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 平成 22 年３月 15 日 

各  位 

会 社 名 株式会社アイロムホールディングス 
代表者名 代表取締役社長 三宅 鐵宏 
（コード番号 2372 東証第一部） 
問合せ先  
役 職 取締役 財経本部担当 

氏 名 小島 修一 
電 話 03-5436-3148 

 
 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期 第３四半期決算短信」の一部訂正に関するお知らせ 

 

当社は平成22年３月12日付「過年度決算の訂正に関するお知らせ」を公表いたしましたとおり、その具体的な訂

正内容が確定いたしましたので別添のとおり訂正いたします。 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線を付して表示しておりま

す。 

 

記 

１. 訂正を行う平成21年３月期 第３四半期決算短信について 

決算期：平成21年３月期 第３四半期（平成20年４月１日～12月31日） 

公表日：平成21年２月６日 

 

以 上 
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平成21年３月期 第３四半期決算短信 
 

１ページ 

【訂正前】 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 
(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 ％

21年３月期第３四半期 10,975 － 9 － 41 － △7,086 －
20年３月期第３四半期 10,109 △7.9 △490 － △306 － △544 －

 

 
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

21年３月期第３四半期 △7,578 13 －
20年３月期第３四半期 △582 37 －

 

【訂正後】 
（百万円未満切捨て） 

１．平成21年３月期第３四半期の連結業績（平成20年４月１日～平成20年12月31日） 
(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 ％

21年３月期第３四半期 10,975 － 129 － 161 － △6,749 －
20年３月期第３四半期 10,109 △7.9 △355 － △171 － △504 －

 

 
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

21年３月期第３四半期 △7,217 90 －
20年３月期第３四半期 △539 26 －

 

１ページ 

【訂正前】 
(2) 連結財政状態 

 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

21年３月期第３四半期 20,561 7,266 35.1 7,708 22
20年３月期 26,763 14,436 53.6 15,351 59

（参考） 自己資本  21年３月期第３四半期 7,208百万円 20年３月期 14,355百万円 

 

【訂正後】 
(2) 連結財政状態 

 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

21年３月期第３四半期 20,271 6,982 34.1 7,391 95
20年３月期 26,459 13,803 51.9 14,675 8

（参考） 自己資本  21年３月期第３四半期 6,912百万円 20年３月期 13,723百万円 
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２～３ページ 

【訂正前】 

【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 

中略 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,975百万円（前年同期比8.6％増）、営業利

益は９百万円（前年同期は営業損失490百万円）、経常利益は41百万円（前年同期は経常損失306

百万円）となり、前年同期と比較して大幅に改善いたしました。しかしながら、昨年来のサブプ

ライムローン問題に端を発した金融市場の不安定化及び厳しい経済環境を踏まえ、資産状況及び

貸付先の財務状況に対する与信に係るリスク管理を厳格に適用し、より一層に精査した結果、当

第３四半期連結会計期間において貸倒引当金繰入額2,967百万円及び減損損失835百万円等を特別

損失として計上いたしました。以上の結果、四半期純損失は7,086百万円（前年同期は四半期純損

失544百万円）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、製薬企業における事業再編が進んでいるものの、旺盛な新薬開発意

欲に支えられた研究開発が継続しており、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制

の整備を進めたことにより受注案件が引き続き順調に進捗しました。特に第Ⅰ相の臨床試験が

堅調に推移するとともに、既存薬にかかる効能追加・用法拡大のための試験の追加もあり第Ⅱ

相および第Ⅲ相試験も増加しております。その結果、売上高は2,549百万円（前年同期比15.1％

増）、営業利益は517百万円（前年同期比8.8％増）となりました。 

中略 

⑤医薬品等の製造販売事業 

当事業におきましては、医療用医薬品の製造販売及び他の医薬品メーカーからの製造受託が

引き続き堅調に推移したことに加え、特にDPC（急性期入院の包括払い制）実施病院への製品の

採用が進んだ結果、売上高は3,606百万円（前年同期比8.1％増）となりましたが、利益面につ

きましては、概ね計画通り改善傾向にあるものの、のれんの償却額150百万円の影響により、営

業損失は73百万円（前年同期は営業損失525百万円)となりました。 

 

⑥その他の事業 

当事業におきましては、前期に実施したM&Aにより強化を図ったCRO事業が引き続き好調に推

移した結果、売上高は552百万円（前年同期比89.8％増）、営業利益は36百万円（前年同期は営

業損失17百万円）となりました。 
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【訂正後】 

【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 

中略 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,975百万円（前年同期比8.6％増）、営業利

益は129百万円（前年同期は営業損失355百万円）、経常利益は161百万円（前年同期は経常損失

171百万円）となり、前年同期と比較して大幅に改善いたしました。しかしながら、昨年来のサブ

プライムローン問題に端を発した金融市場の不安定化及び厳しい経済環境を踏まえ、資産状況及

び貸付先の財務状況に対する与信に係るリスク管理を厳格に適用し、より一層に精査した結果、

当第３四半期連結会計期間において貸倒引当金繰入額2,967百万円及び減損損失835百万円等を特

別損失として計上いたしました。以上の結果、四半期純損失は6,749百万円（前年同期は四半期純

損失504百万円）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、製薬企業における事業再編が進んでいるものの、旺盛な新薬開発意

欲に支えられた研究開発が継続しており、第Ⅰ相から第Ⅳ相までの総合的な臨床試験支援体制

の整備を進めたことにより受注案件が引き続き順調に進捗しました。特に第Ⅰ相の臨床試験が

堅調に推移するとともに、既存薬にかかる効能追加・用法拡大のための試験の追加もあり第Ⅱ

相および第Ⅲ相試験も増加しております。その結果、売上高は2,549百万円（前年同期比15.1％

増）、営業利益は637百万円（前年同期比4.5％増）となりました。 

中略 

⑤医薬品等の製造販売事業 

当事業におきましては、医療用医薬品の製造販売及び他の医薬品メーカーからの製造受託が

引き続き堅調に推移したことに加え、特にDPC（急性期入院の包括払い制）実施病院への製品の

採用が進んだ結果、売上高は3,606百万円（前年同期比8.1％増）となりましたが、利益面につ

きましては、概ね計画通り改善傾向にあるものの、のれんの償却額150百万円の影響により、営

業損失は73百万円（前年同期は営業損失520百万円)となりました。 

 

⑥その他の事業 

当事業におきましては、前期に実施したM&Aにより強化を図ったCRO事業が引き続き好調に推

移した結果、売上高は552百万円（前年同期比89.8％増）、営業利益は36百万円（前年同期は営

業損失20百万円）となりました。 
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３ページ 

【訂正前】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は20,561百万円（前連結会計年度末比23.2％減）と

なりました。これは、投資有価証券評価損1,331百万円を計上したことによる投資その他の資産の減

少及び貸倒引当金繰入額4,724百万円を計上したこと等によるものです。 

負債は13,294百万円（前連結会計年度末比7.8％増）となりました。 

純資産は7,266百万円（前連結会計年度末比49.7％減）となりました。これは、特別損失の計上に

より利益剰余金が7,180百万円減少したことによるものです。 

【訂正後】 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は20,271百万円（前連結会計年度末比23.4％減）と

なりました。これは、投資有価証券評価損1,331百万円を計上したことによる投資その他の資産の減

少及び貸倒引当金繰入額4,724百万円を計上したこと等によるものです。 

負債は13,288百万円（前連結会計年度末比5.0％増）となりました。 

純資産は6,982百万円（前連結会計年度末比49.4％減）となりました。これは、特別損失の計上に

より利益剰余金が6,843百万円減少したことによるものです。 
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６～７ページ 

【訂正前】 

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３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,149  2,736

  受取手形及び売掛金 3,260  2,947

  商品及び製品 1,163  1,064

  仕掛品 496  408

  原材料及び貯蔵品 188  114

  その他 3,780  10,948

  貸倒引当金 △1,340  △510

  流動資産合計 9,696  17,710

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 3,242  2,129

   土地 2,490  1,428

   その他 678  830

   有形固定資産合計 6,411  4,388

  無形固定資産  

   のれん 486  704

   その他 162  197

   無形固定資産合計 648  902

  投資その他の資産  

   長期営業貸付金 4,881  －

   その他 3,066  4,011

   貸倒引当金 △4,143  △249

   投資その他の資産合計 3,804  3,762

  固定資産合計 10,865  9,052

 資産合計 20,561  26,763

負債の部  
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当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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20年３月31日) 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,860  1,256

  賞与引当金 29  33

  未払法人税等 48  81

  短期借入金 7,132  7,449

  その他 3,046  2,358

  流動負債合計 12,117  11,179

 固定負債  

  長期借入金 118  58

  退職給付引当金 402  401

  その他 656  687

  固定負債合計 1,177  1,147

 負債合計 13,294  12,327

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 △6,631  549

  株主資本合計 7,232  14,412

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △24  △57

  評価・換算差額等合計 △24  △57

 少数株主持分 58  80

 純資産合計 7,266  14,436

負債純資産合計 20,561  26,763
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【訂正後】 

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３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 2,149  2,736

  受取手形及び売掛金 3,260  2,949

  商品及び製品 1,163  1,064

  仕掛品 496  408

  原材料及び貯蔵品 188  114

  その他 3,772  10,869

  貸倒引当金 △1,340  △510

  流動資産合計 9,688  17,632

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 3,242  2,129

   土地 2,490  1,428

   その他 418  569

   有形固定資産合計 6,151  4,128

  無形固定資産  

   のれん 486  704

   その他 162  197

   無形固定資産合計 648  902

  投資その他の資産  

   長期営業貸付金 4,881  －

   その他 3,053  4,055

   貸倒引当金 △4,153  △259

   投資その他の資産合計 3,781  3,796

  固定資産合計 10,582  8,826

 資産合計 20,271  26,459

負債の部  
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当第３四半期 
連結会計期間末 

(平成20年12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20年３月31日) 

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,860  1,256

  賞与引当金 29  33

  未払法人税等 287  269

  短期借入金 7,132  7,449

  その他 2,800  2,499

  流動負債合計 12,111  11,507

 固定負債  

  長期借入金 118  58

  退職給付引当金 402  401

  その他 656  687

  固定負債合計 1,177  1,147

 負債合計 13,288  12,655

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 △6,926  △83

  株主資本合計 6,937  13,780

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △24  △57

  評価・換算差額等合計 △24  △57

 少数株主持分 70  80

 純資産合計 6,982  13,803

負債純資産合計 20,271  26,459
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８ページ 

【訂正前】 

 (2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                       (単位:百万円) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  10,975

売上原価  7,679

売上総利益  3,295

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  846

 その他  2,439

 販売費及び一般管理費合計  3,285

営業利益  9

営業外収益  

 受取利息  36

 受取配当金  1

 受取補償金  57

 その他  30

 営業外収益合計  126

営業外費用  

 支払利息  90

 その他  4

 営業外費用合計  94

経常利益  41

特別利益  

 会員権売却益  5

 その他  0

 特別利益合計  6

特別損失  

 固定資産売却損  7

 投資有価証券評価損  1,331

 減損損失  835

 貸倒引当金繰入額  4,687

 その他  126

 特別損失合計  6,988

税金等調整前四半期純損失（△）  △6,940

法人税、住民税及び事業税  69

法人税等調整額  98

法人税等合計  167

少数株主損失（△）  △21

四半期純損失（△）  △7,086
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【訂正後】 

 (2) 【四半期連結損益計算書】 

【第３四半期連結累計期間】 

                       (単位:百万円) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高  10,975

売上原価  7,679

売上総利益  3,295

販売費及び一般管理費  

 給料手当及び賞与  846

 その他  2,319

 販売費及び一般管理費合計  3,165

営業利益  129

営業外収益  

 受取利息  36

 受取配当金  1

 受取補償金  57

 その他  30

 営業外収益合計  126

営業外費用  

 支払利息  90

 その他  4

 営業外費用合計  94

経常利益  161

特別利益  

 会員権売却益  5

 雑収入  6

 その他  0

 特別利益合計  12

特別損失  

 固定資産売却損  7

 投資有価証券評価損  1,331

 減損損失  574

 貸倒引当金繰入額  4,687

 その他  126

 特別損失合計  6,727

税金等調整前四半期純損失（△）  △6,554

法人税、住民税及び事業税  121

法人税等調整額  84

法人税等合計  205

少数株主損失（△）  △10

四半期純損失（△）  △6,749
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９ページ 

【訂正前】 

 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △6,940

 減価償却費 451

 減損損失 835

 のれん償却額 218

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,724

 受取利息及び受取配当金 △38

 支払利息 90

 固定資産売却損益 7

 固定資産除却損 21

 投資有価証券評価損 1,331

 売上債権の増減額(△は増加) △312

 たな卸資産の増減額(△は増加) △259

 仕入債務の増減額(△は減少) 578

 賞与引当金の増減額(△は減少) △4

 営業貸付金の増減額(△は増加) △557

 その他 △514

 小計 △368

 利息及び配当金の受取額 37

 利息の支払額 △77

 法人税等の支払額 △101

 営業活動によるキャッシュ・フロー △509

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 59

 有形固定資産の取得による支出 △52

 無形固定資産の取得による支出 △22

 貸付けによる支出 △16

 貸付金の回収による収入 310

 その他 6

 投資活動によるキャッシュ・フロー 285

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) △91

 長期借入金の返済による支出 △121

 配当金の支払額 △92

 財務活動によるキャッシュ・フロー △304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △528

現金及び現金同等物の期首残高 2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,725
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【訂正後】 

 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位:百万円) 

  
当第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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（△） △6,554

 減価償却費 451

 減損損失 574

 のれん償却額 218

 貸倒引当金の増減額(△は減少) 4,724

 受取利息及び受取配当金 △38

 支払利息 90

 固定資産売却損益 7

 固定資産除却損 21

 投資有価証券評価損 1,331

 売上債権の増減額(△は増加) △310

 たな卸資産の増減額(△は増加) △259

 仕入債務の増減額(△は減少) 578

 賞与引当金の増減額(△は減少) △4

 営業貸付金の増減額(△は増加) △557

 その他 △641

 小計 △368

 利息及び配当金の受取額 37

 利息の支払額 △77

 法人税等の支払額 △101

 営業活動によるキャッシュ・フロー △509

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 59

 有形固定資産の取得による支出 △52

 無形固定資産の取得による支出 △22

 貸付けによる支出 △16

 貸付金の回収による収入 310

 その他 6

 投資活動によるキャッシュ・フロー 285

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) △91

 長期借入金の返済による支出 △121

 配当金の支払額 △92

 財務活動によるキャッシュ・フロー △304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △528

現金及び現金同等物の期首残高 2,254

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,725
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10ページ【訂正前】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12

月31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 

2,549 908 308 3,050 3,606 552 10,975 － 10,975

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

3 27 55 0 7 4 97 （97） －

計 2,552 936 364 3,050 3,613 556 11,073 （97） 10,975

営業利益又は営
業損失（△） 

517 110 30 35 △73 36 657 （647） 9

（注） 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、営業利益が29百万円減

少しております。 

 

【訂正後】 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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 

2,549 908 308 3,050 3,606 552 10,975 － 10,975

(2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

3 27 55 0 7 4 97 （97） －

計 2,552 936 364 3,050 3,613 556 11,073 （97） 10,975

営業利益又は営
業損失（△） 

637 110 30 35 △73 36 777 （647） 129

（注） 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、営業利益が29百万円減

少しております。 
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【訂正前】 

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,286 7,577 549 14,412 

当第３四半期連結会計期間末までの変動額     

 剰余金の配当   △93 △93 

 四半期純損失   △7,086 △7,086 

当第３四半期連結会計期間末までの変動額合計   △7,180 △7,180 

当第３四半期連結会計期間末残高 6,286 7,577 △6,631 7,232 

 

【訂正後】 

(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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：百万円） 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前連結会計年度末残高 6,286 7,577 △83 13,780 

当第３四半期連結会計期間末までの変動額     

 剰余金の配当   △93 △93 

 四半期純損失   △6,749 △6,749 

当第３四半期連結会計期間末までの変動額合計   △6,843 △6,843 

当第３四半期連結会計期間末残高 6,286 7,577 △6,926 6,937 
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11ページ 

【訂正前】 

【参考資料】 

（要約）前四半期連結損益計算書      （単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 10,109

Ⅱ 売上原価 7,284

   売上総利益 2,824

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,315

   営業損失(△) △490

Ⅳ 営業外収益 291

Ⅴ 営業外費用 107

   経常損失(△) △306

Ⅵ 特別利益 47

Ⅶ 特別損失 334

   税金等調整前四半期純損失(△) △593

   法人税、住民税及び事業税 51

   少数株主損失(△) △99

   四半期純損失(△) △544
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【訂正後】 

【参考資料】 

（要約）前四半期連結損益計算書      （単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）科 目 

金 額 

Ⅰ 売上高 10,109

Ⅱ 売上原価 7,284

   売上総利益 2,824

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,180

   営業損失(△) △355

Ⅳ 営業外収益 291

Ⅴ 営業外費用 107

   経常損失(△) △171

Ⅵ 特別利益 297

Ⅶ 特別損失 577

   税金等調整前四半期純損失(△) △451

   法人税、住民税及び事業税 94

   少数株主損失(△) △99

   四半期純損失(△) △504
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12ページ 

【訂正前】 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書         （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) △593 

 ２ 売上債権の増減額 57 

 ３ 営業貸付金の増減額 555 

 ４ たな卸資産の増減額 △2,531 

 ５ 仕入債務の増減額 16 

 ６ 前受金の増減額 113 

 ７ その他 735 

    小計 △1,646 

 ８ 法人税等の支払額 △114 

 ９ その他 147 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △1,613 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有形固定資産の取得による支出 △867 

 ２ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 17 

 ３ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △1 

 ４ その他 △202 

    投資活動によるキャッシュ・フロー △1,053 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入金の純増減額 △415 

 ２ 長期借入金の借入による収入 700 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △10 

 ４ その他 △92 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 181 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,487 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,943 
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【訂正後】 

（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書         （単位：百万円） 

 
前第３四半期連結累計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

区 分 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 税金等調整前四半期純損失(△) △451 

 ２ 売上債権の増減額 57 

 ３ 営業貸付金の増減額 555 

 ４ たな卸資産の増減額 △2,531 

 ５ 仕入債務の増減額 16 

 ６ 前受金の増減額 113 

 ７ その他 592 

    小計 △1,647 

 ８ 法人税等の支払額 △86 

 ９ その他 120 

    営業活動によるキャッシュ・フロー △1,613 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 有形固定資産の取得による支出 △867 

 ２ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 △0 

 ３ 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 △1 

 ４ その他 △184 

    投資活動によるキャッシュ・フロー 181 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 １ 短期借入金の純増減額 △415 

 ２ 長期借入金の借入による収入 700 

 ３ 長期借入金の返済による支出 △10 

 ４ その他 △92 

    財務活動によるキャッシュ・フロー 181 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,485 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,431 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,943 
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13ページ 

【訂正前】 

セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 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 
2,214 747 281 3,240 3,334 291 10,109 － 10,109

(2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 
0 33 125 － 9 20 188 （188） －

計 2,214 781 406 3,240 3,344 311 10,298 （188） 10,109

営業費用 1,738 799 390 3,209 3,869 328 10,335 264 10,600

営業利益又は

営業損失(△) 
476 △17 16 31 △525 △17 △37 （453） △490

 

【訂正後】 

セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 年 12 月 31 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 
2,214 747 281 3,240 3,334 291 10,109 － 10,109

(2)セグメント

間の内部売上

高又は振替高 
0 33 125 － 9 20 188 （188） －

計 2,214 781 406 3,240 3,344 311 10,298 （188） 10,109

営業費用 1,604 799 390 3,210 3,864 331 10,200 264 10,465

営業利益又は

営業損失(△) 
610 △17 16 29 △520 △20 97 （453） △355

 


