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1.  平成24年9月期第2四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年9月期第2四半期 1,352 △12.1 △75 ― △61 ― △38 ―
23年9月期第2四半期 1,539 △7.1 45 △64.0 58 △54.0 34 △41.9

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9月期第2四半期 △2,944.22 ―
23年9月期第2四半期 2,469.93 2,442.32

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9月期第2四半期 1,985 1,605 79.2 119,395.32
23年9月期 2,028 1,687 81.4 125,339.55
（参考） 自己資本   24年9月期第2四半期  1,573百万円 23年9月期  1,651百万円

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9月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
24年9月期 ― 0.00
24年9月期（予想） ― 3,000.00 3,000.00

3.  平成24年9月期の業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 3,025 4.9 20 ― 38 ― 19 ― 1,368.59



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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9月期2Q 14,284 株 23年9月期 14,284 株
② 期末自己株式数 24年9月期2Q 1,108 株 23年9月期 1,108 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 13,176 株 23年9月期2Q 13,979 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
きの対象外となっております。 

※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２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気停滞から、復興需要により回

復の兆しが見えてきたものの、欧州の財政問題の混乱による世界経済の減速により円高が長期化し依然として

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、既存企業の規

模拡大、Ｍ＆Ａ、廃業、さらには異業種も巻き込んだ再編淘汰が加速し、ＣＲＯ各社の競争は益々激化してき

ました。 

このような状況の中、当社では顧客ニーズに応えることにより、安定した収益を上げられる体制を構築すべ

く、組織体制の強化を図ってまいりましたが、当第２四半期累計期間は、新規プロジェクト開始前の端境期で

あったこと等から、次の通りの結果となりました。 

当第２四半期累計期間の売上高は1,352百万円（前年同期比12.1％減）、営業損失は75百万円（前年同期は営

業利益45百万円）、経常損失は61百万円（前年同期は経常利益58百万円）、四半期純損失は38百万円（前年同

期は四半期純利益34百万円）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。 

ＣＲＯ事業（派遣業務） 

当第２四半期累計期間は、派遣の市場環境が回復基調であることから、経験者ＣＲＡに加え新人ＣＲＡの派

遣要請が増加し、当業務の売上高は756百万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

   

ＣＲＯ事業（受託業務） 

当第２四半期累計期間は、モニタリング業務や医用画像解析業務などの複数の新規プロジェクトが開始され

たものの、前事業年度に終了したプロジェクトの影響が残り、当業務の売上高は487百万円（前年同期比27.0％

減）となりました。 

  

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

東日本大震災の影響で海外からの引き合いが激減した影響が残り、当業務の売上高は108百万円（前年同期比

10.2％減）となりました。 

  

その他事業 

当事業は研修業務であり、売上高は０百万円（前年同期比63.9％減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

当第２四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40百万円減少し、1,747百万円となりま

した。主な要因は、売掛金の減少によるものです。 

  

（固定資産） 

当第２四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３百万円減少し、238百万円となりまし

た。主な要因は、減価償却費によるものです。 

  

（負債） 

当第２四半期末における負債の残高は、前事業年度末に比較して38百万円増加し、380百万円となりました。

主な要因は、未払費用や預り金の増加によるものです。 

  

（純資産） 

当第２四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81百万円減少し、1,605百万円となりまし

た。主な要因は、四半期純損失の計上と配当金の支払いによるものです。 

  

（３）キャッシュ・フローに関する定性的情報 

当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、567百万円となりました。また、

当第２四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す。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果獲得した資金は65百万円（前年同期比６百万円減）となりました。これは主に、売上債権の

減少額によるものです。 

  

（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160百万円（前年同期比147百万円減）となりました。これは主に、定期預金

の預入による支出と有価証券の取得による支出によるものです。 

  

（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39百万円（前年同期比131百万円減）となりました。これは主に配当金の支払

によるものです。 

    

（４）業績予想に関する定性的情報 

平成23年11月11日に公表しました業績予想から修正は行っておりません。 

    

（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。 

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税

率を使用する方法によっております。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 

 該当はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 800,133 816,823

売掛金 523,661 474,383

有価証券 301,978 301,959

仕掛品 14,477 9,091

その他 150,856 145,073

貸倒引当金 △3,315 △14

流動資産合計 1,787,791 1,747,317

固定資産   

有形固定資産 62,219 64,977

無形固定資産 52,241 64,902

投資その他の資産 126,621 108,175

固定資産合計 241,082 238,055

資産合計 2,028,874 1,985,373

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 1,890 －

賞与引当金 173,851 169,225

その他 165,818 210,775

流動負債合計 341,560 380,000

負債合計 341,560 380,000

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 686,893 608,572

自己株式 △126,866 △126,866

株主資本合計 1,651,473 1,573,152

新株予約権 35,839 32,219

純資産合計 1,687,313 1,605,372

負債純資産合計 2,028,874 1,985,373
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,539,031 1,352,321

売上原価 1,036,354 1,054,853

売上総利益 502,677 297,468

販売費及び一般管理費 457,646 373,296

営業利益又は営業損失（△） 45,031 △75,828

営業外収益   

貸倒引当金戻入額 － 3,301

有価証券利息 1,172 722

受取地代家賃 1,980 957

業務手数料収入 9,338 7,245

為替差益 － 6

その他 1,403 1,812

営業外収益合計 13,895 14,046

営業外費用   

為替差損 10 －

自己株式取得費用 303 －

その他 0 0

営業外費用合計 313 0

経常利益又は経常損失（△） 58,612 △61,782

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,883 －

移転損失引当金戻入 2,359 －

新株予約権戻入益 － 3,620

特別利益合計 6,242 3,620

特別損失   

固定資産除却損 － 83

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 4,556 83

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 60,298 △58,245

法人税等合計 25,771 △19,452

四半期純利益又は四半期純損失（△） 34,527 △38,793
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31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又は税引前四半期純損失
（△）

60,298 △58,245

減価償却費 21,437 15,652

株式報酬費用 4,479 －

新株予約権戻入益 － △3,620

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,883 △3,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,093 △4,626

移転損失引当金の減少額 △4,209 －

受取利息及び受取配当金 △895 △849

有価証券利息 △1,093 1

固定資産除却損 － 83

売上債権の増減額（△は増加） 15,331 49,277

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,911 6,108

前受金の増減額（△は減少） △8,474 1,318

未払金の増減額（△は減少） △5,016 4,414

未払費用の増減額（△は減少） △11,860 22,271

未払消費税等の増減額（△は減少） △185 6,759

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,556 －

その他 △7,744 9,483

小計 66,744 44,727

利息及び配当金の受取額 450 1,497

法人税等の還付額 7,391 21,646

法人税等の支払額 △1,890 △1,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,696 65,982

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 △251,087

定期預金の払戻による収入 200,409 200,460

有価証券の取得による支出 △300,640 △200,000

有価証券の償還による収入 － 100,000

貸付金の回収による収入 3,900 3,300

有形固定資産の取得による支出 △11,600 △17,185

無形固定資産の取得による支出 － △15,961

敷金及び保証金の回収による収入 － 20,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △308,285 △160,344

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 △1,325 －

自己株式の取得による支出 △126,866 －

配当金の支払額 △42,852 △39,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △171,043 △39,528

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,632 △133,890

現金及び現金同等物の期首残高 917,946 701,006

現金及び現金同等物の四半期末残高 511,314 567,116
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  該当事項はありません。 

   

   

 当社は、ＣＲＯ事業の単一セグメントであるため、記載は省略しております。   

   

   

  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. 上記金額には、消費税は含まれておりません。 

   

  （２）販売実績 

  （注） 上記金額には、消費税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）セグメント情報等

（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

５．補足情報

事業の業種別の名称 

前第２四半期累計期間  

    （自 平成22年10月１日 

     至 平成23年３月31日）  

当第２四半期累計期間  

    （自 平成23年10月１日 

     至 平成24年３月31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]   705,741   313,252   761,631   306,375

ＣＲＯ事業[受託業務]    96,754   545,574   2,068,057   2,098,632

ＣＲＯ事業[薬事申請業務]    106,100   151,543   254,925   245,166

その他事業    1,263  ―   456  ― 

合計    909,859   1,010,370   3,085,070   2,650,173

事業の業務別の名称 

前第２四半期累計期間 

   （自 平成22年10月１日 

    至 平成23年３月31日）  

 当第２四半期累計期間 

   （自 平成23年10月１日 

    至 平成24年３月31日）  

 販売高（千円）  販売高（千円） 

 ＣＲＯ事業[派遣業務]   749,420   756,153

 ＣＲＯ事業[受託業務]   667,974   487,553

 ＣＲＯ事業[薬事申請業務]   120,373   108,158

 その他事業   1,263   456

 合計   1,539,031   1,352,321
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