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1.  平成24年9月期第3四半期の業績（平成23年10月1日～平成24年6月30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3四半期 4,194 18.8 551 △13.8 560 △12.4 254 △29.4
23年9月期第3四半期 3,530 ― 640 ― 640 ― 361 ―

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3四半期 132.69 132.68
23年9月期第3四半期 219.58 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 4,492 3,284 73.1
23年9月期 4,110 3,113 75.7
（参考） 自己資本  24年9月期第3四半期  3,284百万円 23年9月期  3,113百万円

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 ― 45.00 45.00
24年9月期 ― 0.00 ―
24年9月期（予想） 55.00 55.00

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 5,734 25.2 871 35.4 881 37.9 459 29.0 239.03



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(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） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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3Q 1,921,946 株 23年9月期 1,919,600 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 19 株 23年9月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 1,921,245 株 23年9月期3Q 1,645,100 株

※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 
  業績予想につきましては、本資料の提出日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における
仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
  当社は、平成24年４月１日付けで、連結子会社でありました株式会社エスメディサを吸収合併したことにより連結子会社が存在しなくなったため、第３四半期
累計期間より四半期連結財務諸表は作成しておりません。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により低下した企業生産活動に緩やかな回復

傾向が見られるものの、欧州債務危機による金融不安や、長引く円高等の影響により依然として景気の先行きは不

透明な状態が続いています。 

 医薬品業界におきましても、主力製品の特許切れ、世界的な新薬承認審査の厳格化等により厳しい環境にありま

す。また、国内市場におきましても、医療費抑制策の推進により厳しい環境が続いていることから、有望新薬をよ

り早く上市することが至上命題となっており、開発競争が激化しています。 

  一方、医療機関は診療報酬の改定等による医療費抑制策の推進で厳しい経営環境が続いており、医療外収入の臨

床試験を受託・実施する医療機関が増加しています。 

 このような状況の中、当社が所属するＳＭＯ（治験施設支援機関）業界は、製薬企業による効率的な臨床試験の

運営を目的に、製薬企業やＣＲＯ（開発業務受託機関）が拠点を持つ大都市圏で実施施設を選定する傾向や、多く

の医療機関と提携しているＳＭＯに集約して発注する傾向が強まっており、業界内の寡占化が加速しております。

 こうした環境のもと、当社は前事業年度より引き続き取り組んでまいりました提案型営業の推進、プロジェクト

管理体制のシステム化による、対策の必要なプロジェクトの早期発見と対応を進めた結果、新規受注が増加したこ

とに加え、受託プロジェクトが順調に進捗したことにより、事業を拡大することが出来ました。また、平成23年10

月19日付で、株式会社エスメディサを連結子会社としてより強固な事業基盤の整備と北海道への再進出をするとと

もに、ＳＭＯ事業のさらなる強化・拡大、及び経営の効率化を図るため、平成24年４月１日付けで同社を吸収合併

いたしました。 

 以上のような取り組みの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高4,194百万円（前年同四半期累計期間比

18.8％増）、営業利益551百万円（同13.8％減）、経常利益560百万円（同12.4％減）、四半期純利益254百万円

（同29.4％減）となりました。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は4,049百万円となり、前事業年度末に比べ312百万円増加しました。

これは主に売掛金が231百万円、有価証券が100百万円増加したことによるものであります。固定資産は442百万円

となり、前事業年度末に比べ69百万円増加しました。これは主に無形固定資産が47百万円増加したことによるもの

であります。 

 この結果、総資産は、4,492百万円となり、前事業年度末に比べ381百万円増加しました。 

（負債） 

  当第３四半期会計期間末における流動負債は1,128百万円となり、前事業年度末に比べ203百万円増加しました。

これは主に預り金が172百万円増加したことによるものであります。固定負債は79百万円となり、前事業年度末に

比べ７百万円増加しました。 

  この結果、負債合計は、1,208百万円となり、前事業年度末に比べ211百万円増加しました。 

（純資産） 

  当第３四半期会計期間末における純資産は3,284百万円となり、前事業年度末に比べ170百万円増加しました。 

  この結果自己資本比率は、73.1％（前事業年度末は75.7％）となりました。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年９月期の業績予想につきましては、平成24年４月18日付「業績予想の修正に関するお知らせ」にて 

公表した数値からの変更はありません。   

   

 該当事項はありません。       

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（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３四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,800,433 2,673,483 

売掛金 753,447 984,592 

有価証券 － 100,000 

仕掛品 2,224 774 

その他 180,857 290,860 

流動資産合計 3,736,962 4,049,710 

固定資産   

有形固定資産 94,648 96,770 

無形固定資産 119,069 166,252 

投資その他の資産   

その他 160,061 182,532 

貸倒引当金 － △2,561 

投資その他の資産合計 160,061 179,971 

固定資産合計 373,780 442,995 

資産合計 4,110,742 4,492,705 

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 125,006 5,771 

賞与引当金 196,071 119,297 

預り金 256,644 428,653 

その他 347,975 575,157 

流動負債合計 925,698 1,128,879 

固定負債   

役員退職慰労引当金 40,138 43,455 

資産除去債務 31,472 36,009 

固定負債合計 71,610 79,465 

負債合計 997,309 1,208,344 

純資産の部   

株主資本   

資本金 476,675 478,975 

資本剰余金 599,072 599,195 

利益剰余金 2,037,685 2,206,237 

自己株式 － △47 

株主資本合計 3,113,433 3,284,361 

純資産合計 3,113,433 3,284,361 

負債純資産合計 4,110,742 4,492,705 



（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22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 3,530,359 4,194,419 

売上原価 2,254,023 2,837,557 

売上総利益 1,276,336 1,356,861 

販売費及び一般管理費 636,130 805,042 

営業利益 640,206 551,819 

営業外収益   

受取利息 201 2,337 

保険配当金 987 1,288 

業務受託料 － 7,400 

その他 170 57 

営業外収益合計 1,358 11,083 

営業外費用   

障害者雇用納付金 1,250 1,950 

営業外費用合計 1,250 1,950 

経常利益 640,314 560,952 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,867 － 

抱合せ株式消滅差損 － 52,167 

その他 23 － 

特別損失合計 14,890 52,167 

税引前四半期純利益 625,423 508,785 

法人税、住民税及び事業税 209,254 30,429 

法人税等調整額 54,929 223,421 

法人税等合計 264,183 253,850 

四半期純利益 361,240 254,934 



 該当事項はありません。     

  

 該当事項はありません。     

   

当第３四半期会計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）  

共通支配下の取引  

１．企業結合の概要 

(1）被取得企業の名称及びその事業内容 

被取得企業の名称   株式会社エスメディサ 

事業の内容      ＳＭＯ事業  

(2）企業結合日 

平成24年４月１日 

(3）企業結合の法的形式 

当社を存続会社、株式会社エスメディサを消滅会社とする吸収合併 

(4）結合後企業の名称 

株式会社イーピーミント 

(5）その他取引の概要に関する事項 

 当社は、中期経営戦略に挙げていますとおりＳＭＯ業界の集中・選別化が進む環境下において市場シ

ェア拡大を図っておりますが、株式会社エスメディサを当社に吸収合併することにより、当該事業のさ

らなる強化・拡大を図るとともに、経営の効率化を目指すものであります。 

  

２．実施した会計処理の概要 

 本合併は、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。 

 なお、当該吸収合併を想定した暫定的な会計処理を行っていたため、株式会社エスメディサ株式取得の際に

発生したのれんのうち195,341千円を繰延税金資産へ振替えております。 

  

（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）企業結合等関係注記



 当社は、平成24年４月１日付けで、唯一の連結子会社でありました株式会社エスメディサを吸収合併したため、

当第３四半期累計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりませんが、平成24年６月30日で連結した場合の四半

期連結損益計算書は以下のとおりであります。また、前第３四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成して

おりません。 

  

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）                     

     

   

４．補足情報

  

 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成23年10月１日 

   至 平成24年６月30日）  

売上高    4,351,488

売上原価    2,955,587

売上総利益   1,395,900

販売費及び一般管理費    885,424

営業利益    510,475

営業外収益        

  受取利息    268

  保険配当金  1,288

  その他   190

  営業外収益合計   1,747

営業外費用        

  支払利息   668

  支払保証料   659

  障害者雇用納付金   1,950

  その他  165

  営業外費用合計   3,444

経常利益    508,778

税金等調整前四半期純利益    508,778

法人税、住民税及び事業税    30,876

法人税等調整額    222,968

法人税等合計    253,844

少数株主損益調整前四半期純利益    254,934

四半期純利益    254,934
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