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1.  22年9月期の業績（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年9月期 3,259 △3.4 215 △16.9 229 △12.1 100 △27.1

21年9月期 3,375 0.6 258 △24.6 261 △22.8 138 △10.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年9月期 7,161.52 7,011.04 5.6 10.2 6.6
21年9月期 10,004.68 9,784.44 8.1 12.0 7.7

（参考） 持分法投資損益 22年9月期  ―百万円 21年9月期  ―百万円

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 2,259 1,867 81.3 128,553.32
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  1,836百万円 21年9月期  1,754百万円

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 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年9月期 162 △457 △22 917
21年9月期 297 △81 △29 1,234

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年9月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 41 30.0 2.5
22年9月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 42 41.9 2.4

23年9月期 
（予想）

― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 56.5

3.  23年9月期の業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

1,685 1.8 63 △48.9 66 △47.8 37 △36.3 2,650.79

通期 3,467 6.4 128 △40.3 133 △41.9 75 △24.7 5,312.65
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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

② 期末自己株式数 22年9月期  ―株 21年9月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてはご注意） 
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、この業績予想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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 a.当期の経営成績 

当事業年度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、欧州諸国における金融不安や円高等の影響により、先行き不透明な状況が依然として続いておりま

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ともに、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。当事業年度

末の受注残は、前当事業年度末に比し20.8％増の1,639百万円となりました。しかしながら、概ね当初予測した通

り、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及び想定以上の退

職・休職による派遣ＣＲＡ数の減少の影響を受けました。 

また、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、過年度損益修正損等を

特別損失に計上いたしました。 

その結果、当事業年度の売上高は3,259百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は215百万円（前年同期比16.9％

減）、経常利益は229百万円（前年同期比12.1％減）、当期純利益は100百万円（前年同期比27.1％減）となりまし

た。 

  

[経営成績] 

（％表示は対前年増減率）

b.業務別の業績概況 

 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、当事業年度の当業務の売上高は1,628百万円（前年同期比9.1％減）となりました。 

  

②ＣＲＯ事業（受託業務） 

当事業年度については、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、当事業年度の当業務の売上高は1,397百万円（前年同期比

6.7％増）となりました。 

  

③ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

当事業年度においては、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229百万円（前年同期比13.3％減）となりました。 

  

④その他事業業 

 当事業は研修業務であり、売上高は４百万円（前年同期比46.5％減）となりました。 

  

１．経営成績

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

平成22年９月期  3,259  △3.4  215  △16.9  229  △12.1  100  △27.1

平成21年９月期  3,375  0.6  258  △24.6  261  △22.8  138  △10.1
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[事業の業務別の業績] 

（単位：百万円）

c.次期の見通し 

医薬品メーカーは、主力製品の特許切れ、薬価引き下げ、ジェネリックメーカーの台頭等により、新薬開発の競

争力を高めるために高度な技術と革新性を求めて研究開発費を増大させております。今後のＣＲＯ業界において

も、このような医薬品業界の恩恵を受け継続的に成長していくものと予想しております。 

当社におきましては、過去３期間において売上はほぼ横ばいで推移したものの、利益面については平成19年９月

期を境に当事業年度まで３期連続減益となりました。このような状況や現在の市場動向を踏まえ、中期的に大幅な

業容拡大を達成するための布石として、次期は体質改善の一年と位置づけ、構造改革を図っていく予定でありま

す。具体的には、ＣＲＯ事業（派遣業務）からＣＲＯ事業（受託業務）への体質転換を図り、営業力の強化、採

用・教育方針の転換、不採算部門の管理強化を進めます。ついては、次期（平成22年10月１日から平成23年９月30

日）の業績は、売上高は3,467百万円（前年同期比6.4％増）と予想しておりますが、新卒の採用が前事業年度に比

べ倍増するので採用・教育コストが大幅に増加し、また現在の市場動向から一人当たりの売上高が減少すると見込

んでいることから、営業利益128百万円（前年同期比40.3％減）、経常利益133百万円（前年同期比41.9％減）、当

期純利益75百万円（前年同期比24.7％減）を予想しております。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末に比較して80百万円増加し、2,020百万円となりました。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末に比較して54百万円減少し、239百万円となりました。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。 

（負債） 

当事業年度末における負債の残高は、前事業年度末に比較して73百万円減少し、391百万円となりました。主な要

因は、未払法人税等が減少したことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末に比較して99百万円増加し、1,867百万円となりました。主

な要因は、当事業年度に計上した当期純利益100百万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 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、917百万円となりました。 

また、当事業年度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162百万円（前年同期比134百万円減）となりました。これは主に、税引前当期純

利益が前年同期に比し大幅に減少し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） 

投資活動の結果使用した資金は457百万円（前年同期比375百万円増）となりました。これは主に、定期預金の預

け入れによる支出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22百万円（前年同期比７百万円減）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。 

   

  平成21年９月期 平成22年９月期 対前期増減 増減率（％） 

ＣＲＯ事業（派遣業務）  1,792  1,628  △163  △9.1

ＣＲＯ事業（受託業務）  1,309  1,397  87  6.7

ＣＲＯ事業（薬事申請業務）  264  229  △35  △13.3

その他事業  9  4  △4  △46.5

合計  3,375  3,259  △115  △3.4
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注） 株式時価総額は発行済株式数をベースに計算しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主に対する利益還元は も重要な経営課題のひとつと認識しており、業績に基づいた成果配分を安定

的にかつ継続的に行うことを基本方針としております。内部留保資金につきましては、今後の業容拡大のために有

効に投資してまいりたいと考えております。 

当事業年度の業績は、前事業年度に対し減益となりましたが、当事業年度の期末配当金は、平成21年11月11日に

公表しましたとおり、前事業年度と同額の１株当たり3,000円の配当を実施する予定であります。 

なお、次期の期末配当金につきましては、１株当たり3,000円の配当を実施する予定であります。 

  

(4）事業等のリスク 

本決算短信に記載した事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主要な事項には、以下のよ

うなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当決算短信発表日現在（平成22年11月10日）において、当社が判断し

たものであります。 

① 製薬業界への依存について 

当社は、主に製薬業界へ治験要員を派遣し、また、同業界から治験を受託しており、売上高の90％弱を、医薬品

メーカーに依存しております。従いまして、当社の戦略及び業績は、国内における製薬業界の特殊事情並びに急激

な変化の影響を受ける可能性があります。なお、国内製薬業界においては、企業合併、業務提携、事業譲渡等再編

の動きが加速していると認識しております。当社は、医薬品だけでなく医療機器の治験にも対応可能であるもの

の、このような製薬業界再編の動きが、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 医薬品メーカー等の医薬品開発戦略への依存について 

わが国のＣＲＯ市場規模の拡大は、各医薬品メーカー等による外部機関を活用した医薬品開発業務の効率化推進

姿勢の如何に依ると考えられますが、医薬品メーカー等のおかれている事業環境を考慮すると、経営効率化ニーズ

は今後も継続するものと判断しております。しかしながら、当社の取引先医薬品メーカー数は、50社強で、広範な

取引を構築しておりますが、わが国で実施する治験数の減少、自社社員の活用を優先した開発体制への転換など、

医薬品メーカー等の開発戦略に急激な変更があった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 業界の競争激化の可能性について 

日本ＣＲＯ協会の加盟社数は平成14年の26社から平成20年には41社へと1.5倍に増加しております。協会未加盟

のＣＲＯ数も増加しているものと見込まれ、今後とも、業界再編にともない医薬品メーカー等から転出した人材の

みならず、周辺業界や一般派遣業からの参入が考えられます。従いまして、わが国ＣＲＯ業界の市場拡大ペース次

第では、医薬品メーカー等に対する受注並びに価格競争、さらには、人材獲得競争が一層激化する可能性がありま

す。当社は、業務サービスの品質面、効率面で他社との差別化を図ってまいりますが、これらの競争が想定以上に

激化した場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 法的規制による影響 

(イ) 薬事法、薬事法施行規則及びそれらに関連する厚生労働省令等について 

当社の主力事業であるＣＲＯ事業は、薬事法、薬事法施行規則及びそれらに関連する厚生労働省令等の規制を

  平成22年９月期 平成21年９月期  

自己資本比率（％）   81.3  78.6

時価ベースの自己資本比率

（％）  
 77.1  81.4

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）  
 －  －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）  
 －  －

－5－

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成22年９月期　決算短信（非連結）



受けております。この中で、 も大きく影響を受けるのは、厚生労働省令「医薬品の臨床試験の実施の基準に

関する省令」及び「医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令」（共にＧＣＰ：Good Clinical Practiceと

称します）で、治験関連業務を受託するＣＲＯは、これらの省令を遵守しそれによって得られた資料及びデータ

を治験依頼者（クライアント）に提供する義務があります。当社は、これに対応すべく、「治験に関わる標準業

務手順書」（ＳＯＰ：Standard Operating Procedure）を医薬品、医療機器共に業務別に定め、これに従って治

験関連業務を実施しております。さらに、社長直結の部門として「信頼性保証室」を設置し、ＧＣＰの遵守状況

を監査しております。 

   

(ロ) 労働者派遣法について 

当社のＣＲＯ事業（派遣業務）は特定労働者派遣に該当しており、労働者派遣法の規制を受けております。今

後、同法の改定等により当社事業が制限を受けた場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

なお、現在、登録型派遣の原則禁止、製造業務への派遣禁止等を目的とした労働者派遣法の改正が見込まれて

おりますが、改正法案の内容は、登録型の「一般派遣」に対するものであり、当社が行っている常時雇用の「特

定派遣」に対して規制強化となるものではないと認識しております。 

  

⑤ 治験から発生する問題点について 

(イ) 副作用の発生等によるリスクについて 

治験中に重大な副作用などが発生した場合、当該治験が中止されることがあります。重大な副作用等に起因す

る訴訟リスクについては、当社のようなＣＲＯではなく、治験の実施主体である医薬品メーカー等が訴訟対象と

なりますが、治験の中止等により、当該治験に配属されていた当社の治験要員が一時的に不稼動な状態に陥り、

当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。また、他ＣＲＯが関わった治験において、死亡事故あるいは重大

な副作用が発生した場合には、ＣＲＯ業界全体に対する不信感が生まれ、結果的に当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

(ロ) ＣＲＡによる業務過失等によるリスクについて 

当社のＣＲＡが、過失等により、治験を実施するに際し遵守すべきルールに反した場合、当該治験により回収

した症例の有効性が失われ、顧客である医薬品・医療機器メーカーに甚大な損害を与え、当社が損害賠償の責め

を負う可能性があります。このような事態を避けるために、当社では、入社時にＧＣＰ教育等の導入研修を徹底

した上で、習熟度を計る試験において一定基準をクリアした合格者のみを現場に配属し、その後も定期的な継続

研修を通じて、人材の質を担保しております。 

  

(ハ) 情報漏洩に関するリスクについて 

受託業務においては、顧客の機密情報に該当する症例報告書等の書類を、当社で保管するケースがありますの

で、このような情報が漏洩した場合にも、損害賠償の責めを負う可能性があります。従いまして、機密情報につ

いては、可能な範囲でデジタルデータでは保管せず、ペーパー化した書類を施錠できるキャビネットや耐火金庫

に保管し、情報漏洩防止に努めております。当社には、これまで顧客から損害賠償を請求された事実はなく、引

き続き、情報漏洩の防止策の徹底に努めてまいります。 

  

⑥ 大型・複数契約の解除または中断による業績変動の可能性について 

当社は派遣／受託業務を適切な割合で組み合わせることにより、高利益率・高稼働率の「ハイブリッド型ＣＲ

Ｏ」を目指しております。当社は、受託業務が何らかの理由により、突然取止めまたは中断になる事態において

も、余剰となったＣＲＡなどを、適宜、派遣業務や他の受託案件に配置転換する選択肢を有しておりますが、大型

の受託案件で多数のＣＲＡが従事している案件が、突然契約解除または中断されるような場合は、当社の業績に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

⑦ 人材流出の可能性について 

医薬品開発の支援業務では、必要人員の安定確保並びに的確なスケジュール管理が、業務の安定性、品質性を担

保する上で重要でありますが、ＣＲＯ業界では、同業他社や医薬品メーカーによる人材の引き抜き等が活発であ

り、社員の流動性が高いのが現状であります。当社が事業を拡大していくためには、理系出身の新卒者、治験業務

経験者及び看護師や薬剤師等の医薬周辺業界の出身者の採用による人材の確保が必要になります。今後ＣＲＯ業界

での競争激化等により、人材の確保が期待通り進まない場合、事業の拡大に制約を受ける可能性があります。ま

た、当社では、社員のモチベーション維持・向上のため、入社後の定期的な継続研修や面談等の実施、心身の悩み

に対する専門家によるカウンセリング等、入社後のフォローアップ体制を充実させておりますが、想定以上の人材

流出等が発生した場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧ 人材確保に伴う業績変動の可能性ついて 

当社は、現在、事業及び業容拡大の過程にあり、必要な人員確保を計画的、先行的に実施しております。従いま

して、大量採用を行った直後においては、一時的に人員の稼動率が低下し、利益の伸びが抑制されること、さらに

は、売上高経常利益率等の収益性指標が低下することがあります。また、当社は、新卒者を含め未経験ＣＲＡ候補

者の採用を継続しており、研修期間の人件費負担等も業績変動要因の一つとなることがあります。 
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近の有価証券報告書（平成21年12月24日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略いたします。 

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

当社は「医療における専門知識・経験を有する人材をもって、国内外の医薬品メーカー・医療機器メーカーを支

援することにより、医療業界全般の発展に寄与する」を経営のミッションとしております。 

   

(2）目標とする経営指標 

当社は安定的な成長と企業価値増大を図るため、売上高営業利益率を重要な経営指標としており、現在の中期経

営方針では12％を数値目標としております。 

  

(3) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題 

日本ＣＲＯ協会が公表した平成21年の年次業績によると、ＣＲＯの総売上高は前年比10.2％増と二桁の成長を維

持しましたが、平成22年では6.2％増と一桁成長にとどまる見通しとなりました。さらには、Ｍ＆Ａ等による既存企

業の規模拡大や異業種企業からの新規参入により、業界の再編淘汰が加速したことによって、同協会に加入するＣ

ＲＯ数が平成20年の39社から平成22年には31社に減少いたしました。今後の同業界は、一層の再編圧力が増すこと

を予想されておりますが、医薬品メーカーの研究開発費の増大やＣＲＯへのアウトソーシング率が少なくとも欧米

並みの水準にまで拡大余地があることから、成長の余地は多大にあるものと考えております。このような状況下、

当社としましては、平成23年９月期は構造改革の一年と位置づけ、中期的には大幅な業容拡大を図るため、以下の

課題を重点戦略として事業展開を行ってまいります。 

  

① 新人ＣＲＡの戦力化 

医薬品メーカー等からの医薬品開発支援ニーズに安定的に応えるためには、優秀な人材の確保が必要でありま

す。このためには、採用する人材の属性を重視することと教育研修の質の向上、継続研修をより実践的な内容に改

善することであると考えております。当社としましては、平成23年９月期より、大卒・院卒の採用を大幅に増加さ

せる方針でありますので、それら新人ＣＲＡ候補を、教育研修を通じて早期に戦力化していくことが重要課題であ

ります。 

   

②  ＣＲＯ事業（受託業務）の拡大 

当社は、ＣＲＯ事業として派遣業務及び受託業務の適切な割合で組み合わせた高利益率・高稼働率の「ハイブリ

ッド型ＣＲＯ」を構築しております。中期的にはさらに「ハイブリッド型ＣＲＯ」を進化させ大幅な業容拡大を目

指しております。そのためには前述した新人ＣＲＡの早期戦力化、さらには営業力をより一層高め、モニタリング

業務売上を現在の派遣／受託割合を６：４から中期的には４：６へ受託を大幅に拡大させ、派遣業務から受託業務

への体質改善を図ることが重要課題であります。 

  

③ 株式会社シーエーシーとの業務提携 

当社は平成21年３月23日に筆頭株主である株式会社シーエーシーと、両社事業の発展可能性の 大化を図る目的

で業務提携契約を締結しております。当事業年度における提携契約の進捗としては、他社と比較して規模が小さく

効率性が不足していた当社のデータマネジメント・統計解析部門を同社の同部門と統合し、生産性の向上を図ると

ともに顧客ニーズにより的確に応える体制といたしました。今後についても、医薬品メーカーのニーズ変化に対応

できるＣＲＯを目指すべく、両社の事業拡大のため、業務体制、実行プロセス等業務手順の共通化や研修に関する

情報交換、人材育成面での協力、ＩＴ面での支援等を実施してくことが重要課題であります。 

    

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 583,204 866,957

売掛金 562,001 551,878

リース投資資産 3,924 1,325

有価証券 651,170 451,178

仕掛品 12,156 15,203

貯蔵品 2,173 2,226

前払費用 31,045 31,338

繰延税金資産 92,614 87,568

その他 2,603 17,339

貸倒引当金 △677 △4,738

流動資産合計 1,940,218 2,020,276

固定資産   

有形固定資産   

建物 39,144 44,466

減価償却累計額 △21,740 △19,863

減損損失累計額 － △2,415

建物（純額） 17,404 22,187

工具、器具及び備品 223,850 228,582

減価償却累計額 △132,721 △170,053

減損損失累計額 － △145

工具、器具及び備品（純額） 91,129 58,383

有形固定資産合計 108,533 80,570

無形固定資産   

ソフトウエア 37,300 21,685

その他 5,105 5,105

無形固定資産合計 42,405 26,790

投資その他の資産   

投資有価証券 10,430 －

破産更生債権等 2,172 0

長期前払費用 276 196

繰延税金資産 32,923 1,042

敷金及び保証金 99,312 130,539

貸倒引当金 △2,172 －

投資その他の資産合計 142,943 131,777

固定資産合計 293,882 239,139

資産合計 2,234,100 2,259,415
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年９月30日) 

当事業年度 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

リース債務 2,599 1,325

未払金 37,505 49,361

未払費用 62,119 66,943

未払法人税等 60,534 3,020

未払事業所税 5,580 5,886

未払消費税等 26,913 18,577

前受金 69,246 49,352

預り金 16,161 17,729

賞与引当金 183,736 174,959

移転損失引当金 － 4,209

その他 － 434

流動負債合計 464,397 391,800

固定負債   

リース債務 1,325 －

固定負債合計 1,325 －

負債合計 465,722 391,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 701,950 713,200

資本剰余金   

資本準備金 366,996 378,246

資本剰余金合計 366,996 378,246

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 685,991 744,809

利益剰余金合計 685,991 744,809

株主資本合計 1,754,937 1,836,255

新株予約権 13,439 31,359

純資産合計 1,768,377 1,867,615

負債純資産合計 2,234,100 2,259,415
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,375,476 3,259,676

売上原価 2,199,215 2,158,159

売上総利益 1,176,261 1,101,517

販売費及び一般管理費 ※1  917,472 ※1  886,452

営業利益 258,788 215,064

営業外収益   

受取利息 621 776

有価証券利息 2,614 703

受取地代家賃 － 3,529

業務手数料収入 － 13,826

講演・原稿料収入 151 77

その他 － 19

営業外収益合計 3,387 18,932

営業外費用   

株式交付費 3 69

為替差損 522 53

貸倒引当金繰入額 － 3,900

その他 0 －

営業外費用合計 525 4,022

経常利益 261,651 229,973

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,822 53

違約金収入 － 327

特別利益合計 1,822 380

特別損失   

固定資産除却損 ※2  3,278 ※2  2,097

原状回復損 1,680 2,795

投資有価証券評価損 8,180 8,972

過年度損益修正損 － 19,708

移転損失引当金繰入 － 4,209

減損損失 － 2,561

特別損失合計 13,139 40,343

税引前当期純利益 250,334 190,010

法人税、住民税及び事業税 118,776 52,313

法人税等調整額 △6,676 36,927

法人税等合計 112,099 89,241

当期純利益 138,234 100,769
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 （脚注） 

  

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 労務費 ※２  1,964,655  89.6  1,949,733  90.2

Ⅱ 経費 ※３  229,173  10.4  211,472  9.8

当期総役務提供費用    2,193,829  100.0  2,161,205  100.0

期首仕掛品たな卸高    17,542    12,156   

合計    2,211,372    2,173,362   

期末仕掛品たな卸高    12,156    15,203   

売上原価    2,199,215    2,158,159   

            

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

 １ 原価計算の方法 

 個別原価計算によっております。 

 １ 原価計算の方法 

同左 

※２ 労務費には、以下の金額が含まれております。 ※２ 労務費には、以下の金額が含まれております。 

賞与引当金繰入額 千円157,296 賞与引当金繰入額 千円149,109

※３ 経費には、以下の金額が含まれております。 ※３ 経費には、以下の金額が含まれております。 

旅費交通費 千円86,008

地代家賃  55,025

支払手数料  20,340

旅費交通費 千円81,861

地代家賃  51,725

支払手数料  15,728
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 695,200 701,950

当期変動額   

新株の発行 6,750 11,250

当期変動額合計 6,750 11,250

当期末残高 701,950 713,200

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 360,246 366,996

当期変動額   

新株の発行 6,750 11,250

当期変動額合計 6,750 11,250

当期末残高 366,996 378,246

資本剰余金合計   

前期末残高 360,246 366,996

当期変動額   

新株の発行 6,750 11,250

当期変動額合計 6,750 11,250

当期末残高 366,996 378,246

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 589,168 685,991

当期変動額   

剰余金の配当 △41,412 △41,952

当期純利益 138,234 100,769

当期変動額合計 96,822 58,817

当期末残高 685,991 744,809

利益剰余金合計   

前期末残高 589,168 685,991

当期変動額   

剰余金の配当 △41,412 △41,952

当期純利益 138,234 100,769

当期変動額合計 96,822 58,817

当期末残高 685,991 744,809

株主資本合計   

前期末残高 1,644,615 1,754,937

当期変動額   

新株の発行 13,500 22,500
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

剰余金の配当 △41,412 △41,952

当期純利益 138,234 100,769

当期変動額合計 110,322 81,317

当期末残高 1,754,937 1,836,255

新株予約権   

前期末残高 － 13,439

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,439 17,919

当期変動額合計 13,439 17,919

当期末残高 13,439 31,359

純資産合計   

前期末残高 1,644,615 1,768,377

当期変動額   

新株の発行 13,500 22,500

剰余金の配当 △41,412 △41,952

当期純利益 138,234 100,769

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,439 17,919

当期変動額合計 123,762 99,237

当期末残高 1,768,377 1,867,615
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 250,334 190,010

減価償却費 78,666 62,568

減損損失 － 2,561

株式報酬費用 13,439 17,919

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,973 1,888

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,391 △8,776

移転損失引当金の増減額（△は減少） － 4,209

受取利息及び受取配当金 △621 △776

有価証券利息 － △66

株式交付費 3 69

固定資産除却損 3,278 2,097

投資有価証券評価損益（△は益） 8,180 8,972

売上債権の増減額（△は増加） 62,906 12,295

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,468 △3,098

前受金の増減額（△は減少） △37,001 △19,894

未払金の増減額（△は減少） △7,741 11,856

未払費用の増減額（△は減少） 2,095 4,823

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,588 △8,336

その他 3,749 △2,891

小計 388,764 275,433

利息及び配当金の受取額 520 690

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 297,154 162,943

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △300,599

有価証券の取得による支出 － △99,523

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 △15,356 △986

投資有価証券の売却による収入 － 1,458

貸付けによる支出 － △3,900

敷金及び保証金の差入による支出 △19,805 △37,263

敷金及び保証金の回収による収入 2,527 6,036

投資活動によるキャッシュ・フロー △81,527 △457,251

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 △1,275 △2,599

株式の発行による収入 13,497 22,431

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 △29,190 △22,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 186,435 △316,428

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期末残高 ※  1,234,374 ※  917,946

－16－

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成22年９月期　決算短信（非連結）



 該当事項はありません。  

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法）を採用しており

ます。 

(1）満期保有目的の債券 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2）その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

  時価のあるもの 

時価法を採用しております。 

 なお、投資信託のうち預金と同様の

性格を有する有価証券については移動

平均法による原価法を採用しておりま

す 

時価のあるもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

(1）仕掛品 

同左  

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づ

く切下げの方法により算定）を採用して

おります。 

(2）貯蔵品 

同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物       10年～15年 

工具器具備品   ３年～20年 

 取得価額が10万円以上20万円未満の少

額減価償却資産については、一括償却資

産として、３年間の均等償却を採用して

おります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 株式交付費 

   支出時に全額費用処理しております。 同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与支給に備えるため、賞与

支給見込額の当期負担額を計上しており

ます。 

(2）賞与引当金 

同左 

    

  

(3）移転損失引当金 

 事務所移転にともない、将来発生する

費用に備えるため、原状回復費等の見込

額を計上しております。 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手持現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

 手持現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

（1）たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表

分）が適用されたことに伴い、個別法による原価法

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

（2）リース取引の処理方法の変更 

 所有権移転外ファイナンスリース取引については、

従来賃貸借取引に準じた会計処理によっておりました

が、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用し、通常の売買処理に係る会計処理を採用して

おります。なお、リース取引会計基準の改正適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

────── 
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注記事項

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は４％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は96％でありま

す。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は２％、一般

管理費に属する費用のおおよその割合は98％でありま

す。 

 主要な費用及び金額は次のとおりであります。  主要な費用及び金額は次のとおりであります。 

役員報酬 千円81,000

給与手当  269,574

賞与引当金繰入額  26,439

法定福利費  46,318

採用費  34,654

地代家賃  78,011

減価償却費  66,397

役員報酬 千円84,400

給与手当  262,085

賞与引当金繰入額  23,029

法定福利費  44,141

採用費  29,037

地代家賃  94,333

減価償却費  55,561

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

建物 千円464

工具、器具及び備品 

ソフトウェア 

 

 

1,147

1,666

計  3,278

※２ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

  

建物 千円1,983

工具、器具及び備品  113

計  2,097
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前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注） 発行済株式数の増加 株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

  

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注） 発行済株式数の増加 株は、ストックオプションの行使によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  13,804  180  －  13,984

180

区分  新株予約権の内訳  

新株予約権の目 

的となる株式の 

種別 

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年 

度末残高 

（千円）
 前事業 

年度末 

当事業 

年度増加

当事業 

年度減少 

当事業 

年度末 

提出会社 
ストックオプションとしての 

 新株予約権 
－   －   －   －   －   13,439

合計 －   －   －   －   －   13,439

(決議）  株式の種類  
配当金の総額 

（千円）  

１株当たり配当額

（円）  
基準日  効力発生日  

平成20年12月25日 

定時株主総会  
普通株式    41,412   3,000 平成20年９月30日 平成20年12月26日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年12月22日 

定時株主総会 
普通株式   41,952 利益剰余金  3,000 平成21年９月30日 平成21年12月24日

株式の種類 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  13,984  300  －  14,284

300

区分  新株予約権の内訳  

新株予約権の目 

的となる株式の 

種別 

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年 

度末残高 

（千円）
 前事業 

年度末 

当事業 

年度増加

当事業 

年度減少 

当事業 

年度末 

提出会社 
ストックオプションとしての 

 新株予約権 
－   －   －   －   －   31,359

合計 －   －   －   －   －   31,359
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３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額  

  

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

  

  

(決議）  株式の種類  
配当金の総額 

（千円）  

１株当たり配当額

（円）  
基準日  効力発生日  

平成21年12月22日 

定時株主総会  
普通株式    41,952   3,000 平成21年９月30日 平成21年12月24日

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成22年12月22日 

定時株主総会 
普通株式   42,852 利益剰余金  3,000 平成22年９月30日 平成22年12月24日

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※  現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在） （平成22年９月30日現在） 

  

現金及び預金勘定 千円583,204

有価証券勘定  651,170

現金及び現金同等物 千円1,234,374

現金及び預金勘定 千円866,957

有価証券勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来しない有価証券  

 

 

  

 

451,178

△300,599

△99,590

現金及び現金同等物 千円917,946

－21－

株式会社ＭＩＣメディカル（2166）　平成22年９月期　決算短信（非連結）



  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年９月30日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっており、その内容は次のとおりであります。 

  

────── 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  当期末残高はありません。 

  

  

（2）未経過リース料期末残高相当額 

  当期末残高はありません。  

  

  

  

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償

却費相当額、支払利息相当額及び減損損失  

  

    

  

支払リース料   千円 2,473

減価償却費相当額    2,201

支払利息相当額    28

  

    

    

    

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定

額法によっております。 

  

  

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息

法によっております。    

  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。  

  

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。  
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決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

前事業年度（平成21年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

２．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

（金融商品関係）

（有価証券関係）

区分 貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

コマーシャルペーパー  99,979

国債・地方債等  99,992

(2）その他の有価証券   

非上場株式  10,430

その他  451,199

区分 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

債券         

コマーシャルペーパー  100,000  －  －  －

国債・地方債等  100,000  －  －  －

合計  200,000  －  －  －
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当事業年度（平成22年９月30日） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

２．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

３.減損処理を行った有価証券 

 当事業年度において、投資有価証券について8,972千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行っております。  

  

前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

 当社は平成17年１月より確定拠出年金制度に加入しており、費用処理した拠出額は 千円であります。 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

 当社は平成17年１月より確定拠出年金制度に加入しており、費用処理した拠出額は 千円であります。 

  

区分 貸借対照表計上額（千円） 

(1）満期保有目的の債券   

コマーシャルペーパー  99,590

国債・地方債等  99,996

(2）その他の有価証券   

非上場株式      －

その他  251,592

区分 １年以内（千円）
１年超５年以内

（千円） 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円）

債券         

コマーシャルペーパー  100,000  －  －  －

国債・地方債等  100,000  －  －  －

合計  200,000  －  －  －

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

38,767

39,031
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前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

１.ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

 売上原価   千円  

 販売費及び一般管理費 千円   

  

２.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） 株式数に換算して記載しております。また、平成17年ストック・オプション①、平成17年ストック・オプショ

ン②については、平成19年７月10日開催の取締役会決議により、平成19年８月10日付で１株を４株とする株式

分割を行っております。これにより、株式数が調整されております。 

  

（ストック・オプション等関係）

3,397

10,045

  平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション②  平成21年ストック・オプション  

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役    ２名 

当社監査役    １名 

当社使用人    ２名 

当社顧問     １名 

当社取締役    １名 

当社使用人    １名 

当社取締役    ６名  

当社使用人    ６名  

株式の種類別のス

トック・オプショ

ン数（注） 

普通株式     880株 普通株式     240株 普通株式     990株  

付与日 平成17年６月30日 平成17年８月１日 平成21年１月30日  

権利確定条件 

当社普通株式が株式市場に上

場した場合に限り、行使する

ことができる。 

対象者は権利行使時におい

て、当社又はその子会社の取

締役、監査役、執行役員、使

用人又は顧問の何れかの地位

を有している場合に限り、行

使することができる。 

その他の条件は、臨時株主総

会決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。 

同左 

対象者は権利行使時におい

て、当社又はその子会社の取

締役、監査役、執行役員、使

用人又は顧問の何れかの地位

を有している場合に限り、行

使することができる。 

その他の条件は、定時株主総

会決議及び取締役会決議に基

づき、当社と対象者との間で

締結した「新株予約権割当契

約」に定めるところによる。 

対象勤務期間 
平成17年６月30日から 

平成19年６月30日まで 

平成17年８月１日から 

平成19年６月30日まで  

平成21年１月30日から 

平成23年１月30日まで   

権利行使期間 
平成19年７月１日から 

平成22年６月30日まで 
同左 

平成23年１月31日から 

平成26年１月30日まで  
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成21年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

３.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当事業年度において付与された平成21年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は

以下のとおりであります。 

① 使用した評価方法   ブラック・ショールズ式 

② 主な基礎数値及び見積方法 

 （注）１. ９ヶ月（平成20年４月から平成21年１月まで）の株価実績に基づき算定しております。  

 ２. 十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使され 

  るものと推定して見積もっております。 

 ３. 平成20年９月期の配当実績によっております。 

 ４. 予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。  

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採 

用しております。 

  

    平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 平成21年ストック・オプション 

権利確定前 （株）       

前事業年度末    －  －  －

付与    －  －  990

失効    －  －  －

権利確定    －  －  －

未確定残    －  －  990

権利確定後 （株）       

前事業年度末    320  160  －

権利確定    －  －  －

権利行使    20  160  －

失効    －  －  －

未行使残    300  －  －

    平成17年ストック・オプション① 平成17年ストック・オプション② 平成21年ストック・オプション 

権利行使価格 （円）  75,000  75,000  94,500

行使時平均株価 （円）  140,000  135,000  －

公正な評価単価

（付与日） 
（円）  －  －  36,201

  平成21年ストック・オプション  

株価変動性（注）１  64％ 

予想残存期間（注）２ 3.5年  

予想配当（注）３ 3,000／株 

無リスク利子率（注）４ 0.58％  
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当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

１.ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

 売上原価   千円  

 販売費及び一般管理費 千円   

  

２.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （注） 株式数に換算して記載しております。 

  

4,525

13,394

  平成17年ストック・オプション①  平成21年ストック・オプション  

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役    ２名 

当社監査役    １名 

当社使用人    ２名 

当社顧問     １名  

当社取締役    ６名  

当社使用人    ６名  

株式の種類別のストック・オプシ

ョン数（注） 
普通株式     880株 普通株式     990株  

付与日 平成17年６月30日 平成21年１月30日  

権利確定条件 

当社普通株式が株式市場に上場し

た場合に限り、行使することがで

きる。 

対象者は権利行使時において、当

社又はその子会社の取締役、監査

役、執行役員、使用人又は顧問の

何れかの地位を有している場合に

限り、行使することができる。 

その他の条件は、臨時株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当

社と対象者との間で締結した「新

株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。  

対象者は権利行使時において、当

社又はその子会社の取締役、監査

役、執行役員、使用人又は顧問の

何れかの地位を有している場合に

限り、行使することができる。 

その他の条件は、定時株主総会決

議及び取締役会決議に基づき、当

社と対象者との間で締結した「新

株予約権割当契約」に定めるとこ

ろによる。 

対象勤務期間 
平成17年６月30日から 

平成19年６月30日まで 

平成21年１月30日から 

平成23年１月30日まで  

権利行使期間 
平成19年７月１日から 

平成22年６月30日まで  

平成23年１月31日から 

平成26年１月30日まで  
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当事業年度（平成22年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプシ

ョンの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

３．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採 

用しております。 

  

    平成17年ストック・オプション① 平成21年ストック・オプション  

権利確定前 （株）     

前事業年度末    －  990

付与    －  －

失効    －  －

権利確定    －  －

未確定残    －  990

権利確定後 （株）     

前事業年度末    300  －

権利確定    －  －

権利行使    300  －

失効    －  －

未行使残    －  －

    平成17年ストック・オプション① 平成21年ストック・オプション  

権利行使価格 （円）  75,000  94,500

行使時平均株価 （円）  126,300  －

公正な評価単価（付与日） （円）  －  36,201
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前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

  

（企業結合等関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年９月30日） 

当事業年度 
（平成22年９月30日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税否認 5,575

賞与引当金繰入限度超過額 74,762

法定福利費賞与引当分否認 8,629

確定拠出年金否認 1,376

未払事業所税否認 2,270

繰延税金資産（流動）合計 92,614

繰延税金資産（固定）   

貸倒引当金繰入限度超過額 790

投資有価証券評価損否認 32,132

繰延税金資産（固定）合計 32,923

繰延税金資産（流動） （千円）

未払事業税否認 977

貸倒引当金繰入限度超過額 1,561

賞与引当金繰入限度超過額 70,460

法定福利費賞与引当分否認 9,080

確定拠出年金否認 1,380

未払事業所税否認 2,395

移転損失引当金繰入限度超過額  1,713

繰延税金資産（流動）合計 87,568

繰延税金資産（固定）   

減損損失否認 1,042

繰延税金資産（固定）合計 1,042

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

  （％）

法定実効税率 40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
0.46

株式報酬費用 2.18

住民税均等割 1.51

所得税額控除等 △0.12

その他 0.06

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
44.78

  （％）

法定実効税率 40.69

（調整）   

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
0.52

株式報酬費用 3.84

住民税均等割 1.99

所得税額控除等 0.03

その他 △0.11

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
46.96
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前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成20年10月１日 至 平成21年９月30日）  

  

  

（追加情報） 

当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用

しております。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

 １. 関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ①㈱シーエーシーとの取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

 ②コマーシャルペーパーについては、割引率と市場金利を勘案して、取得しております。  

３.  前事業年度末に主要株主でありましたオリックス㈱は、㈱シーエーシーへの当社株式売却により主要株主 

  に該当しなくなりました。なお、上記取引金額については、関連当事者であった期間の取引を記載しており 

   ます。 

  

２. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

該当事項はありません。 

（２）重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

（持分法損益等）

（関連当事者情報）

種 類 
会社等の名

称又は氏名 
所 在 地 

資 本 金 

又は出資金 

（ 百 万 円 ）

事業の内容

又は職業 

議決権等の 
所 有 

（ 被 所 有 ）

割 合 
（％） 

関連当事

者 と の 

関 係 

取 引 の 

内 容 

取引金額

（千円） 
科 目 

期末残高

（千円）

主要株主 
㈱シーエー

シー 
東 京 都 
中 央 区   3,702

システム構

築サービス

システム運

用管理サー

ビス 
BPO/BTOサ

ービス 

（ 被 所 有 ）

 直接 36.1 

資本業務

提 携 
役 員 の 
兼任１名

売 上  10,125 売 掛 金  6,777

主要株主 
オリックス

㈱ 

東 京 都 

港 区 
 143,899 金融サービ

ス業   

( 被 所 有 ）

 直接 0.0 

有価証券

の 購 入

コマーシ 
ャルペー 
パ ー

 300,000 有価証券 -
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当事業年度（自 平成21年10月１日 至 平成22年９月30日）  

  

 １. 関連当事者との取引 

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等 

 （注）１. 上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 

２. 取引条件及び取引条件の決定方針等 

 ㈱シーエーシーとの取引条件は、一般の取引条件と同様に決定しております。 

  

２. 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

（１）親会社情報 

該当事項はありません。 

（２）重要な関連会社の要約財務情報 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

種 類 
会社等の名

称又は氏名 
所 在 地 

資 本 金 

又は出資金 

（ 百 万 円 ）

事業の内容

又は職業 

議決権等の 
所 有 

（ 被 所 有 ）

割 合 
（％） 

関連当事

者 と の 

関 係 

取 引 の 

内 容 

取引金額

（千円） 
科 目 

期末残高

（千円）

主要株主 
㈱シーエー

シー 
東 京 都 
中 央 区   3,702

システム構

築サービス

システム運

用管理サー

ビス 
BPO/BTOサ

ービス 

（ 被 所 有 ）

 直接 38.0 

資本業務

提 携 
役 員 の 
兼任２名

売 上  3,420 売 掛 金 - 

（賃貸等不動産）
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（注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり純資産額 円125,496.13

１株当たり当期純利益金額 円10,004.68

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
円9,784.44

１株当たり純資産額 円128,553.32

１株当たり当期純利益金額 円7,161.52

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額 
円7,011.04

  
前事業年度

（自 平成20年10月１日 
至 平成21年９月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  138,234  100,769

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  138,234  100,769

期中平均株式数（株）  13,817  14,071

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  311  302

（うち新株予約権）  (311)  (302)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

当事業年度末において、希薄化効

果を有しない潜在株式の該当はあり

ません。 

当事業年度末において、希薄化効

果を有しない潜在株式の該当はあり

ません。 

（重要な後発事象）
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(1) 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、消費税は含まれておりません。  

  

５．その他

事業の業務別の名称  

前事業年度 

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年９月30日）  

 当事業年度 

（自 平成21年10月１日 

  至 平成22年９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〕  1,736,264  307,805   1,677,670  356,931

 ＣＲＯ事業〔受託業務〕  1,029,833  882,968   1,630,925  1,116,795

 ＣＲＯ事業〔薬事申請業務〕  237,003  166,365   228,589  165,817

 その他事業  9,149 -   4,895 -

 合計  3,012,251  1,357,139   3,542,081  1,639,543

事業の業務別の名称 

前事業年度 

（自 平成20年10月１日 

   至 平成21年９月30日） 

当事業年度 

（自 平成21年10月１日 

至 平成22年９月30日） 

販売高（千円）  販売高（千円） 

 ＣＲＯ事業〔派遣業務〕   1,792,422   1,628,544

 ＣＲＯ事業〔受託業務〕   1,309,503   1,397,099

 ＣＲＯ事業〔薬事申請業務〕   264,400   229,137

 その他事業   9,149   4,895

合計   3,375,476   3,259,676
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(2) 役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません 

  

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

（社外）取締役   渡辺 泰道（現 常勤社外監査役） 

（社外）取締役   小柳 修 （現 顧問） 

（社外）取締役   小原 亮一（株式会社シーエーシー 経営統括本部 経理財務部長  

                     兼 同本部 同部 財務グループ長） 

  

・退任予定取締役 

取締役       荒神 元己 

（社外）取締役   松村 晶信（株式会社シーエーシー 取締役 兼 常務執行役員） 

  

・新任監査役候補 

常勤監査役     芳賀 清次（現 監査室長） 

  

・退任予定監査役 

（社外）常勤監査役 渡辺 泰道（社外取締役就任予定） 

  

③ 就任予定日 

平成22年12月22日 
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