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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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         ％

23年 9月期第3四半期 2,229 △9.5 8 △95.3 27 △84.8 13 △84.0
22年 9月期第3四半期 2,461 △4.8 179 △25.8 180 △25.9 82 △41.8

 

 
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 962.11 955.07
22年 9月期第3四半期 5,888.46 5,755.27

 
（２）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 2,044 1,715 82.2 127,484.00
22年 9月期 2,259 1,867 81.3 128,553.32

(参考)自己資本 23年9月期第3四半期       1,679 百万円 22年9月期  1,836 百万円 

 
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 － 0.00 － 3,000.00 3,000.00   
23年 9月期 － 0.00 －   

23年 9月期(予想)   3,000.00 3,000.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成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、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 2,903 △10.9 △17 ― 4 △98.1 △0 ― △9.38

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

 

４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」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になります。 
 

（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 ：有 

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） 

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 14,284株 22年9月期 14,284株

②  期末自己株式数 23年9月期3Ｑ 1,108株 22年9月期 －株

③  期中平均株式数(四半期累計) 23年9月期3Ｑ 13,711株 22年9月期3Ｑ 14,000株

 
※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が対象外になっております。 

 

※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不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。 
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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（平成22年10月１日から平成23年６月30日）におけるわが国経済は、一部の企業では業績

回復の兆しが見られたものの、円高の進行や東日本大震災の影響により、依然として先行き不透明な状況が続いて

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、顧客である医薬品

メーカーから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、緩やかな回復基調となってきておりま

す。しかしながら、一昨年の世界的な経済不況の影響により、ＣＲＯ業界の成長性が一時的に鈍化したことを受

け、ＣＲＯ各社の競争が益々激化し、さらには異業種をも巻き込んだ再編淘汰が加速してまいりました。 

  

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

期を境に前事業年度まで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、当事業年度は体質改善の一年と位置づけております。具体的な施策として

は、外部コンサルタントの協力を得て、主に管理部門に係るコストの削減を実施しました。また当社としては初め

て、今後の成長過程において大きな戦力になると期待し、10月と４月合計27名のＣＲＡ候補の新卒生を採用しまし

た。これらの効果は来季以降に現れてくるものと考えております。 

  

当第３四半期累計期間の業績につきましては、ＣＲＯ事業（受託業務）において、既存プロジェクトが当初予定

より早期に終了したことによって、不稼働となったＣＲＡが増加しました。ＣＲＯ事業（派遣業務）においては、

当初予定よりもＣＲＡの退職や休職が増加しました。また、上述した通り、採用の先行投資を実施した結果、売上

高2,229百万円（前年同期比9.5％減）、営業利益８百万円（前年同期比95.3％減）、経常利益27百万円（前年同期

比84.8％減）、四半期純利益13百万円（前年同期比84.0％減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間（平成23年４月１日から平成23年６月30日）においては、新規受託案件の端境期になった

こと、薬事業務なども不調であったことから売上高690百万円（前年同期比14.4％減）、営業損失36百万円（前年

同四半期は営業利益53百万円）、経常損失31百万円（前年同四半期は経常利益52百万円）、四半期純損失21百万円

（前年同四半期は四半期純利益22百万円）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。 

  

① ＣＲＯ事業（派遣業務） 

前事業年度から引き続き、実務経験が豊富なＣＲＡの派遣要請は旺盛でありますが、依然として未経験ＣＲＡに

対する需要が厳しいことから、当第３四半期累計期間の当業務の売上高は1,120百万円（前年同期比9.6％減）とな

りました。 

  

② ＣＲＯ事業（受託業務） 

当社としては比較的規模が大きい既存プロジェクトが当初予定よりも、３ヶ月早く終了したことにより、当第３

四半期累計期間の当業務の売上高は939百万円（前年同期比10.1％減）となりました。 

  

③ ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

主に薬事コンサルティングや申請業務を新規受注しましたが、当第３四半期累計期間の当業務の売上高は165百

万円（前年同期比4.5％減）となりました。 

  

④ その他事業 

当事業は研修業務であり、当第３四半期累計期間の売上高は３百万円（前年同期比18.9％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３四半期末における流動資産の残高は、前事業年度末に比較して228百万円減少し、1,791百万円となりまし

た。主な要因は、配当金の支払い及び自己株式取得により、現金及び預金が減少したこと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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（固定資産） 

当第３四半期末における固定資産の残高は、前事業年度末に比較して13百万円増加し、252百万円となりまし

た。主な要因は、業務効率化を目的とした基幹系システム導入に伴うものであります。 

  

（負債） 

当第３四半期末における負債の残高は、前事業年度末に比較して63百万円減少し、328百万円となりました。主

な要因は、賞与引当金の減少によるものであります。 

  

（純資産） 

当第３四半期末における純資産の残高は、前事業年度末に比較して152百万円減少し、1,715百万円となりまし

た。主な要因は、配当金の支払い額42百万円及び自己株式取得126百万円によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、381百万円となり、前事業年度末と

比較して536百万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） 

営業活動の結果使用した資金は29百万円（前年同期は営業活動により獲得した資金54百万円）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336百万円（前年同期比296百万円増）となりました。これは主に、有価証券の取

得による支出であります。 

  

（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171百万円（前年同期比149百万円増）となりました。これは主に配当金の支払額

42百万円及び自己株式取得による支出126百万円によるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間における業績の動向を踏まえ、平成22年11月10日に公表

いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

   

（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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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

２．その他の情報
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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３四半期累計期間の営業利益及び経営利益はそれぞれ1,565千円減少し、税引前四半期純利益

は6,121千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投資その他の資産（敷金及び保証金）の変

動額は6,121千円であります。 

  

（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。 
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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23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 579,789 866,957

売掛金 541,118 551,878

有価証券 502,067 451,178

仕掛品 14,680 15,203

その他 156,662 139,797

貸倒引当金 △2,476 △4,738

流動資産合計 1,791,841 2,020,276

固定資産   

有形固定資産 69,210 80,570

無形固定資産 58,693 26,790

投資その他の資産 124,477 131,777

固定資産合計 252,382 239,139

資産合計 2,044,224 2,259,415

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 － 3,020

賞与引当金 90,041 174,959

移転損失引当金 － 4,209

その他 238,613 209,610

流動負債合計 328,655 391,800

負債合計 328,655 391,800

純資産の部   

株主資本   

資本金 713,200 713,200

資本剰余金 378,246 378,246

利益剰余金 715,148 744,809

自己株式 △126,866 －

株主資本合計 1,679,729 1,836,255

新株予約権 35,839 31,359

純資産合計 1,715,569 1,867,615

負債純資産合計 2,044,224 2,259,415
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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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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

売上高 2,461,880 2,229,120

売上原価 1,616,298 1,543,881

売上総利益 845,581 685,238

販売費及び一般管理費 666,508 676,734

営業利益 179,072 8,504

営業外収益   

受取利息 459 1,276

有価証券利息 518 2,364

受取地代家賃 2,491 2,854

業務手数料収入 － 11,048

その他 63 1,664

営業外収益合計 3,532 19,208

営業外費用   

為替差損 30 21

貸倒引当金繰入額 1,950 －

自己株式取得費用 － 303

その他 － 0

営業外費用合計 1,980 325

経常利益 180,624 27,387

特別利益   

貸倒引当金戻入額 54 3,911

移転損失引当金戻入 － 2,359

特別利益合計 54 6,271

特別損失   

原状回復損 2,795 －

固定資産除却損 2,097 146

過年度損益修正損 19,708 －

投資有価証券評価損 8,972 －

減損損失 － 4,427

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,556

特別損失合計 33,572 9,129

税引前四半期純利益 147,106 24,528

法人税等合計 64,667 11,336

四半期純利益 82,438 13,191
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 806,101 690,088

売上原価 523,495 507,527

売上総利益 282,606 182,560

販売費及び一般管理費 228,988 219,088

営業利益又は営業損失（△） 53,617 △36,527

営業外収益   

受取利息 119 380

有価証券利息 142 1,192

受取地代家賃 968 874

業務手数料収入 － 2,866

営業外収益合計 1,230 5,313

営業外費用   

為替差損 5 11

貸倒引当金繰入額 1,950 －

営業外費用合計 1,955 11

経常利益又は経常損失（△） 52,892 △31,225

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 28

特別利益合計 － 28

特別損失   

原状回復損 2,795 －

固定資産除却損 87 146

投資有価証券評価損 8,972 －

減損損失 － 4,427

特別損失合計 11,855 4,573

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 41,037 △35,770

法人税等合計 18,039 △14,434

四半期純利益又は四半期純損失（△） 22,997 △21,335
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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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 147,106 24,528

減価償却費 46,433 32,567

減損損失 － 4,427

株式報酬費用 13,439 4,479

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63 △2,261

賞与引当金の増減額（△は減少） △93,775 △84,918

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 △459 △1,276

有価証券利息 － △1,612

固定資産除却損 2,097 146

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） 18,440 10,759

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,533 331

前受金の増減額（△は減少） △9,899 △10,818

未払金の増減額（△は減少） 10,217 △7,873

未払費用の増減額（△は減少） 16,761 3,793

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,589 △4,921

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,556

その他 16,715 23,647

小計 166,864 △8,653

利息及び配当金の受取額 526 466

法人税等の還付額 － 7,391

法人税等の支払額 △113,180 △28,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,210 △29,590

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 － △200,353

定期預金の払戻による収入 － 200,409

有形固定資産の取得による支出 △22,473 △16,660

無形固定資産の取得による支出 △986 △22,199

有価証券の取得による支出 － △300,640

貸付けによる支出 △1,950 △1,650

貸付金の回収による収入 － 3,900

敷金及び保証金の差入による支出 △13,986 △16,270

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,309

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,395 △336,156

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 △1,943 △1,325

自己株式の取得による支出 － △126,866

株式の発行による収入 22,500 －

配当金の支払額 △41,952 △42,852

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,395 △171,043

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,580 △536,790

現金及び現金同等物の期首残高 1,234,374 917,946

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,794 381,156
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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、消費税は含まれておりません。 

  

（２）販売実績 

 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21年10月１日 

  至 平成22年６月30日） 

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日 

  至 平成23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]   1,250,117   318,932   1,101,891   338,621

 ＣＲＯ事業[受託業務]   1,367,563   1,205,233   421,658   598,469

 ＣＲＯ事業[薬事申請業務]   156,390   149,471   149,424   149,798

 その他事業   4,305 －   3,491 －

 合計   2,778,378   1,673,637   1,676,466   1,086,889

事業の業務別の名称  

  
前第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） 

  
当第３四半期累計期間 

（自 平成22年10月１日 

  至 平成23年６月30日） 

 販売高（千円）  販売高（千円） 

 ＣＲＯ事業[派遣業務]   1,238,990   1,120,201

 ＣＲＯ事業[受託業務]   1,045,299   939,983

 ＣＲＯ事業[薬事申請業務]   173,284   165,442

 その他事業   4,305   3,491

 合計   2,461,880   2,229,120
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