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1.  平成22年9月期第1四半期の業績（平成21年10月1日～平成21年12月31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 ％

22年9月期第1四半期 832 △8.7 53 △57.7 54 △57.2 30 △59.5

21年9月期第1四半期 911 ― 126 ― 127 ― 75 ―

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9月期第1四半期 2,194.53 2,142.44
21年9月期第1四半期 5,488.61 5,475.52

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9月期第1四半期 2,176 1,761 80.1 124,690.66
21年9月期 2,234 1,768 78.6 125,496.13

（参考） 自己資本   22年9月期第1四半期  1,743百万円 21年9月期  1,754百万円

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9月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
22年9月期 ―

22年9月期 
（予想）

0.00 ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成22年9月期の業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

1,722 △2.6 105 △50.2 107 △50.1 58 △53.1 4,080.85

通期 3,575 5.9 292 13.0 294 12.7 169 22.3 11,836.67
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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） 

(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 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9月期第1四半期 13,984株 21年9月期  13,984株

② 期末自己株式数 22年9月期第1四半期  ―株 21年9月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年9月期第1四半期 13,984株 21年9月期第1四半期 13,804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支えて下さい。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、経済対策の効果や輸出の増加により、一部の業種では業績回復の

兆しが見られたものの、依然として個人消費や雇用情勢は厳しい状況が続いております。 

国内外の医薬品業界におきましては、主力製品が特許切れとなる「2010年問題」が迫る中で、新薬の研究開発が

活発化しているほか、メガファーマ同士の合従連衡や今後の成長領域と見込まれる抗体医薬などのバイオ医薬品領

域の技術をもったバイオベンチャー買収などが活発化しております。当社が属するＣＲＯ（Contract Research 

Organization＝開発業務受託機関）業界は、ここ数年一貫して顧客である医薬品メーカーが医薬品開発業務の迅速

化、効率化、並びに人件費の変動費化を進める中、開発関連業務へのアウトソーシング需要がより高まり、業界全

体は堅調に拡大しております。しかしながら、既存企業の規模拡大やＭ＆Ａ等による異業種企業からの新規参入に

より、ＣＲＯ業界内では従来にも増して競争が激化しております。 

このような状況の中、当社は、他社と比較して規模が小さく効率性が不足していたデータマネジメント・統計解

析部門を資本・業務提携先である株式会社シーエーシーの同部門と統合し、生産性の向上を図るとともに顧客ニー

ズにより的確に応える体制構築に努めています。また、従来からの方針通り、ＣＲＯ事業（受託業務）の拡大を図

り、新規受注を獲得いたしました。しかしながら、当初予測していた通り、前事業年度下期に発生した受託案件の

中断等や稼働率が低下していた前事業年度中に比較的低単価で受注した受託・派遣案件の影響が残り、当第１四半

期会計期間の売上高は832百万円（前年同期比8.7％減）、営業利益は53百万円（前年同期比57.7％減）、経常利益

は54百万円（前年同期比57.2％減）、四半期純利益は30百万円（前年同期比59.5％減）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１四半期においては、治験の実務経験が豊富なＣＲＡを中心に派遣実績を確保しておりますが、未経験者Ｃ

ＲＡの派遣需要は依然として厳しい状況が続いており、受託業務に振り分けた人員や退職者による減少分を補充

するには至っておりません。その結果、当業務の売上高は439百万円（前年同期比10.3％減）となりました。 

  

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

第１四半期においては、受託プロジェクトの新規受注があったものの、前事業年度下期に発生した受託案件の

中断や延期等の影響により、当業務の売上高は329百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

  

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

当業務の売上高は既存プロジェクトや既存コンサルティング業務の遂行により、62百万円（前年同期比2.6％

減）となりました。 

  

④その他事業 

当事業は研修業務であり、売上高は１百万円（前年同期比36.0％減）となりました。 

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

当第１四半期末における流動資産の残高は、前事業年度末に比較して47百万円減少し、1,893百万円となりまし

た。主な要因は、安定性の高い高格付けのコマーシャルペーパーや預金と同様の性格を有する投資信託で構成さ

れる有価証券が551百万円となったこと等であります。 

  

（固定資産） 

当第１四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10百万円減少し、283百万円となりまし

た。主な要因は、有形固定資産に対する減価償却費の計上によるもの等であります。 

  

（負債） 

当第１四半期末における負債の残高は、前事業年度末に比較して50百万円減少し、414百万円となりました。主

な要因は、賞与引当金の減少によるもの等であります。 

  

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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（純資産） 

当第１四半期末における純資産の残高は、前事業年度末に比較して６百万円減少し、1,761百万円となりまし

た。主な要因は、四半期純利益30百万円を確保したものの、41百万円の配当金の支払いがあったためでありま

す。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,136百万円となり、前事業

年度末と比較して98百万円の減少となりました。 

また、当第１四半期会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） 

営業活動の結果使用した資金は51百万円（前年同期は89百万円の獲得）となりました。これは主に、税引前四

半期純利益が前期に比べ大幅に減少したことにより、賞与引当金の減少額92百万円を補うことができなかったこ

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４百万円（前年同期比19百万円減）となりました。これは主に、増床に伴う有

形固定資産の取得による支出４百万円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42百万円（前年同期比１百万円増）となりました。これは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21年11月11日に公表いたしました第２

四半期累計期間及び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。  

  

該当事項はありません。 

  

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１四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 584,713 583,204

売掛金 612,329 562,001

有価証券 551,314 651,170

仕掛品 12,198 12,156

その他 133,259 132,362

貸倒引当金 △741 △677

流動資産合計 1,893,073 1,940,218

固定資産   

有形固定資産 101,993 108,533

無形固定資産 38,284 42,405

投資その他の資産 143,102 142,943

固定資産合計 283,379 293,882

資産合計 2,176,453 2,234,100

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 26,386 60,534

賞与引当金 90,805 183,736

その他 297,001 220,127

流動負債合計 414,194 464,397

固定負債   

リース債務 664 1,325

固定負債合計 664 1,325

負債合計 414,858 465,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 701,950 701,950

資本剰余金 366,996 366,996

利益剰余金 674,728 685,991

株主資本合計 1,743,674 1,754,937

新株予約権 17,919 13,439

純資産合計 1,761,594 1,768,377

負債純資産合計 2,176,453 2,234,100
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 911,986 832,767

売上原価 557,974 560,983

売上総利益 354,012 271,783

販売費及び一般管理費 227,347 218,144

営業利益 126,664 53,638

営業外収益   

受取利息 91 204

有価証券利息 1,079 223

受取地代家賃 － 485

その他 53 77

営業外収益合計 1,225 990

営業外費用   

為替差損 412 18

その他 0 －

営業外費用合計 413 18

経常利益 127,476 54,610

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,307 150

特別利益合計 1,307 150

特別損失   

固定資産除却損 282 －

特別損失合計 282 －

税引前四半期純利益 128,502 54,760

法人税等合計 52,737 24,072

四半期純利益 75,764 30,688
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 128,502 54,760

減価償却費 17,303 14,831

株式報酬費用 － 4,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,307 △2,108

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,748 △92,930

受取利息及び受取配当金 △91 △427

固定資産除却損 282 －

売上債権の増減額（△は増加） △36,567 △48,155

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,444 211

前受金の増減額（△は減少） 2,425 △11,945

未払金の増減額（△は減少） 28,756 19,457

未払費用の増減額（△は減少） 27,234 28,423

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,011 6,169

その他 24,500 29,108

小計 116,745 1,874

利息及び配当金の受取額 64 432

法人税等の支払額 △27,579 △53,936

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,231 △51,629

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 △11,676 △4,121

無形固定資産の取得による支出 △2,357 －

敷金及び保証金の差入による支出 △9,674 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,708 △4,121

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △643

配当金の支払額 △41,412 △41,952

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,412 △42,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 24,111 △98,347

現金及び現金同等物の期首残高 1,047,938 1,234,374

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,072,050 1,136,027
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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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受注、販売の状況  

 (1) 受注状況 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 販売実績 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

６．その他の情報

事業の業務別の名称 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

  
当第１四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

 受注高（千円） 受注残高（千円） 受注高（千円） 受注残高（千円） 

ＣＲＯ事業[派遣業務]  499,545  373,347  348,456  216,702

ＣＲＯ事業[受託業務]  420,321  1,226,607  475,695  1,028,684

ＣＲＯ事業[薬事申請業務]  80,226  210,156  75,523  179,710

その他事業  1,639 －  1,049 －

合計  1,001,733  1,810,111  900,724  1,425,097

事業の業務別の名称 

前第１四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

  
当第１四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日） 

 販売高（千円） 販売高（千円） 

ＣＲＯ事業[派遣業務]  490,161   439,559

ＣＲＯ事業[受託業務]  356,353  329,980

ＣＲＯ事業[薬事申請業務]  63,832  62,178

その他事業  1,639  1,049

合計  911,986  832,767
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