
  

１．平成22年９月期第３四半期の業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成22年９月期  第３四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

        平成22年８月11日

上場会社名 株式会社ＭＩＣメディカル 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 2166 ＵＲＬ  http://micjp.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）田村 茂 

問合せ先責任者  （役職名） 
常務取締役   

執行役員管理部長 
（氏名）若狭 博義 （ＴＥＬ）  03（3818）8575 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  2,461  △4.8  179  △25.8  180  △25.9  82  △41.8

21年９月期第３四半期  2,586  －  241  －  243  －  141  －

  
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３四半期  5,888  46  5,755  27

21年９月期第３四半期  10,267  60  10,105  84

  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３四半期  2,205  1,844  82.4  127,269  98

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３四半期 1,817百万円 21年９月期 1,754百万円

  
年間配当金

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  －        0 00 －     

22年９月期（予想） 3,000 00  3,000  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  3,575  5.9  292  13.0  294  12.7  169  22.3  11,836  67



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ.３「２その他の情報」をご覧ください。） 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりますが、この四半期短信においては、金

融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外となっております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、この業績に全

面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 14,284株 21年９月期 13,984株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ －株 21年９月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 14,000株 21年９月期３Ｑ 13,807株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間（９ヶ月）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。 

当社が属するわが国ＣＲＯ（Contract Research Organization＝開発業務受託機関）業界は、昨年の世界的な経

済不況の影響により成長性が一時的に鈍化したことを受け、ＣＲＯ各社の競争が激化すると伴に、異業種をも巻き

込んだ再編淘汰が進んでおります。一方、直近においては、顧客である医薬品メーカーの開発意欲は回復傾向にあ

り、ＣＲＯへのアウトソーシング要請も増えてきていることから、業界全体として緩やかな回復基調となってきて

おります。 

このような状況の中、ＣＲＯ事業（受託業務）の拡大方針のもと、同業務の受注活動に注力し、さらにはＣＲＯ

業界全体の需要回復の恩恵を受け、モニタリング業務を中心に新規受託案件を複数獲得いたしました。当第３四半

期会計期間末の受注残は、前第３四半期会計期間末に比し28.8％増の1,673百万円となりました。しかしながら、

概ね当初予測した通りですが、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

響が残りました。ＣＲＯ事業（派遣業務）においては、ＣＲＯ事業（受託業務）の拡大に伴う派遣から受託への配

置転換および、想定以上の退職・休職による派遣ＣＲＡ数の減少の影響を受けました。 

また、特別損失に本社移転に伴う固定資産除却損や原状回復損、非上場株式の投資有価証券評価損、過年度損益

修正損を計上いたしました。 

その結果、当第３四半期累計期間（９ヶ月）の売上高2,461百万円（前年同期比4.8％減）、営業利益は179百万

円（前年同期比25.8％減）、経常利益は180百万円（前年同期比25.9％減）、四半期純利益は82百万円（前年同期

比41.8％減）となりました。 

なお、当第３四半期会計期間（３ヶ月）の売上高は806百万円（前年同期比1.5％減）、営業利益は53百万円（前

年同期比86.0％増）、経常利益は52百万円（前年同期比79.8％増）、四半期純利益は22百万円（前年同期比31.6％

増）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） 

実務経験が豊富なＣＲＡを中心とした派遣要請は旺盛であり、新規受注も堅調に増加しておりますが、上述した

理由により、当第３四半期累計期間（９ヶ月）の当業務の売上高は1,238百万円（前年同期比9.2％減）となりまし

た。 

  

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

第２四半期会計期間以降の需要の回復と積極的な受注活動により、モニタリング業務において複数の新規受注を

獲得いたしました。その結果、当第３四半期累計期間（９ヶ月）の当業務の売上高は1,045百万円（前年同期比

2.8％増）となりました。 

  

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

当事業の主たる顧客である医療機器メーカーは、世界的な経済不況の影響により、医薬品メーカー以上に新規開

発を控えていたものと推測され、主に米国の医療機器メーカーからの新規受注が減少いたしました。その結果、当

業務の売上高は173百万円（前年同期比12.2％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４百万円（前年同期比45.7％減）となりました。 

   

（２）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  

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は、前事業年度末に比較して２百万円減少し、1,937百万円と

なりました。 

  

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、前事業年度末に比較して25百万円減少し、267百万円とな

りました。主な要因は、減価償却費累計額の増加によるものであります。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（負債） 

当第３四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末に比較して105百万円減少し、360百万円となりま

した。主な要因は、賞与引当金の取り崩しによるものであります。 

  

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末に比較して76百万円増加し、1,844百万円とな

りました。主な要因は、当第３四半期累計期間に計上した四半期純利益82百万円の確保によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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、1,227百万円となり、前事

業年度末と比較して６百万円の減少となりました。 

また、当第３四半期累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） 

営業活動の結果獲得した資金は54百万円（前年同期比206百万円減）となりました。これは主に、税引前四半期

純利益が前年同期に比し大幅に減少したことや賞与引当金の減少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39百万円（前年同期比27百万円減）となりました。これは主に、増床・本社移転

に伴う有形固定資産の取得による支出22百万円、敷金及び保証金の差入による支出13百万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21百万円（前年同期比19百万円減）となりました。これは主に剰余金の配当の支

払やストックオプション行使に伴う新株の発行によるものであります。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期業績予想につきましては、平成21年11月11日に公表した数値から修正は行なっておりません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年６月30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 676,302 583,204

売掛金 545,734 562,001

有価証券 551,492 651,170

仕掛品 14,350 12,156

その他 152,252 132,362

貸倒引当金 △2,786 △677

流動資産合計 1,937,343 1,940,218

固定資産   

有形固定資産 95,048 108,533

無形固定資産 30,961 42,405

投資その他の資産 141,969 142,943

固定資産合計 267,980 293,882

資産合計 2,205,324 2,234,100

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 7,629 60,534

賞与引当金 89,961 183,736

その他 262,929 220,127

流動負債合計 360,519 464,397

固定負債   

リース債務 － 1,325

固定負債合計 － 1,325

負債合計 360,519 465,722

純資産の部   

株主資本   

資本金 713,200 701,950

資本剰余金 378,246 366,996

利益剰余金 726,478 685,991

株主資本合計 1,817,924 1,754,937

新株予約権 26,879 13,439

純資産合計 1,844,804 1,768,377

負債純資産合計 2,205,324 2,234,100
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,586,672 2,461,880

売上原価 1,642,971 1,616,298

売上総利益 943,700 845,581

販売費及び一般管理費 702,378 666,508

営業利益 241,322 179,072

営業外収益   

受取利息 506 459

有価証券利息 2,191 518

受取地代家賃 － 2,491

その他 102 63

営業外収益合計 2,799 3,532

営業外費用   

為替差損 435 30

貸倒引当金繰入額 － 1,950

その他 3 －

営業外費用合計 438 1,980

経常利益 243,683 180,624

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,717 54

特別利益合計 1,717 54

特別損失   

原状回復損 1,680 2,795

固定資産除却損 3,278 2,097

過年度損益修正損 － 19,708

投資有価証券評価損 － 8,972

特別損失合計 4,958 33,572

税引前四半期純利益 240,441 147,106

法人税等合計 98,676 64,667

四半期純利益 141,764 82,438
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 818,532 806,101

売上原価 546,319 523,495

売上総利益 272,212 282,606

販売費及び一般管理費 243,381 228,988

営業利益 28,830 53,617

営業外収益   

受取利息 315 119

有価証券利息 333 142

受取地代家賃 － 968

営業外収益合計 649 1,230

営業外費用   

為替差損 62 5

貸倒引当金繰入額 － 1,950

その他 3 －

営業外費用合計 65 1,955

経常利益 29,414 52,892

特別利益   

貸倒引当金戻入額 215 －

特別利益合計 215 －

特別損失   

原状回復損 － 2,795

固定資産除却損 － 87

投資有価証券評価損 － 8,972

特別損失合計 － 11,855

税引前四半期純利益 29,630 41,037

法人税等合計 12,160 18,039

四半期純利益 17,470 22,997
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30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 240,441 147,106

減価償却費 57,134 46,433

株式報酬費用 8,959 13,439

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,796 △63

賞与引当金の増減額（△は減少） △85,647 △93,775

受取利息及び受取配当金 △506 △459

株式交付費 3 －

固定資産除却損 3,278 2,097

投資有価証券評価損益（△は益） － 8,972

売上債権の増減額（△は増加） 123,557 18,440

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,216 △1,533

前受金の増減額（△は減少） △32,212 △9,899

未払金の増減額（△は減少） 1,772 10,217

未払費用の増減額（△は減少） 16,507 16,761

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,391 △7,589

その他 21,099 16,715

小計 352,768 166,864

利息及び配当金の受取額 338 526

法人税等の支払額 △92,131 △113,180

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,975 54,210

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 △48,893 △22,473

無形固定資産の取得による支出 △10,631 △986

貸付けによる支出 － △1,950

敷金及び保証金の差入による支出 △9,674 △13,986

敷金及び保証金の回収による収入 2,527 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,671 △39,395

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 △635 △1,943

株式の発行による収入 1,497 22,500

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 △40,550 △21,395

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 153,752 △6,580

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 1,201,691 1,227,794
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

受注及び販売の状況  

(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。  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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

４．補足情報

事業の業務別の名称 

前第３四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30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]  1,336,766  336,396  1,250,117  318,932

ＣＲＯ事業[受託業務]  646,131  791,641  1,367,563  1,205,233

ＣＲＯ事業[薬事申請業務]  174,499  170,979  156,390  149,471

その他事業  7,997 70  4,305 －

合計  2,165,394  1,299,087  2,778,378  1,673,637

事業の業務別の名称 

前第３四半期累計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年６月30日） 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30日） 

 販売高（千円） 販売高（千円） 

ＣＲＯ事業[派遣業務]  1,364,334   1,238,990

ＣＲＯ事業[受託業務]  1,017,128  1,045,299

ＣＲＯ事業[薬事申請業務]  197,282  173,284

その他事業  7,927  4,305

合計  2,586,672  2,461,880
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