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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 

（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3四半期 31,440  24.1 3,332  16.8 3,280  15.7 1,641 △0.6

22年9月期第3四半期 25,338  18.8 2,854  56.1 2,836  58.4 1,650 102.5

 

 
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3四半期 91 58 ─ ─

22年9月期第3四半期 1,878 10 ─ ─

（注）平成23 年 4月 1日付で普通株式1株につき20 株の割合で株式分割しております。22 年 9月期第3四半期の1株当たり四半期純利益に

ついては、当該株式分割が行われる前の数値で記載しております。詳細は、次ページの「（株式分割に伴う遡及修正値）」をご覧ください。 

 

（２）連結財政状態 

 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3四半期 38,754 16,779 43.2 919.46

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3四半期   16,724百万円 22年9月期   14,922百万円 
（注）平成23 年 4 月 1日付で普通株式 1株につき20 株の割合で株式分割しております。22 年 9月期連結会計年度末に係る 1株当たり純資産

については、当該株式分割が行われる前の数値で記載しております。詳細は、次ページの「（株式分割に伴う遡及修正値）」をご覧くださ

い。 

 

２．配当の状況 

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 26.5

(注)当四半期における配当予想の修正有無  無 

平成 23 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき 20 株の割合で株式分割しております。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、次ページの「（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。 

 

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、通期は対前期増減率） 

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

(注)当四半期における業績予想の修正有無   無 
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株式交換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 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき 20 株の割合で株式分割しております。23 年 9 月期の 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、次ページの「（業績予想についてのご注意）」をご覧ください。 

 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P5「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 無 

 新規  ─ 社 （社名             ) 、 除外 ─ 社 （社名             )

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 
（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 18,221,860株 22年9月期 894,957株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 32,540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3Ｑ 17,919,231株 22年9月期3Ｑ 878,943株
（注）平成 23 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき 20 株の割合で株式分割しております。そのため、平成 22 年 9 月期の期末発行済株式

数(自己株式を含む)及び期末自己株式数、平成 22 年 9 月期第 3 四半期に係る期中平均株式数（四半期累計）は、当該株式分割が

行われる前の数値で記載しております。 

 
※ 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。 

 

（株式分割に伴う遡及修正値） 

平成 23 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき 20 株の割合で株式分割しております。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

の数値は以下の通りになります。 

平成22年9月期第3四半期 1株当たり四半期純利益93円90銭  

   平成22年9月期      1株当たり純資産848円91銭 

 

（株式分割後の配当金の状況についてのご注意） 

平成23年 4月 1日付で普通株式1株につき20株の割合で株式分割しております。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（予想） 年間合計26円50銭（予想） 

 

（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。 
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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３四半期連結累計期間においては、CRO事業及びSMO業務の競争優位性の更なる向上を図るとともにPVCモデ

ルを一層促進するため、平成23年５月にスギメディカル株式会社よりCRO、SMO及び非臨床試験を行う臨床試験関連

会社３社の全株式を取得し、グループ会社化いたしました。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

究所を平成23年２月に完全子会社するなど、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ております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高31,440百万円（前年同期比6,101百万円増、24.1％

増）、営業利益3,332百万円（前年同期比478百万円増、16.8％増）、経常利益3,280百万円（前年同期比444百万円

増、15.7％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、1,641百万円（前年同期比9百万円減、0.6％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   11,909百万円（前年同期比  7.0％増） 

   営業利益  2,279百万円（前年同期比  11.1％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３四半期連結累計期間においては、積極的な営業活動の展開により新規案件の受託が好調に推移しました。

主力のモニタリング業務は既存プロジェクトが順調に進捗し、データマネジメント業務は引き続き売上が伸長しま

した。 

また、平成23年５月にCRO事業を行うシミックメディカルリサーチ株式会社及び非臨床業務を行う株式会社シミ

ックバイオリサーチセンターの２社をグループ会社化し、受注拡大のための人員増強及びサービス拡充を図りまし

た。 

この結果、CRO事業の売上高は11,909百万円（前年同期比780百万円増、7.0％増）、営業利益は2,279百万円（前

年同期比227百万円増、11.1％増）となりました。 

  

         

CMO事業 

   売上高  10,108百万円（前年同期比  72.8％増） 

   営業利益    923百万円（前年同期比 241.7％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３四半期連結累計期間においては、分析試験の新規受注が低迷したものの、平成22年４月よりグループ会社

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。 

この結果、CMO事業の売上高は10,108百万円（前年同期比4,260百万円増、72.8％増）、営業利益は923百万円

（前年同期比653百万円増、241.7％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
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CSO事業 

   売上高   3,481百万円（前年同期比  37.3％増） 

   営業利益     72百万円（前年同期比  4.5％減） 

  

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３四半期連結累計期間においては、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

務が大型案件の獲得等により大幅に伸長し、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）も順調に推移しました。MR派遣業務において一部プロジェクトの開始遅れや新規案件のため

の採用コストの先行発生がありましたが、売上の拡大にともない営業利益の回復もみられました。 

この結果、CSO事業の売上高は3,481百万円（前年同期比944百万円増、37.3％増）、営業利益は72百万円（前年

同期比3百万円減、4.5％減）となりました。 

  

  

ヘルスケア事業 

   売上高   6,548百万円（前年同期比  5.9％増） 

   営業利益    382百万円（前年同期比  44.3％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３四半期連結累計期間においては、SMO業務を行うサイトサポート・インスティテュート株式会社で、売上

高が前年を上回ったものの原価率が前年に比べ上昇したこと、さらに、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、営業利益は前年を下回りました。 

また、平成23年１月にSMO業務を行う株式会社メディカル・ヴィタをグループ会社化したことに加え、平成23年

５月にはシミックメディカルサポート株式会社をグループ会社化し、受注拡大のための人員増強及び医療機関ネッ

トワークの拡充を図っております。 

この結果、ヘルスケア事業の売上高は6,548百万円（前年同期比364百万円増、5.9％増）、営業利益は382百万円

（前年同期比303百万円減、44.3％減）となりました。  

  

  

IPD事業 

   売上高     23百万円（前年同期比  83.4％増） 

   営業損失   327百万円（前年同期    営業損失231百万円） 

  

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３四半期連結累計期間のIPD事業の売上高は23百万円（前年同期比10百万円増、83.4％増）、また、主に研

究開発費の計上による営業損失は327百万円（前年同期：営業損失231百万円）となりました。 
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（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３四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5,488百万円増加し、38,754百万円と

なりました。これは、主に現金及び預金、のれん、仕掛品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4,347百万円増加し、21,975百万円となりました。これは、主に短期借入

金、長期借入金及び流動負債のその他に含まれる未払費用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1,140百万円増加し、16,779百万円となりました。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３四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1,416百万円増加し、

6,899百万円となりました。 

  

  （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、3,705百万円の収入（前年同期：1,417百万円の収入）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、2,026百万円の支出（前年同期：7,097百万円の支出）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、255百万円の支出（前年同期：6,156百万円の収入）となりました。こ

れは、主に配当金の支払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５月６日に公表いたしました連結業績予想から変更はございません。 

   

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。    
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（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３四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30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３四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３四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３四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。 

シミック㈱　(2309)  平成23年９月期　第３四半期決算短信

－ 5 －



（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３四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30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。 

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、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。 

当第３四半期連結会計期間において、㈱メディカル・ヴィタは、平成23年４月１

日付で、サイトサポート・インスティテュート㈱と合併したため、連結の範囲から

除外しております。 

また、シミックメディカルリサーチ㈱（平成23年６月１日付でスギメディカルリ

サーチ㈱より商号変更）、シミックメディカルサポート㈱（平成23年６月１日付で

スギメディカルサポート㈱より商号変更）及び㈱シミックバイオリサーチセンター

（平成23年６月１日付でスギ生物科学研究所㈱より商号変更）の株式を新たに取得

したため、当第３四半期連結会計期間より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６月30日としております。 

（２）変更後の連結子会社の数 

16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３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ

31,622千円減少し、税金等調整前四半期純利益は199,956千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３四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30日） 

（四半期連結損益計算書） 

前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取管理料」は、

営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしました。 

 なお、前第３四半期連結累計期間における営業外収益の「その他」に含まれる「受取管理料」は12,954千円であ

ります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年６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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,512,550 6,096,196

受取手形及び売掛金 7,843,427 8,075,470

商品及び製品 81,292 17,798

仕掛品 3,638,416 2,590,491

原材料及び貯蔵品 424,801 349,286

その他 2,671,251 1,804,796

貸倒引当金 △3,496 △3,321

流動資産合計 22,168,243 18,930,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,050,441 4,014,227

土地 4,510,112 4,364,766

その他（純額） 2,290,379 2,295,010

有形固定資産合計 10,850,933 10,674,003

無形固定資産   

のれん 1,835,874 566,236

その他 994,814 757,666

無形固定資産合計 2,830,688 1,323,902

投資その他の資産   

投資有価証券 412,535 308,985

敷金及び保証金 1,352,935 1,233,412

その他 1,164,592 820,971

貸倒引当金 △25,050 △25,336

投資その他の資産合計 2,905,012 2,338,033

固定資産合計 16,586,633 14,335,940

資産合計 38,754,877 33,266,659
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６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９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,237,436 1,416,444

短期借入金 2,712,600 2,032,600

未払法人税等 973,700 1,130,507

賞与引当金 546,136 1,507,242

その他の引当金 309,512 321,622

その他 6,530,904 3,029,266

流動負債合計 12,310,290 9,437,682

固定負債   

長期借入金 6,705,000 6,208,700

退職給付引当金 2,147,855 1,561,510

その他 812,082 419,525

固定負債合計 9,664,937 8,189,735

負債合計 21,975,227 17,627,418

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,087,750 3,087,750

資本剰余金 6,292,379 5,960,881

利益剰余金 7,656,171 6,554,927

自己株式 △44,161 △416,516

株主資本合計 16,992,139 15,187,041

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △267,773 △264,353

評価・換算差額等合計 △267,773 △264,353

少数株主持分 55,283 716,552

純資産合計 16,779,649 15,639,241

負債純資産合計 38,754,877 33,266,659
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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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 25,338,800 31,440,446

売上原価 18,184,300 23,501,235

売上総利益 7,154,499 7,939,211

販売費及び一般管理費 4,300,285 4,606,709

営業利益 2,854,214 3,332,501

営業外収益   

受取利息 6,555 6,333

受取配当金 3,000 －

受取賃貸料 17,936 19,511

受取管理料 － 38,862

為替差益 67,675 73,851

その他 27,587 24,686

営業外収益合計 122,754 163,245

営業外費用   

支払利息 57,355 119,221

出資金等持分損失負担額 69,756 69,713

持分法による投資損失 1,522 7,338

その他 11,699 18,707

営業外費用合計 140,333 214,981

経常利益 2,836,635 3,280,765

特別利益   

固定資産売却益 28 3,837

関係会社株式売却益 － 3,441

負ののれん発生益 271,703 －

過年度研究開発費控除額 26,685 －

貸倒引当金戻入額 － 1,434

特別利益合計 298,417 8,713

特別損失   

固定資産除却損 14,200 16,328

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 5,913

投資有価証券評価損 6,478 17,617

その他 － 6,354

特別損失合計 46,147 214,548

税金等調整前四半期純利益 3,088,906 3,074,930

法人税、住民税及び事業税 1,695,575 2,051,054

法人税等調整額 △326,700 △633,989

法人税等合計 1,368,875 1,417,065

少数株主損益調整前四半期純利益 1,720,030 1,657,865

少数株主利益 69,289 16,772

四半期純利益 1,650,741 1,641,093
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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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６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 3,088,906 3,074,930

減価償却費 892,189 1,626,419

固定資産減損損失 25,468 5,913

のれん償却額 77,574 118,029

負ののれん発生益 △271,703 －

受取利息及び受取配当金 △9,555 △6,333

支払利息 57,355 119,221

投資有価証券評価損益（△は益） 6,478 17,617

出資金等持分損失負担額 69,756 69,713

固定資産除却損 14,200 16,328

固定資産売却損益（△は益） △28 △3,837

売上債権の増減額（△は増加） △1,441,991 541,578

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,170,575 △504,437

仕入債務の増減額（△は減少） 789,473 △219,942

その他 880,456 1,230,407

小計 3,008,005 6,085,608

利息及び配当金の受取額 9,555 6,342

利息の支払額 △57,773 △120,682

損害賠償金の支払額 － △85,923

法人税等の支払額 △1,541,943 △2,179,366

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,417,843 3,705,978

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 △427,264 △488,654

定期預金の払戻による収入 250,784 488,379

有形固定資産の取得による支出 △601,271 △963,095

有形固定資産の売却による収入 60 73,178

有形固定資産の除却による支出 － △21,439

無形固定資産の取得による支出 △225,535 △428,043

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

△5,644,386 △375,485

子会社株式の取得による支出 △282,222 △65,500

貸付けによる支出 － △150,000

その他 △102,839 △95,902

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,097,949 △2,026,562
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６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） 1,051,000 △179,079

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 △497,200 △723,700

リース債務の返済による支出 △72,212 △96,416

子会社の自己株式の取得による支出 △45 △29

配当金の支払額 △303,671 △528,598

少数株主への配当金の支払額 △20,760 △10,379

自己株式の処分による収入 55 425

自己株式の取得による支出 △253 △17,992

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,156,913 △255,769

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,473 △7,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 460,333 1,416,310

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 5,973,281 6,899,170
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年10月１日 至 平成23年６月30日） 
（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額2,143千円は、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㈱
    シミックメディカルリサーチ㈱ 
    ㈱シミックバイオリサーチセンター 
（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㈱ 
    シミックメディカルサポート㈱ 
    ㈱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  11,658,824  10,064,605  3,277,114  6,416,167  23,733  31,440,446  －  31,440,446

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 250,723  44,315  204,275  132,738  －  632,052  △632,052  －

計  11,909,547  10,108,921  3,481,390  6,548,906  23,733  32,072,498  △632,052  31,440,446

セグメント利益  2,279,889  923,618  72,675  382,060  △327,886  3,330,357  2,143  3,332,501
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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３四半期連結会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

（のれんの金額の重要な変動） 

「CRO事業」セグメントにおいて、平成23年５月31日付で、当社がスギメディカルリサーチ株式会社（平

成23年６月１日付でシミックメディカルリサーチ株式会社へ商号変更）及びスギ生物科学研究所株式会社

（平成23年６月１日付で株式会社シミックバイオリサーチセンターへ商号変更）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３四半期連結会計期間においては950,670千円でありま

す。 

「ヘルスケア事業」セグメントにおいて、平成23年５月31日付で、当社がスギメディカルサポート株式会

社（平成23年６月１日付でシミックメディカルサポート株式会社へ商号変更）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３四半期連結会計期間においては54,139千円であります

   

（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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 
（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額1,704千円は、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３四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３四半期連結会計期間末において資本剰余金は6,292,379千円、自己株式は

44,161千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  11,005,733  5,817,314  2,436,831  6,065,982  12,938  25,338,800  －  25,338,800

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 122,883  31,566  99,564  118,761  －  372,776  △372,776  －

計  11,128,616  5,848,880  2,536,396  6,184,744  12,938  25,711,576  △372,776  25,338,800

セグメント利益  2,052,293  270,298  76,116  685,339  △231,538  2,852,509  1,704  2,854,214

（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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（１）受注及び販売の状況 

 ①受注実績 

（単位：百万円）

（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３四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。 

５．「CRO事業」の受注高には、当第３四半期連結会計期間末において新たに連結子会社となったシミックメディ

カルリサーチ株式会社及び株式会社シミックバイオリサーチセンターの当第３四半期連結会計期間末日現在の

受注残高1,671百万円が含まれております。 

「ヘルスケア事業」の受注高には、当第３四半期連結会計期間末において新たに連結子会社となったシミック

メディカルサポート株式会社の当第３四半期連結会計期間末日現在の受注残高549百万円が含まれておりま

す。 

   

 ②販売実績 

（単位：百万円）

（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３四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３四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30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  13,287  19,136  17,204  23,561  16,247  18,016

CMO事業  6,713  2,964  9,290  2,871  10,839  3,645

CSO事業  3,709  2,355  3,533  2,757  4,740  2,500

ヘルスケア事業  6,255  8,639  9,133  12,004  8,999  9,287

IPD事業  31  27  23  －  17  －

 合計  29,997  33,124  39,186  41,195  40,845  33,449

報告セグメント 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成21年10月１日 
至 平成22年６月30日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成22年10月１日 
至 平成23年６月30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  11,005  11,658  15,086

CMO事業  5,817  10,064  9,262

CSO事業  2,436  3,277  3,322

ヘルスケア事業  6,065  6,416  8,171

IPD事業  12  23  17

合計  25,338  31,440  35,861
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