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1.  平成22年7月期第3四半期の連結業績（平成21年8月1日～平成22年4月30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3四半期 3,396 △6.8 314 7.3 300 3.8 159 138.5
21年7月期第3四半期 3,643 ― 293 ― 289 ― 66 ―

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3四半期 1,603.47 ―

21年7月期第3四半期 625.29 ―

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3四半期 7,732 4,085 49.4 35,456.15
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3四半期  3,820百万円 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、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 

 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期  99,170株 21年7月期第3四半期 106,606株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に若干の改善が見られるものの、ギリシャ

の財政問題等、海外情勢に不安定要素が存在し、なお不透明な状況が続いております。 

 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、ブロック

バスターと呼ばれる画期的な大型新薬の創出が技術的に難しくなってきていることや、アンメット・メデ

ィカル・ニーズ(※1)、2010年問題(※2)等の諸問題に対応するため、創薬ベンチャーの買収や新興国への

販路拡大等、生き残りのための施策が矢継ぎ早に実施される状況となっております。また、医療機関にお

きましては、厳しい財政状況の下、病院・診療科の統廃合等も見られ、経営環境は厳しさを増しておりま

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）市場におきまして

は、医薬品開発期間の短縮やコスト削減の観点から、治験依頼者が質の高い大手ＳＭＯ企業に多くの症例

数を発注する傾向が一層強まっております。また、医療機関も治験を実施するにあたって、質の高いＳＭ

Ｏ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、こうした状況に対して、オフィスの統廃合、治験進捗を一元的に管理する部署の新設

等の施策を実施するとともに、子会社統合による間接部門の共通化等によりグループ経営基盤を強固に

し、付加価値と効率性の高い体制づくりに取り組みました。 

また、医薬系システムの開発や運用に強く、自らもＣＲＯ（医薬品開発業務支援機関）事業を営むＩＴ

企業の株式会社シーエーシー（東証一部）との間で締結した資本・業務提携に基づき、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通じ、臨床試験等の支援事業における

トップ企業集団へと発展していくことを目的とした協業プロジェクトを始動させました。なお、平成22年

３月に株式会社シーエーシーは、当社株式を追加取得した結果、発行済株式総数の20％を保有し筆頭株主

になりました。同時に、当社は株式会社シーエーシーの持分法適用会社となっております。 

当第３四半期連結累計期間においては、第３四半期末までに終了が見込まれていた主要な案件が予定通

り終了したものの、不採算案件が含まれていたことや一部において価格競争の影響が見られたこと等の理

由により原価率が上昇しました。一方で、子会社統合等による販売費及び一般管理費の抑制効果により、

収益性の面では前年同期よりも改善が図られました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は

3,396百万円（前年同四半期比6.8％減）、営業利益は314百万円（前年同四半期比7.3％増）、経常利益は

300百万円（前年同四半期比3.8％増）、四半期純利益は159百万円（前年同四半期比138.5％増）となりま

した。 

(※1) 未だ有効的な治療法がない医療ニーズ。 

(※2) 2010年前後に、大型医薬品の特許が一斉に切れる問題。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて152百万円減少し、5,535百万円となりました。これは受取手

形及び売掛金が223百万円、仕掛品が383百万円増加したものの、現金及び預金が648百万円減少したこ

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41百万増加し、2,197百万円となりました。これは、投資有

価証券が112百万円増加したものの、のれんの償却額が75百万円あっ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111百万円減少し、7,732百万円となりました。

流動負債は、前連結会計年度末に比べて176百万円減少し、3,487百万円となりました。これは、前受

金が151百万円増加したものの、短期借入金が303百万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35百万円減少し、159百万円となりました。これは、長期借

入金が39百万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212百万円減少し、3,647百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて101百万円増加し、4,085百万円となりました。これは、自

己株式が116百万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

㈱綜合臨床ホールディングス (2399) 平成22年７月期 第３四半期決算短信

3



当第３四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648百万円減少の1,938百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、79百万円の支出（前第３四半期連結累計期間459百万円の収

入）となりました。これは、資金増加要因として税金等調整前四半期純利益293百万円、前受金の増加

額151百万円があったものの、資金減少要因として、たな卸資産の増加額377百万円、売上債権の増加額

223百万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、183百万円の支出（前第３四半期連結累計期間66百万円の支

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86百万円があったも

のの、資金減少要因として、投資有価証券の取得による支出額96百万円、敷金及び保証金の差入による

支出額92百万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・フローは、386百万円の支出（前第３四半期連結累計期間818百万円の支

出）となりました。これは自己株式の処分による収入448百万円があったものの、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165百万円などが主な要因であり

ます。 

  

当第３四半期連結累計期間における業績は、概ね計画通りに推移しており、第４四半期においても案件

終了に伴う売上計上がほぼ計画通りと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。 

(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

㈱綜合臨床ホールディングス (2399) 平成22年７月期 第３四半期決算短信
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該当事項はありません。 

  

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 

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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

前第３四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、当第３四半期連結累計期間では区分掲記しております。なお、前第３四半期連結累計

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。 

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「リース解約損」は、特別損失の総額

の100分の20以下となったため、特別損失の「その他」に含めて表示しております。なお、当第３四半

期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「リース解約損」は1,129千円であります。 

前第３四半期連結累計期間において、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しておりました

「過年度法人税等」は、金額的重要性が増したため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記しており

ます。なお、前第３四半期連結累計期間の「法人税、住民税及び事業税」に含まれる「過年度法人税

等」は1,451千円であります。 

  

前第３四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「リース解約損」は、重要性が減った

ため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す。なお、当第３四半期

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」に含まれる「リース解約損」は1,129

千円であります。 

 前第３四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３四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３四半

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1,199千円、「敷金及び保証金の差入による支出」は5,480千円であります。 

  

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

（四半期連結損益計算書）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）

㈱綜合臨床ホールディングス (2399) 平成22年７月期 第３四半期決算短信
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 2,050,608 2,699,572

受取手形及び売掛金 654,495 430,694

商品 2,307 8,787

仕掛品 2,521,544 2,137,564

繰延税金資産 162,227 200,866

その他 146,271 216,106

貸倒引当金 △2,147 △5,604

流動資産合計 5,535,308 5,687,987

固定資産   

有形固定資産   

建物 132,583 133,610

減価償却累計額 △60,563 △62,836

建物（純額） 72,019 70,773

その他 250,814 242,290

減価償却累計額 △202,573 △189,240

その他（純額） 48,240 53,049

有形固定資産合計 120,260 123,823

無形固定資産   

のれん 1,674,230 1,750,081

その他 79,051 73,651

無形固定資産合計 1,753,282 1,823,732

投資その他の資産   

投資有価証券 124,400 12,100

繰延税金資産 11,332 17,659

その他 194,179 184,782

貸倒引当金 △6,000 △6,000

投資その他の資産合計 323,911 208,541

固定資産合計 2,197,453 2,156,098

資産合計 7,732,762 7,844,085

㈱綜合臨床ホールディングス (2399) 平成22年７月期 第３四半期決算短信
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年４月30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 19,528 12,167

短期借入金 18,848 322,010

未払法人税等 66,406 70,052

前受金 2,804,969 2,653,622

賞与引当金 147,973 83,153

受注損失引当金 93,930 62,838

事務所移転費用引当金 － 21,248

その他 335,886 439,364

流動負債合計 3,487,542 3,664,456

固定負債   

長期借入金 135,079 174,248

退職給付引当金 － 17,948

繰延税金負債 4,487 －

その他 20,138 3,255

固定負債合計 159,704 195,453

負債合計 3,647,246 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 1,658,366 1,640,117

利益剰余金 786,752 798,635

自己株式 － △116,201

株主資本合計 3,809,636 3,687,069

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,409 －

評価・換算差額等合計 10,409 －

新株予約権 － 22,923

少数株主持分 265,470 274,183

純資産合計 4,085,515 3,984,175

負債純資産合計 7,732,762 7,844,085

㈱綜合臨床ホールディングス (2399) 平成22年７月期 第３四半期決算短信
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 3,643,974 3,396,245

売上原価 2,143,846 2,007,338

売上総利益 1,500,128 1,388,906

販売費及び一般管理費 1,206,708 1,074,103

営業利益 293,420 314,803

営業外収益   

受取利息 5,062 1,747

受取配当金 112 －

業務委託費返戻金 3,428 －

還付加算金 － 1,966

未払配当金除斥益 － 1,196

雑収入 4,160 1,079

営業外収益合計 12,764 5,990

営業外費用   

支払利息 6,989 3,099

投資有価証券売却損 9,027 －

支払手数料 － 16,428

雑損失 711 893

営業外費用合計 16,729 20,421

経常利益 289,455 300,371

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,057

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 5,299 30,024

特別損失   

事務所移転費用 － 34,630

リース解約損 6,841 －

その他 1,491 2,337

特別損失合計 8,333 36,968

税金等調整前四半期純利益 286,421 293,428

法人税、住民税及び事業税 141,773 79,064

過年度法人税等 － 8,320

法人税等調整額 51,222 42,313

法人税等合計 192,996 129,697

少数株主利益 26,764 4,715

四半期純利益 66,660 159,015
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30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利益 286,421 293,428

減価償却費 72,982 58,017

のれん償却額 75,081 75,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,012 △3,457

賞与引当金の増減額（△は減少） 63,740 64,819

受注損失引当金の増減額（△は減少） 23,977 31,092

受取利息及び受取配当金 △5,174 △1,747

支払利息 6,989 3,099

新株予約権戻入益 － △27,602

投資有価証券売却損益（△は益） 3,727 －

固定資産除却損 948 1,208

リース解約損 6,841 －

売上債権の増減額（△は増加） △77,747 △223,801

たな卸資産の増減額（△は増加） △316,362 △377,812

仕入債務の増減額（△は減少） 24,679 7,361

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,032 5,971

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,584 △35,267

前受金の増減額（△は減少） 570,297 151,347

その他 △24,492 △62,004

小計 694,372 △39,496

利息及び配当金の受取額 5,142 1,661

利息の支払額 △6,916 △2,383

リース解約損の支払額 △4,157 △773

法人税等の支払額 △264,920 △166,941

法人税等の還付額 36,074 128,695

営業活動によるキャッシュ・フロー 459,594 △79,239

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 △16,131 △47,139

無形固定資産の取得による支出 △8,124 △36,017

投資有価証券の売却による収入 10,674 2,000

投資有価証券の取得による支出 － △96,750

子会社株式の取得による支出 △48,422 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 86,936

敷金及び保証金の差入による支出 － △92,144

その他 △4,157 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,161 △183,115
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年８月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成22年４月30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 △270,272 △42,331

自己株式の取得による支出 △116,574 △314,115

自己株式の処分による収入 － 448,400

配当金の支払額 △107,637 △165,133

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 △818,222 △386,609

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △424,790 △648,964

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 2,438,886 1,938,247
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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３四半期連結累計期間（自 平成20年８月１日 至 平成21年４月30日）及び当第３四半期連結累

計期間（自 平成21年８月１日 至 平成22年４月30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。また、当社は、平成22年３月19日開催の取締役会の決議に基づき、株式

会社シーエーシーを引受先とした第三者割当による自己株式の処分を決議し、同日付で自己株式を処分

いたしました。この結果、資本剰余金が18,248千円増加し、自己株式が430,151千円減少しておりま

す。なお、当第３四半期連結会計期間末日現在において自己株式を所有しておりません。 

(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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