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1.  平成24年7月期第1四半期の連結業績（平成23年8月1日～平成23年10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 ％

24年7月期第1四半期 1,160 43.3 138 ― 141 ― 72 ―

23年7月期第1四半期 809 7.2 △55 ― △53 ― △23 ―

（注）包括利益 24年7月期第1四半期 64百万円 （―％） 23年7月期第1四半期 △37百万円 （―％）

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

24年7月期第1四半期 692.68 ―

23年7月期第1四半期 △216.81 ―

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

24年7月期第1四半期 7,753 4,385 53.1 39,493.89
23年7月期 7,901 4,394 52.1 39,546.46

（参考） 自己資本   24年7月期第1四半期  4,114百万円 23年7月期  4,120百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年7月期 ― 500.00 ― 700.00 1,200.00
24年7月期 ―

24年7月期（予想） 600.00 ― 600.00 1,200.00

3.  平成24年7月期の連結業績予想（平成23年8月1日～平成24年7月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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) 2,400 57.8 300 ― 303 ― 150 ― 1,439.66
通期 5,793 12.3 884 10.3 887 10.0 457 8.5 4,249.64



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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は終了していません。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年7月期1Q 107,740 株 23年7月期 107,740 株

② 期末自己株式数 24年7月期1Q 3,549 株 23年7月期 3,549 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年7月期1Q 104,191 株 23年7月期1Q 106,583 株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急激な円高の進行、欧州の財政金融問題、東日本

大震災からの復旧・復興の遅れ等により、景気の先行きは依然厳しい状況にあります。 

当社グループが支援する医療機関におきましては、国の医療費抑制政策の推進による収益の減少、慢

性的な医師・看護師等の人材不足、大病院への患者集中化等、中小の医療機関を中心に厳しい経営状況

が継続しております。また、医薬品業界におきましては、大型医薬品の特許切れの問題をはじめ、世界

的な新薬承認の厳格化、新薬創出シーズの枯渇化、後発医薬品使用促進の医療費抑制政策等により、引

き続き厳しい事業環境が続いております。 

このような環境の中、当社グループが主要事業とするＳＭＯ（治験施設支援機関）業界におきまして

は、治験依頼者（製薬企業）から効率的な症例確保が求められ、それに応えられる大手のＳＭＯが選好

される傾向がますます強まっており、業界内での淘汰・再編が進んでおります。 

当社グループは、このような状況に対応するため、2011年３月に策定した中期経営計画「SOGO New 

Success Plan 2015」に基づく各種プロジェクトの始動により、業務の効率化、品質保証体制強化、全

国での提携施設数の拡大、得意領域の更なる強化、重点領域への展開に向けて取り組んでおります。 

なかでも、提携医療機関との連携強化、進捗管理及びサポート体制の充実により、迅速かつ効率的な

治験実施を実現するため、子会社の株式会社綜合臨床サイエンスの体制を見直し、これまで営業部にあ

った治験推進課を「サイトマネジメント部」として独立させ、より一層のサービス向上に努めておりま

す。 

また、製薬企業に対して付加価値の高い提案を行うことにより、受注拡大を図っております。 

さらに、重点領域であるがん領域拡大に向けて、がん領域に特化したオンコロジーＣＲＣの育成・増

員やがんセンター等との提携強化、新規領域である心理評価業務の受託体制整備等を行い、事業の拡大

に尽力しております。 

当第１四半期連結会計期間においては、受注した案件が順調に進捗したこと、及び新規受注が順調に

確保できたことにより、前年同四半期比で増収増益となりました。 

この結果、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高1,160百万円（前年同四半期比43.3％

増）、営業利益は138百万円（前年同四半期は55百万円の営業損失）、経常利益は141百万円（前年同四

半期は53百万円の経常損失）、四半期純利益は72百万円（前年同四半期は23百万円の四半期純損失）と

なりました。  

  

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて123百万円減少し、5,677百万円となりました。これは、仕掛

品が98百万円増加したものの、現金及び預金が24百万円、受取手形及び売掛金が198百万円減少したこ

と等によります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて24百万円減少し、2,076百万円となりました。これは、のれ

んの償却が25百万円あったこと等によります。 

 この結果、総資産合計は、前連結会計年度末に比べて148百万円減少し、7,753百万円となりました。

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて131百万円減少し、3,255百万円となりました。これは、前受

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産)  

(負債)
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金が108百万円増加したものの、未払法人税等が202百万円減少したこと等によります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し、112百万円となりました。これは、長期借

入金が８百万円減少したこと等によります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて139百万円減少し、3,367百万円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて８百万円減少し、4,385百万円となりました。これは、そ

の他有価証券評価差額金が４百万円、少数株主持分が５百万円減少したこと等によります。 

  

平成24年７月期第２四半期累計期間の連結業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ、

平成23年９月８日に公表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「平

成24年７月期第２四半期累計期間の連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

なお、平成24年７月期の通期連結業績予想につきましては、現在精査中であり、業績予想の変更が必

要な場合は、速やかにお知らせいたします。 

※個別業績予想につきましては、平成24年７月期第２四半期累計期間及び通期ともに変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(会計方針の変更) 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号

平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・

オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお

ります。 

なお、当第１四半期連結累計期間は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、これによ

る影響はありません。 

(純資産)

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,816,284 1,791,789

受取手形及び売掛金 1,102,392 903,677

仕掛品 2,544,019 2,642,611

繰延税金資産 170,211 169,834

その他 171,497 172,593

貸倒引当金 △3,523 △3,371

流動資産合計 5,800,882 5,677,135

固定資産

有形固定資産

建物 132,183 134,664

減価償却累計額 △74,038 △76,393

建物（純額） 58,145 58,270

その他 210,934 210,062

減価償却累計額 △171,246 △172,656

その他（純額） 39,687 37,405

有形固定資産合計 97,832 95,676

無形固定資産

のれん 1,547,812 1,522,528

その他 164,175 163,031

無形固定資産合計 1,711,987 1,685,560

投資その他の資産

投資有価証券 102,153 91,103

繰延税金資産 8,306 11,126

その他 186,253 198,752

貸倒引当金 △6,000 △6,000

投資その他の資産合計 290,712 294,982

固定資産合計 2,100,533 2,076,218

資産合計 7,901,415 7,753,354
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 32,188 34,751

短期借入金 17,542 16,891

未払法人税等 272,768 70,510

前受金 2,281,512 2,389,978

賞与引当金 82,387 160,315

受注損失引当金 192,825 173,538

その他 507,512 409,184

流動負債合計 3,386,737 3,255,170

固定負債

長期借入金 103,803 95,717

その他 16,719 16,527

固定負債合計 120,522 112,244

負債合計 3,507,260 3,367,414

純資産の部

株主資本

資本金 1,364,517 1,364,517

資本剰余金 1,658,366 1,658,366

利益剰余金 1,242,004 1,241,241

自己株式 △143,434 △143,434

株主資本合計 4,121,453 4,120,691

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,068 △5,783

その他の包括利益累計額合計 △1,068 △5,783

新株予約権 5,806 8,129

少数株主持分 267,963 262,902

純資産合計 4,394,155 4,385,939

負債純資産合計 7,901,415 7,753,354
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
 至 平成23年10月31日)

売上高 809,850 1,160,676

売上原価 537,341 698,212

売上総利益 272,509 462,464

販売費及び一般管理費 328,488 324,052

営業利益又は営業損失（△） △55,978 138,412

営業外収益

受取利息 524 277

受取配当金 2,400 2,400

雑収入 384 334

営業外収益合計 3,308 3,012

営業外費用

支払利息 372 302

自己株式取得費用 151 －

雑損失 181 1

営業外費用合計 705 303

経常利益又は経常損失（△） △53,375 141,120

特別利益

投資有価証券売却益 286 －

特別利益合計 286 －

特別損失

固定資産除却損 － 338

事務所移転費用 － 2,131

特別損失合計 － 2,470

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（△）

△53,088 138,650

法人税、住民税及び事業税 13,046 68,615

法人税等調整額 △33,328 792

法人税等合計 △20,282 69,408

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△32,806 69,242

少数株主損失（△） △9,698 △2,929

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,107 72,171
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年８月１日
至 平成22年10月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年８月１日
 至 平成23年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△32,806 69,242

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,715 △4,715

その他の包括利益合計 △4,715 △4,715

四半期包括利益 △37,521 64,527

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,822 67,456

少数株主に係る四半期包括利益 △9,698 △2,929
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成23年11月24日開催の取締役会において、ストックオプションとして新株予約権の発行を

決議いたしました。 

  

募集新株予約権の内容 

１ 募集新株予約権の名称 

 株式会社綜合臨床ホールディングス 第６回新株予約権 

２ 募集新株予約権の割当対象者 

 当社の取締役、使用人、当社子会社の取締役及び使用人 

３ 募集新株予約権の数及び内容 

(1) 募集新株予約権の数 

  3,000個 

(2) 募集新株予約権の内容 

① 新株予約権の目的である株式の種類及び数 

  当社普通株式 3,000株 

② 新株予約権の行使価額 

  行使価額は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）の属する月の前月 

  の各日（取引が成立しない日を除く。）の東京証券取引所における当社普通株式の普通取 

  引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。 

③ 新株予約権を行使することができる期間 

   平成25年12月15日から平成30年12月14日までとする。 

④ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

   譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するも 

   のとする。 

４ 募集新株予約権を割り当てる日 

 平成23年12月14日 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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