
平成22年7月期 第1四半期決算短信 

平成21年12月3日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 綜合臨床ホールディングス 上場取引所 東 

コード番号 2399 URL http://www.sogo-holdings.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 立川 憲之

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営企画部長 （氏名） 橋本 寿哉 TEL 03-6901-6080
四半期報告書提出予定日 平成21年12月15日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年7月期第1四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成21年10月31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7月期第1四半期 755 △5.9 △86 ― △86 ― △82 ―

21年7月期第1四半期 803 ― △100 ― △99 ― △108 ―

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7月期第1四半期 △824.71 ―

21年7月期第1四半期 △1,004.57 ―

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7月期第1四半期 7,634 3,470 41.7 33,217.63
21年7月期 7,844 3,984 47.0 35,541.44

（参考） 自己資本   22年7月期第1四半期  3,186百万円 21年7月期  3,687百万円

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  有  
 

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7月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年7月期 ―

22年7月期 
（予想）

700.00 ― 500.00 1,200.00

3.  平成22年7月期の連結業績予想（平成21年8月1日～平成22年7月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

1,760 △4.3 5 ― 4 ― 2 ― 19.28

通期 4,850 0.5 530 25.0 525 25.3 250 0.0 2,409.87
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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、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。 

(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、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。 

(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 

・平成21年９月10日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、
多分に不安定な要素を含んでおります。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。 

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年7月期第1四半期 107,740株 21年7月期  107,740株

② 期末自己株式数 22年7月期第1四半期  11,800株 21年7月期  4,000株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年7月期第1四半期 100,010株 21年7月期第1四半期 107,656株
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当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、昨年来の世界的な金融危機の影響を受けて実体経済が

大幅に悪化し、景気は先行き不透明感を払拭できず、更にはデフレの傾向も見られるようになってき

ました。 

 こうした中、製薬業界におきましては、新薬開発競争の激化や、社会保障費増加に伴う薬価引き下

げ、後発医薬品への置き換え等による経営環境の変化によって、開発品目の絞込みが行われておりま

す。一方、医療機関におきましては、診療報酬の引き下げ等により、財政悪化、病院・診療科の統廃

合など、経営環境に厳しい状況が見られます。 

 これを受けて、当社グループが主要事業として活動展開するＳＭＯ市場においても、医薬品開発の

効率化の観点から、質・量ともに確保できる大手数社に受注が集中する傾向が一層強まってきてお

り、また医療機関からも、治験を実施するにあたり、質の高いＳＭＯによるバックアップを望むよう

になってきております。 

 このような経営環境の中、当社グループは、グループ経営基盤を強固にし、依頼者である製薬会社

及び治験実施医療機関に対して付加価値の高いサービスを提供できる体制づくりに継続して取り組み

ました。 

 その一環として、平成21年４月１日付で発足した「臨床薬理センター」は、臨床薬理学に精通した

医師２名を配置し、臨床薬理試験実施施設の新規構築支援、臨床試験の実施に携わるスタッフの教

育・指導等を行うことによって、臨床試験実施施設における専門性の向上、品質の統一化を図りまし

た。こうして、治験依頼者である製薬会社により選ばれる提携医療機関を増加させ、競合他社に対し

て差別化を図っております。 

 また、事業の効率化を目指して、平成21年７月１日をもって新たに発足した株式会社綜合臨床サイ

エンスでは、ＣＲＣの稼動向上を目的として、重複する地域のオフィスの整理統合を進めました。ま

た、受注の一本化を目指して、グループ各社の製薬会社向けの営業部門を集約し、更に全国の医療機

関をカバーできる体制の構築を目的として、治験実施施設開拓専門部署を設置しました。これらを、

当社の営業担当取締役が統括することで、製薬会社の多様なニーズに迅速に対応できるようになりま

した。このような取り組みの結果、当第１四半期連結会計期間の受注高、受注残はともに大幅に増加

しております。 

 このほか、平成21年９月１日付で株式会社エビデンスセンターの事業を株式会社綜合臨床サイエン

ス臨床支援課に引き継ぎ、臨床心理士業務受託と精神科領域の治験とを同時に実施できる体制を築

き、その営業に注力しました。 

 なお、株式会社綜合臨床サイエンスは、平成21年11月１日付で株式会社ベルテールと合併しまし

た。更には平成22年８月１日付でトライアルサポート株式会社が同社と追加合併する予定です。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高は755百万円（前年同期比5.9％

減）、営業損失は86百万円（前年同期は100百万円の営業損失）、経常損失は86百万円（前年同期は

99百万円の経常損失）、四半期純損失は82百万円（前年同期は108百万円の四半期純損失）となりま

した。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて266百万円減少し、5,421百万円となりました。これは、仕

掛品が336百万円増加したものの、現金及び預金が554百万円、受取手形及び売掛金が126百万円それ

ぞれ減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて56百万円増加し、2,212百万円となりました。これは、敷

金及び保証金が67百万円増加したことなどによります。 

 この結果、総資産合計は、前連結会計年度末に比べて209百万円減少し、7,634百万円となりまし

た。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて333百万円増加し、3,997百万円となりました。これは、前

受金が194百万円、賞与引当金が86百万円それぞれ増加し、未払法人税等が58百万円減少したことな

どによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて29百万円減少し、166百万円となりました。これは、長期

借入金が29百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて304百万円増加し、4,164百万円となりました。

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて513百万円減少し、3,470百万円となりました。これは、

自己株式が313百万円増加し、利益剰余金が186百万円減少したことなどによります。 

【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

(1)資産、負債及び純資産の状況
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当第１四半期連結累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、前連結会計

年度末に比べ554百万円減の2,032百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、49百万円の支出（前第１四半期連結累計期間 199百万円

の支出）となりました。これは、資金増加要因として前受金の増加額194百万円、売上債権の減少額

126百万円があったものの、資金減少要因として、たな卸資産の増加額335百万円、法人税等の支払額

85百万円があったことが主な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、67百万円の支出（前第１四半期連結累計期間 9百万円の

支出）となりました。これは、敷金及び保証金の差入による支出額67百万円が主な要因であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、437百万円の支出（前第１四半期連結累計期間 683百万円

の支出）となりました。これは自己株式の取得による支出額314百万円、配当金の支払額76百万円、

長期借入金の返済額32百万円が主な要因であります。 

当社グループはＳＭＯ事業を主な事業としており、当該事業におきましては１年を超える期間の試

験が多く、売上計上方法については完成基準を採用しております。 

 当連結会計年度の連結業績予想作成に当たり、期間中に終了する試験の時期を見積もった結果、第

３四半期連結会計期間及び第４四半期連結会計期間に売上高の計上比重が高くなることを想定してお

ります。 

 当第１四半期連結会計期間における業績は概ね計画通りに推移しており、現時点においては、平成

21年９月10日付「平成21年７月期決算短信」にて発表の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期業

績予想に変更はありません。 
  

  

該当事項はありません。 

  

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

予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

前第１四半期連結累計期間において投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりました「敷金及び保証金の差入による支出」は、金額的重要性が増したため、当第１四半期

連結累計期間より区分掲記しております。 

 なお、前第１四半期連結累計期間における「敷金及び保証金の差入による支出」は2百万円であり

ます。 

(2)キャッシュ・フローの状況

（営業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）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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

①簡便な会計処理

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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

②表示方法の変更

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,144,585 2,699,572

受取手形及び売掛金 303,742 430,694

商品 6,916 8,787

仕掛品 2,474,287 2,137,564

繰延税金資産 253,420 200,866

その他 240,724 216,106

貸倒引当金 △1,785 △5,604

流動資産合計 5,421,893 5,687,987

固定資産   

有形固定資産   

建物 133,418 133,610

減価償却累計額 △65,654 △62,836

建物（純額） 67,763 70,773

その他 276,353 242,290

減価償却累計額 △193,368 △189,240

その他（純額） 82,985 53,049

有形固定資産合計 150,749 123,823

無形固定資産   

のれん 1,724,797 1,750,081

その他 66,720 73,651

無形固定資産合計 1,791,518 1,823,732

投資その他の資産   

投資有価証券 10,100 12,100

繰延税金資産 15,123 17,659

その他 251,361 184,782

貸倒引当金 △6,000 △6,000

投資その他の資産合計 270,585 208,541

固定資産合計 2,212,852 2,156,098

資産合計 7,634,746 7,844,085
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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７月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,972 12,167

短期借入金 318,848 322,010

未払法人税等 11,686 70,052

前受金 2,847,853 2,653,622

賞与引当金 169,162 83,153

受注損失引当金 82,939 62,838

事務所移転費用引当金 38,465 21,248

その他 502,689 439,364

流動負債合計 3,997,618 3,664,456

固定負債   

長期借入金 144,503 174,248

退職給付引当金 18,937 17,948

その他 2,950 3,255

固定負債合計 166,390 195,453

負債合計 4,164,009 3,859,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,364,517 1,364,517

資本剰余金 1,640,117 1,640,117

利益剰余金 612,415 798,635

自己株式 △430,151 △116,201

株主資本合計 3,186,899 3,687,069

新株予約権 26,373 22,923

少数株主持分 257,463 274,183

純資産合計 3,470,737 3,984,175

負債純資産合計 7,634,746 7,844,085
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 803,534 755,765

売上原価 500,589 453,302

売上総利益 302,944 302,463

販売費及び一般管理費 403,710 388,626

営業損失（△） △100,765 △86,162

営業外収益   

受取利息 3,402 1,234

業務委託費返戻金 1,142 －

雑収入 478 437

営業外収益合計 5,023 1,672

営業外費用   

支払利息 3,404 1,605

雑損失 423 180

営業外費用合計 3,827 1,786

経常損失（△） △99,569 △86,276

特別利益   

貸倒引当金戻入額 381 2,419

その他 － 365

特別利益合計 381 2,784

特別損失   

投資有価証券評価損 7,641 －

リース解約損 6,142 －

事務所移転費用 － 6,899

事務所移転費用引当金繰入額 － 17,217

その他 836 14

特別損失合計 14,621 24,131

税金等調整前四半期純損失（△） △113,809 △107,623

法人税、住民税及び事業税 22,222 21,343

過年度法人税等 － 6,821

法人税等調整額 △37,605 △50,017

法人税等合計 △15,382 △21,853

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,720 △3,290

四半期純損失（△） △108,147 △82,479
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31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（△） △113,809 △107,623

減価償却費 23,317 18,207

のれん償却額 24,950 25,283

貸倒引当金の増減額（△は減少） 236 △3,819

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,223 86,009

受注損失引当金の増減額（△は減少） △553 20,101

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 17,217

受取利息及び受取配当金 △3,402 △1,234

支払利息 3,404 1,605

投資有価証券評価損益（△は益） 7,641 －

固定資産除却損 69 14

リース解約損 6,142 －

売上債権の増減額（△は増加） 20,200 126,951

たな卸資産の増減額（△は増加） △343,237 △335,051

仕入債務の増減額（△は減少） 9,855 13,804

未収消費税等の増減額（△は増加） △581 5,366

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,244 △43,866

前受金の増減額（△は減少） 225,798 194,231

その他 99,393 18,014

小計 △17,593 35,211

利息及び配当金の受取額 3,390 1,223

利息の支払額 △2,974 △1,593

リース解約損の支払額 △5,429 △274

法人税等の支払額 △177,123 △85,215

法人税等の還付額 － 815

営業活動によるキャッシュ・フロー △199,731 △49,832

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 △5,423 －

無形固定資産の取得による支出 △1,738 △3,129

投資有価証券の売却による収入 － 2,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △67,161

その他 △2,495 293

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,657 △67,997
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成20年10月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31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） △300,000 －

長期借入金の返済による支出 △259,267 △32,907

自己株式の取得による支出 △17,798 △314,115

配当金の支払額 △83,012 △76,705

少数株主への配当金の支払額 △23,738 △13,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △683,815 △437,156

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △893,204 △554,986

現金及び現金同等物の期首残高 2,863,677 2,587,212

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,970,472 2,032,225
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該当事項はありません。 

  

事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計に占めるＳＭＯ事業の割合がいずれも90％を超えて

いるため、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。 

  

所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

海外売上高 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成20年10月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成21年10月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年９月17日開催の取締役会の決議に基づき、平成21年９月18日に自己株式7,800株を

313,950千円で取得しました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間末において、自己株式が430,151千円（11,800株）となってお

ります。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 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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当社の連結子会社である株式会社綜合臨床サイエンスと株式会社ベルテールは、平成21年11月１日付

で合併いたしました。 

 

平成21年11月１日 

株式会社綜合臨床サイエンスを存続会社とする吸収合併方式によります。これに伴い、株式会社ベ

ルテールは平成21年11月１日付で解散いたしました。 

株式会社綜合臨床サイエンス 

当社グループの経営効率化を図ることを目的としております。 

「企業結合に係る会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」

に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しております。 

  

  

6. その他の情報

(1) 重要な後発事象

①結合当事企業の名称及び事業内容

名称 事業内容

合併存続会社 株式会社綜合臨床サイエンス ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業

合併消滅会社 株式会社ベルテール ＳＭＯ（治験施設支援機関）事業

②合併期日

③企業結合の法的形式

④結合後企業の名称

⑤取引の目的を含む取引の概要

⑥実施した会計処理の内容
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