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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31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9月期第2四半期 21,334 33.1 2,214 7.6 2,235 4.9 1,038 △4.4

22年9月期第2四半期 16,029 12.7 2,057 52.9 2,131 65.3 1,085 75.5

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9月期第2四半期 1,167.66 ―

22年9月期第2四半期 1,235.21 ―

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9月期第2四半期 36,651 16,429 44.7 18,010.55
22年9月期 33,266 15,639 44.9 16,978.15

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  16,380百万円 22年9月期  14,922百万円

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  

平成23年2月17日開催の取締役会において、平成23年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき、20株の割合で株式分割することを決議しておりま
す。23年9月期（予想）の年間配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。詳細は、次ページ「（株式分割後の配当金の状況につ
いてのご注意）」をご覧ください。 

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9月期 ― 190.00 ― 340.00 530.00

23年9月期 ― 265.00

23年9月期 
（予想）

― 13.25 26.50

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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  有  
平成23年2月1日を効力発生日として当社を完全親会社、株式会社応用医学研究所を完全子会社とする株式交換を実施しております。また、平成23年2月
17日開催の取締役会において、平成23年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき、20株の割合で株式分割することを決議しております。23年9月期
の業績予想の1株当たり当期純利益については、当該株式交換及び株式分割の影響を考慮して記載しております。詳細は、次ページ「（業績予想について
のご注意）」をご覧ください。 

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 41,900 16.8 3,700 11.7 3,600 12.0 1,800 0.8 99.98



(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、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
づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中です。 

※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のご注意） 
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結果となる可能性があります。 
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）4ページ「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 
 
（株式分割後の配当金の状況についてのご注意）    
当社は、平成23年2月17日開催の取締役会において、平成23年4月1日を効力発生日として普通株式1株につき20株の割合で株式分割することを決議して
おります。当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の配当状況につきましては、以下のとおりになります。 
 基準日：平成22年9月期 第2四半期末 9円50銭 期末17円00銭 年間合計26円50銭 
 基準日：平成23年9月期 第2四半期末13円25銭 期末13円25銭 年間合計26円50銭 
 
（業績予想についてのご注意） 
1株当たり（予想）当期純利益については、当該株式分割が期首に行われたと仮定して算出しております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「その他の情報」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9月期2Q  911,093株 22年9月期  894,957株

② 期末自己株式数 23年9月期2Q  1,617株 22年9月期  16,022株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 889,209株 22年9月期2Q 878,945株
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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、国の医療費抑制策や、主力製品の特許切れ、世界的な新薬の承認審査の厳格化等の

影響により厳しい事業環境が続いております。一方、当社グループの属する医薬品の開発、製造、営業を支援する

業界においては、顧客の業務スピードアップや効率化を目指したアウトソーシングニーズの拡大を背景として、緩

やかながら市場規模が拡大傾向にあります。 

 このような環境において、当社グループは、製薬企業の付加価値向上に貢献する当社独自の事業モデルである

PVC（Pharmaceutical Value Creator）を展開し、CRO（医薬品開発支援）事業、CMO（医薬品製造支援）事業、CSO

（医薬品営業支援）事業、ヘルスケア事業、IPD（知的財産開発）事業において、医薬品の開発、製造、営業・マ

ーケティングのバリューチェーンを広範に支援しております。 

 当第２四半期連結累計期間においては、CRO事業の国内における基盤の強化を図るとともに、中国CROとの合弁契

約締結など、今後の市場拡大が見込めるアジア展開を推進するための体制整備を行いました。また、CMO事業にお

いては平成22年４月より営業開始したシミックCMO株式会社が順調に稼動し業績に寄与するとともに、分析化学サ

ービスを行う株式会社応用医学研究所を完全子会社化するなど、医薬品の製剤処方設計から製造まで一貫したサー

ビスを製薬企業に提供するための体制構築を進めました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高21,334百万円（前年同期比5,305百万円増、33.1％

増）、営業利益2,214百万円（前年同期比157百万円増、7.6％増）、経常利益2,235百万円（前年同期比103百万円

増、4.9％増）と前年同期に対し増収増益となりました。四半期純利益は、特別損失に資産除去債務会計基準の適

用に伴う影響額168百万円を計上したことにより、1,038百万円（前年同期比47百万円減、4.4％減）となりまし

た。 

 セグメント別の業績の状況は以下のとおりです。なお、セグメント別の業績の前年同期比増減及び率につきまし

ては、新報告セグメントベースに組み替えて比較しております。  

  

  

CRO事業 

   売上高   8,088百万円（前年同期比  11.9％増） 

   営業利益 1,606百万円（前年同期比  26.6％増）  

  

 当事業においては、製薬企業の医薬品開発支援に係る業務を行っております。 

 当第２四半期連結累計期間においては、CRO事業の市場が緩やかな成長を続けている中で、新規案件の獲得、既

存案件の追加受注及びデータ処理件数の増加等により、モニタリング業務及びデータマネジメント業務が好調に推

移しました。 

 この結果、CRO事業の売上高は8,088百万円（前年同期比858百万円増、11.9％増）、営業利益は1,606百万円（前

年同期比338百万円増、26.6％増）となりました。 

  

         

CMO事業 

   売上高  6,904百万円（前年同期比  145.8％増） 

   営業利益   545百万円（前年同期比  224.9％増）  

  

 当事業においては、製薬企業の医療用医薬品及び一般用医薬品などの製造支援及び分析化学サービスに係る業務

を行っております。 

 当第２四半期連結累計期間においては、平成22年４月より連結子会社となったシミックCMO株式会社の業績が加

わったこと、シミックCMO富山株式会社において新規受託案件が寄与したことにより好調に推移いたしました。一

方、株式会社応用医学研究所においては、製薬企業における試験の内製化の動向等の影響を受け、売上・利益とも

大きく減少いたしました。 

 この結果、CMO事業の売上高は6,904百万円（前年同期比4,095百万円増、145.8％増）、営業利益は545百万円

（前年同期比377百万円増、224.9％増）と、大幅な増加となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



  

CSO事業 

   売上高  2,194百万円（前年同期比  34.1％増） 

   営業損失    74百万円（前年同期   営業利益49百万円）   

  

 当事業においては、製薬企業の医薬品等の営業・マーケティング支援に係る業務を行っております。 

 当第２四半期連結累計期間においては、エムディエス株式会社によるメディカルコミュニケーション業務（販促

資材企画・制作等）及び株式会社シミックエムピーエスエスによるMR（医薬情報担当者）派遣業務等がともに好調

に推移し増収となりました。しかし、MR派遣業務の一部の案件で顧客都合によるプロジェクト開始の遅れが発生し

たことに加え、新規案件のための採用コストが先行したため、営業損失が生じております。  

 この結果、CSO事業の売上高は2,194百万円（前年同期比558百万円増、34.1％増）、営業損失は74百万円（前年

同期：営業利益49百万円）となりました。 

  

  

ヘルスケア事業 

   売上高  4,553百万円（前年同期比   0.1％減） 

   営業利益   330百万円（前年同期比  54.4％減）  

   

 当事業においては、SMO業務、ヘルスケア情報サービスなど、主に医療機関や患者、一般消費者の医療や健康維

持・増進のための支援業務を行っております。 

 当第２四半期連結累計期間においては、平成23年１月に株式会社メディカル・ヴィタをグループ会社化するな

ど、関東におけるSMO業務の提携医療機関の強化を図っております。サイトサポート・インスティテュート株式会

社において、売上高は前年並みを確保したものの、原価率の上昇があったこと、また、シミック株式会社で展開し

ている臨床研究プロジェクトが赤字であったことから、営業利益が減少いたしました。  

 この結果、ヘルスケア事業の売上高は4,553百万円（前年同期比5百万円減、0.1％減）、営業利益は330百万円

（前年同期比394百万円減、54.4％減）となりました。  

  

  

IPD事業 

   売上高    19百万円（前年同期比  190.1％増） 

   営業損失  192百万円（前年同期     営業損失158百万円）  

  

 当事業においては、診断薬や希少疾病用医薬品（オーファンドラッグ）などの開発及び販売に係る業務を行って

おります。 

 当社が腎疾患の診断を目的として開発し製造販売承認を取得した体外診断用医薬品「ヒトL型脂肪酸結合蛋白キ

ット（販売名：レナプロ®L-FABPテスト）」につきましては、平成23年１月より株式会社テイエフビー（富士レビ

オ株式会社の100％子会社）を通じて販売を開始しております。 

 また、希少疾病用医薬品については、現在、急性ポルフィリン症治療薬「ヒトヘミン」、尿素サイクル異常症治

療薬「フェニル酪酸ナトリウム」、遺伝性血管性浮腫治療薬「エカランタイド」の３剤の開発を進めております。

なお、「ヒトヘミン」「フェニル酪酸ナトリウム」は厚生労働省に設置された未承認薬使用問題検討会議で、医療

上必要性が高いと判断される未承認薬として指定されております。 

 当第２四半期連結累計期間のIPD事業の売上高は19百万円（前年同期比12百万円増、190.1％増）、営業損失は

192百万円（前年同期：営業損失158百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比で3,384百万円増加し、36,651百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。  

負債合計は、前連結会計年度末比で2,593百万円増加し、20,221百万円となりました。これは、主に短期借入金

及び長期借入金の増加によるものであります。 

純資産合計は、前連結会計年度末比で790百万円増加し、16,429百万円となりました。これは、主に利益剰余金

の増加によるものであります。 

  



  キャッシュ・フローの状況 

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は、前連結会計年度末に比べ2,912百万円増加し、

8,395百万円となりました。 

  

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,722百万円の収入（前年同期：382百万円の収入）となりました。こ

れは、主に税金等調整前四半期純利益の増加による収入及び法人税等の支払による支出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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1,185百万円の支出（前年同期：787百万円の支出）となりました。こ

れは、主に有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,371百万円の収入（前年同期：5,457百万円の収入）となりました。

これは、主に短期借入金及び長期借入金の増加による収入があったことによるものであります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年９月期の業績予想につきましては、平成22年11月９日に平成22年９月期決算短信にて公表いたしました

予想を、現時点での入手可能な数値にあわせて修正しております。 

 平成23年９月期上半期につきましては、CRO事業を中心に売上高・利益ともに当初計画を上回る進捗となりまし

た。下半期につきましては、CRO事業及びCSO事業において事業拡大のための増員を計画していること及び上半期に

続きヘルスケア事業において利益率の低下が想定されております。また、東日本大震災による直接的な影響は軽微

であると認識しておりますが、電力使用制限等による企業活動への影響など、今後の情勢については注視する必要

があります。 

 これにより、通期業績予想を、売上高41,900百万円（前回予想比1.7％増）、営業利益3,700百万円（同4.2％

増）、経常利益3,600百万円（同4.3％増）、当期純利益1,800百万円（-）に修正いたします。 

  

 (通期）  

  
  

 平成23年２月１日を効力発生日として当社を完全親会社、株式会社応用医学研究所を完全子会社とする株式交換

を実施しております。また、平成23年２月17日開催の取締役会において、平成23年４月１日を効力発生日として普

通株式１株につき、20株の割合で株式分割することを決議しております。今回修正予想の１株当たり当期純利益に

つきましては、当該株式交換及び株式分割の影響を考慮して記載しております。 

  

 なお、上記の連結業績予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の連

結業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。   

  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 

前回発表予想（Ａ） 41,200 3,550 3,450 1,800 2,047 93 

今回修正予想（Ｂ） 41,900 3,700 3,600 1,800 99 98 

増減額（Ｂ－Ａ） 700 150 150 - －   

増減率（％） 1.7 4.2 4.3 - －   

前期実績 35,861 3,311 3,214 1,786 2,032 36 



（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 

  【簡便な会計処理】 

  

  【四半期連結財務諸表作成にあたり適用した特有の会計処理】 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

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、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。 

２．一般債権の貸倒見積高の算定方法 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績

率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

３．棚卸資産の評価方法 当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を

省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により

算出しております。 

４．法人税等並びに繰延税金資産及び繰

延税金負債の算定方法 

当第２四半期連結会計期間末における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ため、前連結会計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。 



（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  【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】 

  

  【表示方法の変更】 

  

  

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項の変更 

（１）連結の範囲の変更 

第１四半期連結会計期間において、連結子会社であるCMIC BRASIL PESQUISAS 

CLINICAS LTDA.の全株式を売却したため、第１四半期連結会計期間の期首に同社を

連結の範囲から除外しております。 

当第２四半期連結会計期間において、㈱メディカル・ヴィタの株式を新たに取得

したため、当第２四半期連結会計期間より同社を連結の範囲に含めております。な

お、みなし取得日を平成23年３月31日としております。 

（２）変更後の連結子会社の数 

    14社 

２．会計処理基準に関する

事項の変更 

（１）資産除去債務に関する会計基準の適用 

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の営業利益及び経常利益はそれぞれ

21,129千円減少し、税金等調整前四半期純利益は189,464千円減少しております。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328,978千円でありま

す。 

（２）「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。 

これによる損益への影響はありません。 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

 「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）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

（四半期連結貸借対照表） 

 前第２四半期連結会計期間において、有形固定資産の「その他（純額）」に含めて表示しておりました「土

地」は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。 

 なお、前第２四半期連結会計期間における有形固定資産の「その他（純額）」に含まれる「土地」は1,789,316

千円であります。 



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23年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,009,463 6,096,196

受取手形及び売掛金 7,586,989 8,075,470

商品及び製品 91,267 17,798

仕掛品 2,554,567 2,590,491

原材料及び貯蔵品 396,598 349,286

その他 1,910,730 1,804,796

貸倒引当金 △3,072 △3,321

流動資産合計 21,546,544 18,930,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,990,361 4,014,227

土地 4,415,635 4,364,766

その他（純額） 2,299,823 2,295,010

有形固定資産合計 10,705,820 10,674,003

無形固定資産   

のれん 884,666 566,236

その他 953,653 757,666

無形固定資産合計 1,838,319 1,323,902

投資その他の資産   

投資有価証券 263,304 308,985

敷金及び保証金 1,250,229 1,233,412

その他 1,072,044 820,971

貸倒引当金 △25,084 △25,336

投資その他の資産合計 2,560,494 2,338,033

固定資産合計 15,104,635 14,335,940

資産合計 36,651,179 33,266,659

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,567,537 1,416,444

短期借入金 3,035,600 2,032,600

未払法人税等 1,393,291 1,130,507

賞与引当金 1,443,324 1,507,242

その他の引当金 247,794 321,622

その他 2,992,901 3,029,266

流動負債合計 10,680,449 9,437,682

固定負債   

長期借入金 6,965,900 6,208,700

退職給付引当金 1,814,262 1,561,510

その他 760,571 419,525

固定負債合計 9,540,734 8,189,735

負債合計 20,221,183 17,627,418



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年３月31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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,087,750 3,087,750

資本剰余金 6,292,382 5,960,881

利益剰余金 7,294,386 6,554,927

自己株式 △43,894 △416,516

株主資本合計 16,630,625 15,187,041

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △250,457 △264,353

評価・換算差額等合計 △250,457 △264,353

少数株主持分 49,828 716,552

純資産合計 16,429,996 15,639,241

負債純資産合計 36,651,179 33,266,659



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 16,029,429 21,334,825

売上原価 11,156,811 16,143,717

売上総利益 4,872,617 5,191,107

販売費及び一般管理費 2,815,508 2,976,868

営業利益 2,057,109 2,214,239

営業外収益   

受取利息 4,244 3,680

受取賃貸料 9,901 13,710

受取管理料 － 25,908

為替差益 128,360 99,699

その他 8,631 14,165

営業外収益合計 151,137 157,163

営業外費用   

支払利息 19,575 79,689

出資金等持分損失負担額 48,151 44,011

持分法による投資損失 880 105

その他 7,718 12,121

営業外費用合計 76,326 135,927

経常利益 2,131,919 2,235,475

特別利益   

固定資産売却益 15 3,774

関係会社株式売却益 － 3,441

貸倒引当金戻入額 － 1,197

特別利益合計 15 8,412

特別損失   

固定資産除却損 6,859 4,337

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 168,334

固定資産減損損失 25,468 －

投資有価証券評価損 4,757 －

その他 － 5,454

特別損失合計 37,085 178,125

税金等調整前四半期純利益 2,094,849 2,065,762

法人税、住民税及び事業税 974,806 1,232,233

法人税等調整額 △20,900 △214,610

法人税等合計 953,905 1,017,622

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,048,139

少数株主利益 55,265 9,842

四半期純利益 1,085,678 1,038,297



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31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 2,094,849 2,065,762

減価償却費 373,682 1,226,508

固定資産減損損失 25,468 －

のれん償却額 51,646 65,162

受取利息及び受取配当金 △4,244 △3,680

支払利息 19,575 79,689

出資金等持分損失負担額 48,151 44,011

売上債権の増減額（△は増加） △1,137,237 504,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △48,533 △84,359

仕入債務の増減額（△は減少） 393,370 150,227

その他 △492,114 △199,968

小計 1,324,615 3,848,190

利息及び配当金の受取額 4,244 3,689

利息の支払額 △19,194 △78,123

損害賠償金の支払額 － △85,923

法人税等の支払額 △927,279 △965,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,385 2,722,727

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 △176,400 △212,300

定期預金の払戻による収入 － 212,300

有形固定資産の取得による支出 △397,465 △680,331

無形固定資産の取得による支出 △141,930 △159,593

投資有価証券の取得による支出 △65,275 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △110,420

子会社株式の取得による支出 － △65,500

貸付けによる支出 － △150,000

その他 △6,374 △19,284

投資活動によるキャッシュ・フロー △787,445 △1,185,130

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） 2,000 800,000

長期借入れによる収入 6,000,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △339,800 △339,800

リース債務の返済による支出 △48,760 △62,213

配当金の支払額 △145,807 △298,867

少数株主への配当金の支払額 △10,380 △10,379

自己株式の処分による収入 55 374

自己株式の取得による支出 － △17,671

その他 － △29

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,457,307 1,371,413

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,772 3,436

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,069,019 2,912,446

現金及び現金同等物の期首残高 5,512,948 5,482,860

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,581,967 8,395,306



該当事項はありません。  

  

①報告セグメントの概要 

当社グループは、製薬企業の付加価値向上に貢献する当社グループ独自の事業モデルであるPVC

（Pharmaceutical Value Creator）のもと、グループ横断の事業カンパニーであるCROカンパニー、CMOカンパニ

ー、CSOカンパニー、ヘルスケアカンパニーを設置するとともに、診断薬やオーファンドラッグなどの開発を行

う事業部門を設置し、当社グループが取り扱うサービス・製品について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、

事業を展開しております。 

当社グループは、当該事業カンパニーを基礎として、経済的特徴が概ね類似している事業セグメントを集約し

たCRO事業、CMO事業、CSO事業、ヘルスケア事業、IPD事業の５つを報告セグメントとしております。 

いずれの報告セグメントも、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会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。

各報告セグメントに属する当社及び当社の関係会社は、以下のとおりです。 

  

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10月１日 至 平成23年３月31日） 
（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△1,609千円は、セグメント間取引消去等の調整額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

（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 主な業務 当社及び当社の関係会社 

CRO事業 製薬企業の医薬品開発支援に係る
業務 

（国内）シミック㈱
（海外）CMIC Korea Co.,Ltd. 
    CMIC ASIA-PACIFIC,PTE.LTD. 
    希米科医薬技術発展（北京）有限公司 

CMO事業 製薬企業の医療用医薬品及び一般
用医薬品などの製造支援及び分析
化学サービスに係る業務 

（国内）シミック㈱
    シミックCMO㈱ 
    シミックCMO富山㈱ 
    ㈱応用医学研究所 
（海外）CMIC CMO USA Corporation 
    CMIC CMO Korea Co.,Ltd. 

CSO事業 製薬企業の医薬品等の営業・マー
ケティング支援に係る業務 

（国内）㈱シミックエムピーエスエス 
    エムディエス㈱ 

ヘルスケア事業 SMO業務、ヘルスケア情報サービ
スなど、主に医療機関や患者、一
般消費者の医療や健康維持・増進
のための支援業務 

（国内）シミック㈱
    サイトサポート・インスティテュート㈱ 
    ㈱メディカル・ヴィタ 
    ㈱ヘルスクリック 
    ㈱シミックBS 
    富士フイルム・シミック ヘルスケア㈱ 

IPD事業 診断薬やオーファンドラッグなど
の開発及び販売に係る業務 

（国内）シミック㈱

  

報告セグメント
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）２ 
CRO事業 CMO事業 CSO事業

ヘルスケア

事業 
IPD事業 計

売上高            

外部顧客への売上高  7,920,414  6,883,524 2,041,759 4,469,819 19,307  21,334,825  － 21,334,825

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 167,691  21,042 152,510 84,113 －  425,356  △425,356 －

計  8,088,106  6,904,566 2,194,269 4,553,932 19,307  21,760,181  △425,356 21,334,825

セグメント利益  1,606,644  545,733 △74,903 330,470 △192,095  2,215,848  △1,609  2,214,239



③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第２四半期連結会計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

（のれんの金額の重要な変動） 

「CMO事業」セグメントにおいて、平成23年２月１日付で、当社を完全親会社、株式会社応用医学研究所

を完全子会社とする株式交換を実施いたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四半期

連結会計期間においては120,822千円であります。 

「ヘルスケア事業」セグメントにおいて、平成23年１月５日付で、当社子会社のサイトサポート・インス

ティテュート株式会社が株式会社メディカル・ヴィタの全株式を取得いたしました。なお、当該事象による

のれんの増加額は、当第２四半期連結会計期間においては263,140千円であります。 

   

（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日公表分）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。 

  

（参考） 

 前第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額4,078千円は、セグメント間取引消去等の調整額であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

３．前第２四半期連結累計期間の金額は、新報告セグメントベースに組み替えて表示しております。 

   

当社は、平成23年２月１日付で、当社を完全親会社、株式会社応用医学研究所を完全子会社とする株式交換を

実施いたしました。この結果、資本剰余金は331,496千円増加し、自己株式は389,925千円減少しております。当

該株式交換を主因としまして、当第２四半期連結会計期間末において資本剰余金は6,292,382千円、自己株式は

43,894千円となっております。 

  

  

 報告セグメント 
調整額 

（注）１  

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）２ 

CRO事業 CMO事業  CSO事業 
ヘルスケア

事業  
IPD事業 計  

売上高            

外部顧客への売上高  7,155,587  2,794,422 1,579,162 4,493,601 6,655  16,029,429  － 16,029,429

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 73,775  14,329 57,042 66,239 －  211,386  △211,386 －

計  7,229,362  2,808,751 1,636,204 4,559,841 6,655  16,240,815  △211,386 16,029,429

セグメント利益  1,268,609  167,956 49,329 725,155 △158,019  2,053,030  4,078  2,057,109

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



  

（７）重要な後発事象

当第２四半期連結会計期間
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

（株式の分割及び単元株式数の変更） 

当社は、平成23年２月17日開催の取締役会の決議に基づき、平成23年４月１日付で、株式の分割及び単元株式数の

変更を行っております。  

１．株式の分割及び単元株式数の変更の目的 

平成19年11月27日に単元株式数（売買単位）を100株に統一することを目的として全国証券取引所が公表いたしま

した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の分割を実施するとともに、単元株式数を100株

に変更いたしました。 

この株式の分割及び単元株式数の変更の目的は、投資単位当たりの金額を引き下げて投資家の皆さまにより投資し

やすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図るものであります。 

２．株式分割の概要 

(1)分割の方法 

平成23年３月31日 終の株主名簿に記録された株主の所有普通株式１株につき、20株の割合をもって分割しまし

た。 

(2)分割により増加した株式数 

①株式分割前の発行済株式総数     911,093株 

②今回の分割により増加する株式数 17,310,767株 

③株式分割後の発行済株式総数   18,221,860株 

④株式分割後の発行可能株式総数  46,000,000株 

(3)効力発生日 

平成23年４月１日   

３．単元株式数の変更 

(1)変更する単元株式数 

単元株式数を10株から100株に変更いたしました。  

(2)効力発生日  

平成23年４月１日 

  

なお、当該株式の分割が前期首に行われたと仮定した場合における（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。  

１株当たり純資産額 

１株当たり四半期純利益金額等 

  

当第２四半期連結会計期間末 
（平成23年３月31日） 

前連結会計年度末 
（平成22年９月30日） 

１株当たり純資産額 900.53円 １株当たり純資産額 848.91円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 61.76円

 同左 

１株当たり四半期純利益金額 58.38円

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年１月１日 
至 平成22年３月31日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成23年１月１日 
至 平成23年３月31日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 39.47円

 同左 

１株当たり四半期純利益金額 17.61円



（１）受注及び販売の状況 

 ①受注実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．金額は販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３．CMO事業の受注残高は確定注文を受けているもののみ計上しております。顧客からは、年間ベースの発注計画

等の提示を受けていますが、確定注文とは異なりますので受注残高には含めておりません。 

４．前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度の金額は、新報告セグメントベースに組み替えて表示しており

ます。 

  

 ②販売実績 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

３．前第２四半期連結累計期間及び前連結会計年度の金額は、新報告セグメントベースに組み替えて表示しており

ます。 

  

４．補足情報

報告セグメント 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

前連結会計年度
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日） 

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高  受注残高

CRO事業（百万円）  10,031  19,731  8,292  18,388  16,247  18,016

CMO事業（百万円）  3,081  2,356  5,497  2,259  10,839  3,645

CSO事業（百万円）  2,487  1,990  1,986  2,445  4,740  2,500

ヘルスケア事業（百万円）  4,689  8,646  5,923  10,740  8,999  9,287

IPD事業（百万円）  23  26  19  －  17  －

 合計  20,314  32,750  21,719  33,834  40,845  33,449

報告セグメント 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年３月31日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年３月31日） 

前連結会計年度
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年９月30日）

CR0事業（百万円）  7,155  7,920  15,086

CMO事業（百万円）  2,794  6,883  9,262

CSO事業（百万円）  1,579  2,041  3,322

ヘルスケア事業（百万円）  4,493  4,469  8,171

IPD事業（百万円）  6  19  17

合計  16,029  21,334  35,861


	ヘッダー3: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー4: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー5: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー6: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー7: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー8: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー9: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー10: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー11: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー12: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー13: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー14: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー15: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー16: シミック㈱（2309）平成23年９月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -
	フッター13: - 11 -
	フッター14: - 12 -
	フッター15: - 13 -
	フッター16: - 14 -


