の減少額295百万円、前

受金の減少額599百万円及び法人税等の支払額249百万円であります。

　（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、1,290百万円と前年同期に比べ140百万円(12.2％)の増加となりました。

　主な内訳は、有形固定資産の取得による支出1,356百万円であります。

　（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、529百万円（前年同期：1,996百万円の獲得）となりました。

　主な内訳は、長期借入れによる収入1,500百万円、長期借入金の返済による支出1,741百万円、自己株式の取得

による支出190百万円及び配当金の支払いによる支出102百万円であります。



３．連結業績予想に関する定性的情報

　金融危機に端を発した先行き不透明な経済環境の中で、委託者による発注スケジュールや試験実施時期の変更が生

じております。

　そうした中で、既受注試験の信頼性と確実性を重視しつつ、期限遵守の進行管理に基づいた売上計上に向けた取り

組みを強化すると共に、業務の効率化、経費の削減、厳選に取り組んでおります。

　平成22年３月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年５月15日に公表しました連結業績予想と変更はあり

ません。

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）

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

　①たな卸資産の評価方法

　当第２四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。

　また、たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

　②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固定資産の減価償却費については、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。

（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

該当事項はありません。



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 6,336,894 8,522,414

受取手形及び売掛金 2,107,961 2,187,732

有価証券 1,426,290 404,430

たな卸資産 7,766,592 7,824,050

その他 845,654 958,784

貸倒引当金 △66,264 △70,917

流動資産合計 18,417,129 19,826,494

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,524,948 13,339,977

その他（純額） 5,365,768 5,438,856

有形固定資産合計 18,890,716 18,778,833

無形固定資産 253,375 306,794

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,735,671 1,338,813

貸倒引当金 △135,957 △136,421

投資その他の資産合計 1,599,713 1,202,392

固定資産合計 20,743,806 20,288,021

資産合計 39,160,935 40,114,515



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 357,437 229,941

短期借入金 3,655,984 3,493,993

未払法人税等 67,789 300,695

前受金 7,360,758 7,770,081

その他 1,383,752 2,667,183

流動負債合計 12,825,722 14,461,896

固定負債   

長期借入金 15,978,753 16,365,493

その他 7,761 8,383

固定負債合計 15,986,515 16,373,876

負債合計 28,812,238 30,835,773

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,391,050 5,391,050

資本剰余金 6,073,450 6,073,450

利益剰余金 1,049,205 571,127

自己株式 △863,477 △672,914

株主資本合計 11,650,227 11,362,713

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,783 2,466

為替換算調整勘定 △1,382,226 △2,156,416

評価・換算差額等合計 △1,366,442 △2,153,949

少数株主持分 64,911 69,978

純資産合計 10,348,696 9,278,742

負債純資産合計 39,160,935 40,114,515



（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 9,527,154 10,326,245

売上原価 5,891,537 6,807,217

売上総利益 3,635,617 3,519,027

販売費及び一般管理費 3,078,819 2,939,242

営業利益 556,797 579,785

営業外収益   

受取利息 21,594 5,570

受取配当金 1,335 1,191

持分法による投資利益 － 12

為替差益 128,184 －

施設利用料収入 57,801 93,200

その他 14,225 37,451

営業外収益合計 223,140 137,427

営業外費用   

支払利息 123,789 167,835

持分法による投資損失 230 －

為替差損 － 233,662

その他 1,007 1,732

営業外費用合計 125,026 403,231

経常利益 654,911 313,980

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 6,246

固定資産売却益 299 2,160

その他 － 1,512

特別利益合計 299 9,919

特別損失   

固定資産売却損 486 －

固定資産除却損 23,470 11,529

投資有価証券評価損 3,517 3,915

特別損失合計 27,473 15,444

税金等調整前四半期純利益 627,737 308,455

法人税、住民税及び事業税 188,427 40,741

法人税等調整額 278,844 △301,702

法人税等合計 467,272 △260,960

少数株主損失（△） △4,041 △9,073

四半期純利益 164,506 578,489



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 627,737 308,455

減価償却費 875,033 939,377

のれん償却額 932 5,532

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,273 △6,246

受取利息及び受取配当金 △22,929 △6,762

支払利息 123,789 167,835

為替差損益（△は益） △112,650 181,679

持分法による投資損益（△は益） 230 △12

有形固定資産売却損益（△は益） 186 △2,160

固定資産除却損 23,470 11,529

投資有価証券評価損益（△は益） 3,517 3,915

売上債権の増減額（△は増加） 10,659 98,317

たな卸資産の増減額（△は増加） △414,905 295,551

前受金の増減額（△は減少） 624,589 △599,652

仕入債務の増減額（△は減少） 76,606 117,917

未払金の増減額（△は減少） △167,028 △287,864

未払費用の増減額（△は減少） △307,351 △281,559

その他 △493,364 97,338

小計 851,796 1,043,192

利息及び配当金の受取額 21,855 5,712

利息の支払額 △130,281 △170,745

法人税等の支払額 △514,978 △249,765

営業活動によるキャッシュ・フロー 228,391 628,394

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 △94,173 △22,167

定期預金の払戻による収入 425,082 22,105

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,378,018 △1,356,553

無形固定資産の取得による支出 △102,896 △26,501

有形固定資産の売却による収入 1,307 2,160

投資有価証券の取得による支出 △801 △3,869

投資有価証券の売却による収入 7,930 －

関係会社株式の取得による支出 － △4,600

関係会社株式の売却による収入 － 2,000

貸付けによる支出 △13,737 △7,053

貸付金の回収による収入 6,204 2,552

その他 △1,018 1,125

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,150,121 △1,290,803



（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) 

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） － 4,220

長期借入れによる収入 3,500,000 1,500,000

長期借入金の返済による支出 △1,070,858 △1,741,052

自己株式の取得による支出 △230,047 △190,562

配当金の支払額 △203,050 △102,201

少数株主からの払込みによる収入 － 241

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,996,043 △529,355

現金及び現金同等物に係る換算差額 △121,125 27,293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 953,187 △1,164,471

現金及び現金同等物の期首残高 6,083,690 8,805,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,036,878 7,641,006



（４）継続企業の前提に関する注記

　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）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショナ
ルリサーチ

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　　

7,288,197 2,161,993 ― 76,964 9,527,154 ― 9,527,154

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,305 20,778 ― 8,455 34,539 (34,539) ―

計 7,293,502 2,182,772 ― 85,419 9,561,694 (34,539) 9,527,154

営業利益又は営業損失(△) 425,389 268,454 △186,014 △4,225 503,605 53,192 556,797

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）

前臨床事業
（千円）

臨床事業
（千円）

トランス
レーショナ
ルリサーチ

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　　

8,129,389 2,181,077 ― 15,778 10,326,245 ― 10,326,245

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,610 9,950 ― 83,647 96,207 (96,207) ―

計 8,131,999 2,191,027 ― 99,425 10,422,452 (96,207) 10,326,245

営業利益又は営業損失(△) 507,613 274,698 △245,982 △18,380 517,948 61,836 579,785

（注）１　事業の区分は、創薬のための研究開発プロセスによっております。

２　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。



〔所在地別セグメント情報〕

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）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の
地域

（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 6,498,364 2,896,805 131,985 9,527,154 ― 9,527,154

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

4,157 20,778 381,958 406,895 (406,895) ―

計 6,502,522 2,917,584 513,943 9,934,050 (406,895) 9,527,154

営業利益又は営業損失（△） 385,557 291,858 △173,161 504,254 52,543 556,797

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）

日本
（千円）

北米地域
（千円）

その他の
地域

（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 7,147,185 3,161,699 17,361 10,326,245 ― 10,326,245

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― 466,137 466,137 (466,137) ―

計 7,147,185 3,161,699 483,499 10,792,383 (466,137) 10,326,245

営業利益又は営業損失（△） 839,965 △117,453 △151,980 570,530 9,254 579,785

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国

その他の地域：英国、香港、中国、カンボジア、インド

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

〔海外売上高〕

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）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,465,058 600,918 3,065,976

Ⅱ　連結売上高（千円） ― ― 9,527,154

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.9 6.3 32.2

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）

 北米地域 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,578,978 542,674 3,121,652

Ⅱ　連結売上高（千円） ―　 ―　 10,326,245

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 25.0 5.3 30.2

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米地域：米国、カナダ

その他の地域：英国、オーストリア、ドイツ他５カ国

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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