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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 

(注)１ 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、21年８月期第２四半期実績及び対前年同四半期増減率について
は記載しておりません。 
   ２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、21年８月期実績については記載しておりません。  

(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8月期第2四半期 3,235 ― 102 ― 98 ― △18 ―
21年8月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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8月期第2四半期 △7.18 ―
21年8月期第2四半期 ― ―

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8月期第2四半期 2,958 1,336 45.2 514.35
21年8月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  1,336百万円 21年8月期  ―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8月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年8月期 ― 15.00
22年8月期 

（予想）
― 15.00 30.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8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  
(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 7,495 ― 563 ― 552 ― 253 ― 97.74
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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）  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。 

(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） 

(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。 

(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 
本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な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、予想した数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる過程及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ
いては４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。 
なお、当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 株式会社シーポック ） 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8月期第2四半期 2,597,600株 21年8月期  2,597,600株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 2,597,600株 21年8月期第2四半期 2,549,257株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部において景気の持ち直しの兆しはあるものの、

日本経済のけん引役の一つである輸出の持ち直しは依然として緩やかで、堅調な推移が見られていた公共

投資についても、このところ弱い動きとなっております。また、企業の景況感が、依然、大幅な水面下で

の推移が続く見通しの中、各企業とも、新たな設備投資や人員雇用に慎重な姿勢を崩していないという厳

しい状況が続いております。 

 医薬品業界におきましても、後発医薬品の使用促進や薬価切り下げ等の医療費抑制策の基調が継続する

等、引き続き厳しい環境下にあります。また、大型新薬の特許切れが相次ぐ「2010年問題」に直面し、新

たな収益源となる新薬開発が一層重要な課題となっております。 

 その中で、当社の属するCRO業界は、製薬会社の研究開発費の増加や開発のスピードアップ、効率化を

目指したアウトソーシング化の推進を背景として市場規模は着実に拡大しております。しかし、その一方

で、既存企業の規模拡大等により業界内の競争は激化しております。 

 このような環境のもと、当社は中期経営計画「アクションプラン30」の初年度として、計画を強力に推

進していくため組織体制の変更を行うとともに、人材育成、業務効率化、受注拡大等に注力して参りまし

た。当期におきましては、期初に開始予定であった大型プロジェクトの中止、本社事務所統合に伴う移転

費用の発生等の影響はありましたが、業務の効率化を図るとともに、新規プロジェクトの受注により、モ

ニターの稼働率についても回復基調であります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,235,342千円、営業利益102,573千円、経常利

益98,423千円、四半期純損失18,647千円となりました。 

 なお、平成21年９月１日付で、株式会社シーポックを子会社化したことに伴い、第１四半期連結会計期

間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は行っておりません。 

業務別の業績は、以下のとおりであります。 

① モニタリング業務 

当業務における売上高は、期初の大型プロジェクト中止の影響はあるものの、新規プロジェクトの

受注件数も増加していることもあり、2,781,965千円となりました。 

② データマネジメント業務 

当業務における売上高は、業務効率化、営業強化を図り、新規受注に努めるとともに、既存プロジ

ェクトの早期終了等の要因も重なって、142,374千円となりました。 

③ ファーマコヴィジランス業務 

当業務における売上高は、既存プロジェクトの遂行及び特定派遣の受託拡大等により、221,123千

円となりました。 

④ その他業務 

当業務における売上高は、業務拡大に向けた体制整備を実施しているものの、契約締結までに時間

を要していることもあり、89,878千円となりました。 

  

【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
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当第2四半期連結会計期間末における総資産は2,958,095千円となりました。主な内容は、流動資産で

は、現金及び預金494,450千円並びに売掛金1,355,207千円等であり、固定資産では、のれん132,670千

円及び投資その他の資産400,528千円等であります。 

 当第2四半期連結会計期間末における負債は1,622,018千円となりました。主な内容は、未払費用

121,968千円、賞与引当金224,620千円、退職給付引当金164,507千円及び長期借入金371,951千円等であ

ります。 

 当第2四半期連結会計期間末における純資産は1,336,076千円となりました。 

  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりであ

ります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローでは102,047千円の支出となりました。この主な要因は、たな卸

資産の減少23,132千円及び未払費用の増加42,318千円等がありましたが、税金等調整前四半期純損失

17,449千円及び売上債権の増加143,675千円等があったことによるものであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローでは267,496千円の支出となりました。この主な要因は、敷金及

び保証金の回収による収入73,756千円がありましたが、有形固定資産の取得による支出79,457千円、敷

金及び保証金の差入による支出94,574千円及び連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

155,601千円等があったことによるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローでは247,713千円の収入となりました。この主な要因は、短期借

入金の返済による支出600,000千円、長期借入金の返済による支出93,406千円及び配当金の支払38,880

千円等があった一方で、短期借入れによる収入500,000千円及び長期借入れによる収入500,000千円等が

あったことによるものであります。 

 この結果、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の残高は494,450千円となりまし

た。 

(注) 当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期との比較は

行っておりません。 

  

  

平成22年８月期の業績予想については、平成21年10月９日付「平成21年８月期 決算短信(非連結)」に

記載の業績予想に変更はありません。 

  

  

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

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
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当社は、株式会社シーポックの全株式を取得し、平成21年９月１日付で完全子会社といたしました。

これに伴い、平成22年８月期第１四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含め、四半期連結財務

諸表を作成しております。 

  

①簡便な会計処理 

(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、当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。 

(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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

(税金費用の計算) 

当連結会計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。ただし、当該見積実効税

率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方

法によっております。 

  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。 

  

 企業結合に関する会計基準等の適用 

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関す

る会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部

改正」(企業会計基準第23号 平成20年12月26日)、「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第

７号 平成20年12月26日)、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年12月26日)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」(企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日)が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及

び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、平成22年８月期第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用しております。 

  

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

(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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 494,450

売掛金 1,355,207

仕掛品 156,228

貯蔵品 659

その他 196,127

流動資産合計 2,202,674

固定資産

有形固定資産 151,776

無形固定資産

のれん 132,670

その他 70,445

無形固定資産合計 203,116

投資その他の資産 400,528

固定資産合計 755,420

資産合計 2,958,095

負債の部

流動負債

短期借入金 100,000

未払法人税等 10,261

未払費用 121,968

賞与引当金 224,620

その他 529,348

流動負債合計 986,198

固定負債

長期借入金 371,951

退職給付引当金 164,507

役員退職慰労引当金 99,361

固定負債合計 635,819

負債合計 1,622,018

純資産の部

株主資本

資本金 361,520

資本剰余金 261,081

利益剰余金 713,475

株主資本合計 1,336,076

純資産合計 1,336,076

負債純資産合計 2,958,095
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 3,235,342

売上原価 2,492,569

売上総利益 742,772

販売費及び一般管理費 640,198

営業利益 102,573

営業外収益

受取利息 76

受取配当金 100

その他 11

営業外収益合計 187

営業外費用

支払利息 4,167

その他 169

営業外費用合計 4,336

経常利益 98,423

特別損失

移転費用 112,615

その他 3,257

特別損失合計 115,873

税金等調整前四半期純損失（△） △17,449

法人税等 1,198

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △18,647

四半期純損失（△） △18,647
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成22年２月28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（△） △17,449

減価償却費 33,904

のれん償却額 14,741

固定資産除却損 2,937

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,172

移転費用引当金の増減額（△は減少） △18,799

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,911

受取利息及び受取配当金 △176

支払利息及び社債利息 4,173

売上債権の増減額（△は増加） △143,675

たな卸資産の増減額（△は増加） 23,132

未払費用の増減額（△は減少） 42,318

その他 46,736

小計 △4,572

利息及び配当金の受取額 176

利息の支払額 △4,153

その他の支出 △124

法人税等の支払額 △93,373

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,047

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 △79,457

無形固定資産の取得による支出 △11,679

敷金及び保証金の差入による支出 △94,574

敷金及び保証金の回収による収入 73,756

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△155,601

その他 60

投資活動によるキャッシュ・フロー △267,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 500,000

短期借入金の返済による支出 △600,000

長期借入れによる収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △93,406

社債の償還による支出 △20,000

配当金の支払額 △38,880

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,713

現金及び現金同等物に係る換算差額 101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △121,729

現金及び現金同等物の期首残高 616,180

現金及び現金同等物の四半期末残高 494,450
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日) 

単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日) 

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

ん。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項はありません。 

  

(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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前事業年度末及び前第２四半期累計期間に係る財務諸表 

 
(注)当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、個

別財務諸表を参考資料として記載しております。 

「参考」

(１)貸借対照表
（単位：千円）

科目
前事業年度末に係る
要約貸借対照表 

（平成21年８月31日）

資産の部
 流動資産

  現金及び預金 616,180

  売掛金 1,188,897

  仕掛品 175,884

  貯蔵品 695

  その他 191,096

  流動資産合計 2,172,754

 固定資産

  有形固定資産 98,293

  無形固定資産 62,799

  投資その他の資産 365,829

  固定資産合計 526,922

 資産合計 2,699,676

負債の部
 流動負債

  短期借入金 200,000

  未払法人税等 84,619

  賞与引当金 238,792

  移転費用引当金 18,799

  その他 465,016

  流動負債合計 1,007,227

 固定負債

  長期借入金 56,649

  退職給付引当金 148,661

  役員退職慰労引当金 93,449

  固定負債合計 298,760

 負債合計 1,305,987

純資産の部
 株主資本

  資本金 361,520

  資本剰余金 261,081

  利益剰余金 771,087

  株主資本合計 1,393,688

 純資産合計 1,393,688

負債純資産合計 2,699,676
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(注)当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四

半期財務諸表等規則に基づいて作成した四半期個別財務諸表を参考資料として記載
しております。 

(２)四半期損益計算書

  第２四半期累計期間

（単位：千円）

科目
前第２四半期累計期間
（自 平成20年9月1日  
至 平成21年２月28日）

売上高 2,911,313

売上原価 2,026,622

売上総利益 884,691

販売費及び一般管理費 594,685

営業利益 290,005

営業外収益

 受取利息 263

 受取配当金 100

 助成金収入 330

 営業外収益合計 693

営業外費用

 支払利息 2,053

 社債利息 384

 支払保証料 297

 株式交付費 6,131

 上場関連費用 12,366

 その他 387

 営業外費用合計 21,620

経常利益 269,079

特別損失

 固定資産除却損 3,806

 リース解約損 3,064

 特別損失合計 6,870

税引前四半期純利益 262,209

法人税等 109,229

四半期純利益 152,979
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(注)当社は、第1四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四

半期財務諸表等規則に基づいて作成した四半期個別財務諸表を参考資料として記載
しております。 

  

  

  

  

  

(３)四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

科目
前第2四半期累計期間
（自 平成20年9月1日 
 至 平成21年2月28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 262,209

 減価償却費 28,804

 賞与引当金の増減額（△は減少） 4,879

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,199

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,970

 受取利息及び受取配当金 △363

 支払利息及び社債利息 2,438

 支払保証料 297

 株式交付費 6,131

 上場関連費用 12,366

 売上債権の増減額（△は増加） △137,845

 たな卸資産の増減額（△は増加） △27,487

 未払費用の増減額（△は減少） 7,779

 その他 2,369

 小計 186,747

 利息及び配当金の受取額 363

 利息の支払額 △2,512

 保証料の支払額 △403

 法人税等の支払額 △171,760

 営業活動によるキャッシュ・フロー 12,435

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 △21,818

 無形固定資産の取得による支出 △13,113

 敷金及び保証金の差入による支出 △99,032

 敷金及び保証金の回収による収入 468

 投資活動によるキャッシュ・フロー △133,494

財務活動によるキャッシュ・フロー

 短期借入れによる収入 700,000

 短期借入金の返済による支出 △700,000

 長期借入金の返済による支出 △40,002

 社債の償還による支出 △70,000

 株式の発行による収入 246,869

 株式上場に伴う支出 △12,366

 配当金の支払額 △35,214

 財務活動によるキャッシュ・フロー 89,287

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,797

現金及び現金同等物の期首残高 614,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 582,637
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