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1.  平成22年7月期第2四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年1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2四半期 1,736 △5.6 △76 ― △73 ― △36 ―

21年7月期第2四半期 1,839 ― △104 ― △102 ― △142 ―

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2四半期 △375.30 ―

21年7月期第2四半期 △1,325.52 ―

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7月期第2四半期 7,314 3,497 44.2 33,694.07
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2四半期  3,232百万円 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  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7月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年7月期 ― 700.00

22年7月期 
（予想）

― 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 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 

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2四半期 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2四半期  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2四半期  97,974株 21年7月期第2四半期 107,276株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、改善の兆しはあるものの、雇用情勢は依然厳しく、デフ
レや円高などの要因もあり、先行き不透明な状況が続きました。 
 こうした中、製薬業界におきましては、後発医薬品使用促進等の薬剤費抑制策の進展に加え、画期的
な新薬の創出が技術的に難しくなってきていることから、新薬開発の強化のため創薬バイオベンチャー
の買収や、新興国への販路拡大等、厳しい事業環境への対応を迫られております。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病院の財政悪化、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。 
  
このような環境の中、当社グループが主要事業とするＳＭＯ（治験施設支援機関）市場においては、

治験依頼者が医薬品開発期間の短縮やコスト削減の観点から質の高い大手ＳＭＯ企業に多くの症例数を
発注する傾向が一層強まってきており、また医療機関も治験を実施するにあたって、質の高いＳＭＯ企
業のバックアップをより一層望むようになってきております。 

  
当社グループは、平成21年12月20日に創立20周年を迎え、ステークホルダーの皆様のご期待に更に応

えるべく、グループ経営基盤を強固にし、付加価値を向上させるとともに、依頼者である製薬会社及び
治験実施医療機関に対して質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、事業の効率化を目指して、当社子会社である株式会社綜合臨床サイエンスは株式会
社ベルテールと平成21年11月１日をもって合併し、本社を東京都八王子市から新宿区に移転し、併せ
て、ＣＲＣ（治験コーディネーター）の稼動向上と業務の効率化を目的として東京地区のオフィスを整
理統合しました。 
 更に、実施中の治験の更なる獲得症例数の増加や早期終了を目指し、治験進捗を一元的に管理する部
署を設け、新規引き合いから進捗管理まで一気通貫で業務管理できる体制を構築しました。 
  
この他、平成21年12月に医薬系システムの開発や運用に強く、自らもＣＲＯ（医薬品開発業務受託機

関）事業を営むＩＴ企業の株式会社シーエーシーと資本・業務提携契約を締結いたしました。これによ
り、ＣＲＯと連携した営業展開による受注の拡大や、最新の情報技術活用による治験業務の効率化を図
り、ＳＭＯ業務・ＣＲＯ業務を含む臨床試験等の支援業務におけるトップ企業集団へと発展していく布
石としました。 
 更に、学校法人北里研究所のグループ企業である株式会社アイ・ディー・ディーと業務提携を行い、
北里大学におけるＳＭＯ業務支援や第Ⅰ～Ⅳ相試験の営業支援等を行うこととしました。 
  
当第２四半期連結累計期間においては、採算のよい大型案件の症例数追加に伴う治験終了時期の第３

四半期へのずれこみや終了した原価率の高い案件の比率が計画よりも高かったこと等により、売上原価
率が上昇しました。利益面において、販売費及び一般管理費の抑制等によってもこの部分をカバーする
ことができませんでした。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,736百万円（前年同期比
5.6％減）、営業損失76百万円（前年同期は104百万円の営業損失）経常損失73百万円（前年同期は102
百万円の経常損失）、四半期純損失36百万円（前年同期は142百万円の四半期純損失）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて480百万円減少し、5,207百万円となりました。これは、仕掛
品が500百万円増加したものの、現金及び預金が952百万円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48百万円減少し、2,107百万円となりました。これは、のれ
んの償却額50百万円などによります。 
 この結果、総資産合計は、前連結会計年度末に比べて529百万円減少し、7,314百万円となりました。
 流動負債は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し、3,656百万円となりました。これは、前受
金が394百万円増加したものの、短期借入金が303百万円、未払法人税等が51百万円それぞれ減少したこ
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33百万円減少し、161百万円となりました。これは、長期借
入金が34百万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42百万円減少し、3,817百万円となりました。 
 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて486百万円減少し、3,497百万円となりました。これは、自
己株式が313百万円増加し、利益剰余金が140百万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２四半期連結会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952百万円減の1,634百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、137百万円の支出（前第２四半期連結累計期間 49百万円の
収入）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394百万円、法人税等の還付額127百
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496百万円、法人税等の支払額85百万
円、税金等調整前四半期純損失75百万円など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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、45百万円の支出（前第２四半期連結累計期間 54百万円の支
出）となりました。これは、資金増加要因として敷金及び保証金の回収による収入81百万円があったも
のの、資金減少要因として、敷金及び保証金の差入による支出額78百万円、有形固定資産の取得による
支出額42百万円があったこと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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、768百万円の支出（前第２四半期連結累計期間 729百万円の
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、短期借入金の返済額300百万円、
配当金の支払額103百万円が主な要因であります。 

  

ＳＭＯ事業におきましては１年を超える期間の試験が多く、売上計上方法として完成基準を採用して
おります。 
 当第２四半期連結累計期間における業績は現時点において計画比未達となっておりますが、終了時期
がずれこんだ治験や原価率の低い案件の売上計上が第３及び第４四半期において予定され、また、子会
社統合による販管費の抑制が今後も見込まれることから、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。 
  

（四半期連結損益計算書） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しておりました「未払
配当金除斥益」は、営業外収益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分
掲記しております。 
 なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「雑収入」に含まれる「未払配当金除斥益」は
800千円であります。 
  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書） 

前第２四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「敷金及び保証金の回収による収入」及び「敷金及び保証金の差入による支出」は
重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間ではそれぞれ区分掲記しております。 
 なお、前第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれてい
る「敷金及び保証金の回収による収入」は1,188千円、「敷金及び保証金の差入による支出」は3,293
千円であります。 

(2) キャッシュ・フローの状況

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

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
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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22年１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 1,747,014 2,699,572

受取手形及び売掛金 401,679 430,694

商品 4,843 8,787

仕掛品 2,637,641 2,137,564

繰延税金資産 270,654 200,866

その他 147,729 216,106

貸倒引当金 △1,770 △5,604

流動資産合計 5,207,793 5,687,987

固定資産   

有形固定資産   

建物 131,523 133,610

減価償却累計額 △57,565 △62,836

建物（純額） 73,958 70,773

その他 256,515 242,290

減価償却累計額 △196,950 △189,240

その他（純額） 59,564 53,049

有形固定資産合計 133,522 123,823

無形固定資産   

のれん 1,699,514 1,750,081

その他 76,431 73,651

無形固定資産合計 1,775,945 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 15,183 17,659

その他 178,430 184,782

貸倒引当金 △6,000 △6,000

投資その他の資産合計 197,713 208,541

固定資産合計 2,107,181 2,156,098

資産合計 7,314,975 7,844,085

㈱綜合臨床ホールディングス （2399） 平成22年７月期 第２四半期決算短信
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年１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 16,131 12,167

短期借入金 18,848 322,010

未払法人税等 18,196 70,052

前受金 3,048,045 2,653,622

賞与引当金 75,965 83,153

受注損失引当金 102,159 62,838

事務所移転費用引当金 － 21,248

その他 376,689 439,364

流動負債合計 3,656,036 3,664,456

固定負債   

長期借入金 139,791 174,248

退職給付引当金 － 17,948

その他 21,751 3,255

固定負債合計 161,542 195,453

負債合計 3,817,579 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 658,124 798,635

自己株式 △430,151 △116,201

株主資本合計 3,232,608 3,687,069

新株予約権 － 22,923

少数株主持分 264,787 274,183

純資産合計 3,497,395 3,984,175

負債純資産合計 7,314,975 7,844,085

㈱綜合臨床ホールディングス （2399） 平成22年７月期 第２四半期決算短信
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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８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 1,839,849 1,736,451

売上原価 1,142,001 1,074,127

売上総利益 697,847 662,324

販売費及び一般管理費 802,330 738,838

営業損失（△） △104,482 △76,514

営業外収益   

受取利息 3,457 1,348

受取配当金 112 －

業務委託費返戻金 2,285 －

還付加算金 － 1,961

未払配当金除斥益 － 1,196

雑収入 1,902 1,075

営業外収益合計 7,757 5,581

営業外費用   

支払利息 5,249 2,716

雑損失 571 186

営業外費用合計 5,821 2,903

経常損失（△） △102,546 △73,835

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,144 2,434

投資有価証券売却益 5,299 －

新株予約権戻入益 － 27,602

その他 － 365

特別利益合計 6,443 30,401

特別損失   

投資有価証券評価損 8,126 －

リース解約損 6,841 －

事務所移転費用 － 31,375

その他 1,333 768

特別損失合計 16,301 32,144

税金等調整前四半期純損失（△） △112,404 △75,577

法人税、住民税及び事業税 34,524 16,151

過年度法人税等 － 8,320

法人税等調整額 △34,600 △67,311

法人税等合計 △76 △42,840

少数株主利益 29,868 4,032

四半期純損失（△） △142,196 △36,770
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１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（△） △112,404 △75,577

減価償却費 48,287 37,196

のれん償却額 49,901 50,567

貸倒引当金の増減額（△は減少） △609 △3,834

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,488 △7,187

受注損失引当金の増減額（△は減少） 11,070 39,321

受取利息及び受取配当金 △3,569 △1,348

支払利息 5,249 2,716

新株予約権戻入益 － △27,602

投資有価証券評価損益（△は益） 8,126 －

投資有価証券売却損益（△は益） △5,299 －

固定資産除却損 926 768

リース解約損 6,841 －

売上債権の増減額（△は増加） △11,523 29,015

たな卸資産の増減額（△は増加） △501,168 △496,117

仕入債務の増減額（△は減少） 2,688 3,964

未収消費税等の増減額（△は増加） △4,687 △1,453

未払消費税等の増減額（△は減少） △57,515 △49,072

前受金の増減額（△は減少） 750,862 394,423

その他 27,437 △74,214

小計 207,126 △178,437

利息及び配当金の受取額 3,548 1,258

利息の支払額 △5,153 △2,001

リース解約損の支払額 △4,019 △449

法人税等の支払額 △188,484 △85,630

法人税等の還付額 36,074 127,361

営業活動によるキャッシュ・フロー 49,092 △137,899

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 △14,805 △42,415

無形固定資産の取得による支出 △5,108 △8,589

投資有価証券の売却による収入 5,300 2,000

子会社株式の取得による支出 △37,422 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 81,672

敷金及び保証金の差入による支出 － △78,526

その他 △2,124 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,159 △45,858
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年１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 △300,000

長期借入金の返済による支出 △264,769 △37,619

自己株式の取得による支出 △34,387 △314,115

配当金の支払額 △106,973 △103,636

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 △729,868 △768,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △734,935 △952,558

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 2,128,741 1,634,654
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結
累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１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２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結
累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１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２四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年１月31日）及び当第２四半期連結
累計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年１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２四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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