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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 8,293 △19.7 △689 ― △1,056 ― △849 ―

22年3月期第2四半期 10,326 8.4 579 4.1 313 △52.1 578 251.7

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

23年3月期第2四半期 △25.79 ―

22年3月期第2四半期 17.39 ―

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

23年3月期第2四半期 41,966 8,695 20.6 262.20
22年3月期 41,898 9,799 23.2 295.28

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,638百万円 22年3月期  9,727百万円

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  
 

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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,260 △4.1 △950 ― △1,000 ― △1,400 ― △42.49



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 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 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等については、〔添付資料〕3ページ(3)連結業績予想に関す
る定性的情報をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】4ページ2.その他情報をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 34,344,000株 22年3月期  34,344,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,400,199株 22年3月期  1,400,159株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 32,943,819株 22年3月期2Q 33,261,662株



  

※ 当社は、以下のとおり四半期決算説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等については、開催後速や

かに当社ホームページで掲載する予定です。 

  平成22年11月18日（木）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け四半期決算説明会 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 医薬品業界におきましては、金融危機の影響により米国前臨床研究分野で一定のシェアを占める米国バイオテック企

業の資金調達力の低下、大手製薬企業（メガファーマ）の合併によるパイプラインの絞込み、発注スケジュールの調

整、基幹製剤の特許期限に関する2010年問題への対応のために、早期に市場投入が見込める臨床開発段階のパイプライ

ンへの経営資源の集中等の影響により、前臨床市場は業界全体として大きく冷え込みました。 

 当社グループにおきましては、国内、米国市場での営業活動を強化するとともに、トランスレーショナル・リサーチ

事業の研究開発の加速、今後成長が期待される中国市場への取り組みを強化しております。 

 こうした状況の中、当第２四半期連結累計期間における売上高は8,293百万円と前第２四半期連結累計期間に比べて

2,032百万円(19.7％)の減少となりました。営業損失は689百万円（前第２四半期連結累計期間：営業利益579百万円）

となり、経常損失は1,056百万円（前第２四半期連結累計期間：経常利益313百万円）となり、四半期純損失は849百万

円（前第２四半期連結累計期間：四半期純利益578百万円）となりました。 

 報告セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

① 前臨床事業 

 当事業部門におきましては、前臨床業界の需要低迷の影響を受ける中、国内、米国市場での営業活動を強化すると共

に、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みや、業務の効率化、経費の削減、厳選を進めました。 

 そうした中で、売上高は6,202百万円、営業損失は533百万円となりました。 

② 臨床事業 

 当事業部門におきましては、国内では当社が得意とする疾患分野を中心に採算性を重視しつつ、業容拡大に努めてお

ります。また、米国におきましては、質の高い試験成果を提供し続けることによる、業界内でのブランド構築に重きを

置いた中長期的な経営戦略の視点から事業の展開を行っております。 

 そうした中で、売上高は2,097百万円、営業利益は101百万円となりました。 

③ トランスレーショナル リサーチ事業 

 当事業部門におきましては、米国で経鼻投与製剤グラニセトロン（制吐剤）のフェーズⅡ臨床試験を完了したことを

受け、ライセンスアウトに向けた活動を強化しております。また、偏頭痛薬ゾルミトリプタンの前臨床試験の結果を受

けて、臨床試験にむけ準備を進めております。加えて、インフルエンザワクチンの研究開発にも取り組んでおります。

 そうした中で、売上高は２百万円、営業損失は322百万円となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産、負債、純資産の状況に関する分析） 

 当第２四半期連結累計期間における前連結会計年度末からの財政状態の変動は、以下のとおりとなりました。 

 当第２四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ67百万円(0.2％)増加し、41,966百万円となりま

した。流動資産につきましては、受取手形及び売掛金は減少したものの現金及び預金、及び有価証券が増加したことな

どにより、前連結会計年度末に比べ354百万円(1.6％)増加して22,136百万円となりました。固定資産につきましては、

減価償却で有形固定資産が減少したことなどにより、286百万円(1.4％)減少して19,829百万円となりました。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1,171百万円(3.7％)増加し、33,270百万円となりました。流動負債につきまして

は、短期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ157百万円(1.0％)増加して15,324百万円となりまし

た。固定負債につきましては、長期借入金が増加したことなどにより前連結会計年度末に比べ1,014百万円(6.0％)増加

して17,946百万円となりました。 

 純資産は、配当金の支払及び四半期純損失を計上したことにより、前連結会計年度末に比べ1,103百万円(11.3％)減

少し、8,695百万円となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況に関する分析） 

 当第２四半期連結累計期間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て1,043

百万円(10.2％)増加して、11,266百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動の結果使用した資金は、240百万円（前第２四半期連結累計期間：628百万円の獲得）となりました。 

 主な内訳は、税金等調整前四半期純損失1,062百万円、減価償却費870百万円、売上債権の減少額468百万円、たな卸

資産の増加額355百万円及び未払費用の減少額232百万円であります。 

（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、455百万円と、前第２四半期連結累計期間に比べて835百万円(64.7％)の使用減少と

なりました。 

 主な内訳は、有形固定資産の取得による支出479百万円、保険積立金の解約による収入71百万円であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、1,931百万円（前第２四半期連結累計期間：529百万円の使用）となりました。 

 主な内訳は、長期借入による収入3,800百万円、長期借入金の返済による支出1,870百万円及び配当金の支払による支

出98百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 製薬企業は早期に市場投入が見込める臨床開発段階のパイプラインへの経営資源の集中を図っており、前臨床市場は

引き続き業界全体として厳しい環境にありますが、当社におきましては国内、米国市場での営業活動を強化すると共

に、既受託試験の早期売上計上に向けた取り組みや業務の効率化、経費の削減を進めてまいります。 

 なお、平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月14日に公表しました連結業績予想と変更はあり

ません。 

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  

①たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末におけるたな卸高の算出については、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係 

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関して、収益性が低下していることが明らかなものについてのみ正味売却 

価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

②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固定資産の減価償却費については、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。 

 

③一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権に係る貸倒引当金は、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等から著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度の貸倒実績率等を用いて算定しております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間における営業損失及び経常損失は、それぞれ3,416千円増加し、税金

等調整前四半期純損失は、17,692千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の

変動額は軽微であります。 

 

（持分法に関する会計基準及び持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用） 

  第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

  

（４）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



３．四半期連結財務諸表 
（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９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,991,455 9,636,618

受取手形及び売掛金 1,868,674 2,346,961

有価証券 1,297,386 710,106

たな卸資産 8,124,591 7,948,773

その他 918,213 1,222,416

貸倒引当金 △63,493 △82,399

流動資産合計 22,136,827 21,782,477

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,972,237 13,353,040

その他（純額） 4,729,851 5,056,246

有形固定資産合計 17,702,089 18,409,286

無形固定資産 184,461 198,851

投資その他の資産   

投資その他の資産 2,079,351 1,644,258

貸倒引当金 △135,941 △135,941

投資その他の資産合計 1,943,410 1,508,316

固定資産合計 19,829,961 20,116,454

資産合計 41,966,788 41,898,932



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,395 199,925

短期借入金 6,130,412 5,065,213

未払法人税等 57,702 194,150

前受金 7,583,935 7,846,398

その他 1,434,708 1,860,966

流動負債合計 15,324,153 15,166,653

固定負債   

社債 50,000 50,000

長期借入金 17,833,324 16,874,175

その他 63,345 8,290

固定負債合計 17,946,670 16,932,466

負債合計 33,270,823 32,099,119

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,391,050 5,391,050

資本剰余金 6,073,450 6,073,450

利益剰余金 56,755 1,005,244

自己株式 △863,534 △863,518

株主資本合計 10,657,720 11,606,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,901 3,156

為替換算調整勘定 △2,013,669 △1,881,656

評価・換算差額等合計 △2,019,571 △1,878,500

少数株主持分 57,815 72,086

純資産合計 8,695,964 9,799,812

負債純資産合計 41,966,788 41,898,932



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 10,326,245 8,293,460

売上原価 6,807,217 5,924,822

売上総利益 3,519,027 2,368,637

販売費及び一般管理費 2,939,242 3,057,968

営業利益又は営業損失（△） 579,785 △689,330

営業外収益   

受取利息 5,570 4,838

受取配当金 1,191 3,876

持分法による投資利益 12 －

受取保険金 － 52,722

施設利用料収入 93,200 113,243

その他 37,451 52,271

営業外収益合計 137,427 226,953

営業外費用   

支払利息 167,835 171,290

持分法による投資損失 － 418

為替差損 233,662 422,321

その他 1,732 122

営業外費用合計 403,231 594,152

経常利益又は経常損失（△） 313,980 △1,056,530

特別利益   

貸倒引当金戻入額 6,246 16,577

固定資産売却益 2,160 34

その他 1,512 －

特別利益合計 9,919 16,611

特別損失   

固定資産除却損 11,529 7,798

投資有価証券評価損 3,915 628

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,275

特別損失合計 15,444 22,702

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

308,455 △1,062,621

法人税、住民税及び事業税 40,741 34,676

法人税等調整額 △301,702 △235,177

法人税等合計 △260,960 △200,501

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △862,119

少数株主損失（△） △9,073 △12,461

四半期純利益又は四半期純損失（△） 578,489 △849,657



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

308,455 △1,062,621

減価償却費 939,377 870,154

のれん償却額 5,532 932

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,246 △17,890

受取利息及び受取配当金 △6,762 △8,715

支払利息 167,835 171,290

為替差損益（△は益） 181,679 383,367

持分法による投資損益（△は益） △12 418

有形固定資産売却損益（△は益） △2,160 △34

固定資産除却損 11,529 7,798

投資有価証券評価損益（△は益） 3,915 628

受取保険金 － △52,722

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 14,275

売上債権の増減額（△は増加） 98,317 468,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 295,551 △355,366

前受金の増減額（△は減少） △599,652 △116,991

仕入債務の増減額（△は減少） 117,917 △79,568

未払金の増減額（△は減少） △287,864 △20,781

未払費用の増減額（△は減少） △281,559 △232,482

その他 97,338 90,287

小計 1,043,192 60,403

利息及び配当金の受取額 5,712 8,865

利息の支払額 △170,745 △169,504

法人税等の支払額 △249,765 △140,561

営業活動によるキャッシュ・フロー 628,394 △240,797

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 △22,167 △16,154

定期預金の払戻による収入 22,105 117,129

有価証券の償還による収入 100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △1,356,553 △479,627

無形固定資産の取得による支出 △26,501 △29,973

有形固定資産の売却による収入 2,160 619

投資有価証券の取得による支出 △3,869 △101,704

関係会社株式の取得による支出 △4,600 －

関係会社株式の売却による収入 2,000 －

貸付けによる支出 △7,053 △15,238

貸付金の回収による収入 2,552 2,384

保険積立金の解約による収入 － 71,621

その他 1,125 △4,639

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,290,803 △455,583



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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） 4,220 100,000

長期借入れによる収入 1,500,000 3,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,741,052 △1,870,046

自己株式の取得による支出 △190,562 △16

配当金の支払額 △102,201 △98,264

少数株主からの払込みによる収入 241 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △529,355 1,931,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 27,293 △192,188

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,164,471 1,043,102

現金及び現金同等物の期首残高 8,805,478 10,223,585

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,641,006 11,266,687



 該当事項はありません。  

１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 高経営責任

者（ＣＥＯ）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっている

ものであります。 

 当社は、医薬品開発のプロセス別に事業単位を構成しており、「前臨床事業」、「臨床事業」および「ト

ランスレーショナル リサーチ事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「前臨床事業」は、製薬企業等の委託者により創製された被験物質について、実験動物や細胞・細菌を用

いてその有効性と安全性を確認する事業であります。「臨床事業」は、被験物質のヒトでの有効性と安全性

を確認する事業であります。「トランスレーショナル リサーチ事業」は、経鼻投与製剤等の開発及び大

学、バイオベンチャー、研究機関などにおける基礎研究から派生してくる有望なシーズ技術や新規物質を発

掘して、医薬品などの評価・承認に必要な前臨床試験や臨床試験を行いながら、基礎理論を臨床の場で実証

することにより、付加価値を高めて事業化する事業であります。 

  
２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

 （単位：千円）

  
（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州における情報収

      集、環境装置事業及び宿泊施設運営等を含んでおります。 

   ２．セグメント損益の調整額の内容は以下のとおりであります。 

                                                      （単位：千円） 

   ３．セグメント損益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整をおこなっております。 
  
（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等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

20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント
その他
（注）１

合計  
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３

前臨床 
事業  

臨床
事業  

トランス

レーショナル

リサーチ事業

計

売上高                                        

外部顧客への
売上高  6,164,559 2,097,209 2,615 8,264,384 29,075  8,293,460  － 8,293,460

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 37,810 － － 37,810 84,731  122,541 △122,541 －

計  6,202,369 2,097,209 2,615 8,302,194 113,807  8,416,001 △122,541 8,293,460

セグメント損益  △533,782 101,629 △322,115 △754,268 △5,956  △760,224  70,893 △689,330

  当第２四半期連結累計期間 

 セグメント間取引消去  70,893

 合計   70,893

（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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