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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 2,029 △9.0 △105 ― △94 ― △63 ―
23年9月期第3四半期 2,229 △9.5 8 △95.3 27 △84.8 13 △84.0

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 △4,790.75 ―
23年9月期第3四半期 962.11 955.07

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3四半期 1,925 1,579 80.4 117,548.79
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3四半期  1,548百万円 23年9月期  1,651百万円

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

23年9月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00
24年9月期 ― 0.00 ―

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 2,745 △9.2 △88 ― △73 ― △32 ― △2,464.25



(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） 

※  注記事項

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3Q 14,284 株 23年9月期 14,284 株
② 期末自己株式数 24年9月期3Q 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3Q 13,176 株 23年9月期3Q 13,711 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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原子力発電所の事故による急激な景気低迷

から緩やかな回復基調にありますが、欧州財政危機の深刻化、円高の長期化など依然として景気の先行きに不

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「派遣から受託へ」の方針の下、安定した収益を上げられる体制を構築すべ

く、受託業務の強化を図ってまいりましたが、当第３四半期累計期間は、次の通りの結果となりました。 

当第３四半期累計期間の売上高は2,029百万円（前年同期比9.0％減）、営業損失は105百万円（前年同期は営

業利益８百万円）、経常損失は94百万円（前年同期は経常利益27百万円）、四半期純損失は63百万円（前年同

期は四半期純利益13百万円）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３四半期累計期間は、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1,132百万円（前年同期比1.1％増）となりました。 

  

ＣＲＯ事業（受託業務） 

当第３四半期累計期間は、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712百万円（前年同期比24.2％減）と

なりました。 

  

ＣＲＯ事業（薬事申請業務） 

当第３四半期累計期間は、高額の引合いが複数重なったことから、当業務の売上高は180百万円（前年同期比

9.2％増）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3百万円（前年同期比3.1％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94百万円減少し、1,693百万円となりま

した。主な要因は、賞与支給に伴う現金及び預金の減少によるものです。 

  

（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８百万円減少し、232百万円となりまし

た。主な要因は、敷金の減少によるものです。 

  

（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５百万円増加し、346百万円となりました。

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108百万円減少し、1,579百万円となりま

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、472百万円となりました。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す。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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営業活動の結果使用した資金は43百万円（前年同期比13百万円増）となりました。これは主に、税引前四半

期純損失の計上によるものです。 

  

（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145百万円（前年同期比190百万円減）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。 

   

   

（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 

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消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。 

  

２.四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）会計方針の原則・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 800,133 722,331

売掛金 523,661 492,400

有価証券 301,978 301,975

仕掛品 14,477 21,845

その他 150,856 155,241

貸倒引当金 △3,315 △14

流動資産合計 1,787,791 1,693,779

固定資産   

有形固定資産 62,219 57,133

無形固定資産 52,241 71,827

投資その他の資産 126,621 103,201

固定資産合計 241,082 232,162

資産合計 2,028,874 1,925,941

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 1,890 －

賞与引当金 173,851 91,575

その他 165,818 255,133

流動負債合計 341,560 346,709

負債合計 341,560 346,709

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 686,893 584,242

自己株式 △126,866 △126,866

株主資本合計 1,651,473 1,548,822

新株予約権 35,839 30,409

純資産合計 1,687,313 1,579,232

負債純資産合計 2,028,874 1,925,941
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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 2,229,120 2,029,427

売上原価 1,543,881 1,559,714

売上総利益 685,238 469,712

販売費及び一般管理費 676,734 575,097

営業利益又は営業損失（△） 8,504 △105,385

営業外収益   

貸倒引当金戻入額 － 3,300

受取利息 1,276 1,281

有価証券利息 2,364 1,348

受取地代家賃 2,854 1,298

業務手数料収入 11,048 9,445

その他 1,664 962

営業外収益合計 19,208 17,637

営業外費用   

為替差損 21 17

自己株式取得費用 303 －

公開買付関連費用 － 6,512

その他 0 0

営業外費用合計 325 6,529

経常利益又は経常損失（△） 27,387 △94,277

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,911 －

移転損失引当金戻入 2,359 －

新株予約権戻入益 － 5,430

特別利益合計 6,271 5,430

特別損失   

固定資産除却損 146 83

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 9,129 83

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 24,528 △88,931

法人税等合計 11,336 △25,807

四半期純利益又は四半期純損失（△） 13,191 △63,123
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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) 

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
（△）

24,528 △88,931

減価償却費 32,567 27,977

減損損失 4,427 －

株式報酬費用 4,479 －

新株予約権戻入益 － △5,430

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,261 △3,300

賞与引当金の増減額（△は減少） △84,918 △82,275

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 △1,276 △1,281

有価証券利息 △1,612 △604

固定資産除却損 146 83

売上債権の増減額（△は増加） 10,759 31,261

たな卸資産の増減額（△は増加） 331 △6,242

前受金の増減額（△は減少） △10,818 △7,361

未払金の増減額（△は減少） △7,873 17,193

未払費用の増減額（△は減少） 3,793 34,398

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,921 116

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,556 －

その他 23,647 19,457

小計 △8,653 △64,941

利息及び配当金の受取額 466 1,673

法人税等の還付額 7,391 21,646

法人税等の支払額 △28,794 △1,890

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,590 △43,511

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 △301,193

定期預金の払戻による収入 200,409 250,460

有形固定資産の取得による支出 △16,660 △17,479

無形固定資産の取得による支出 △22,199 △650

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

貸付けによる支出 △1,650 －

貸付金の回収による収入 3,900 3,300

敷金及び保証金の差入による支出 △16,270 －

敷金及び保証金の回収による収入 17,309 20,129

投資活動によるキャッシュ・フロー △336,156 △145,432
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（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) 

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） △536,790 △228,472

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 381,156 472,534
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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。   

   

   

当社普通株式等に対する公開買付 

 当社は平成24年６月27日開催の取締役会において、エムスリー株式会社（以下「公開買付者」といいます。）

による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の

意見を表明することを決議するとともに、公開買付者及び公開買付者の関連会社である株式会社メディサイエン

スプランニング（以下「メディサイエンスプランニング」といいます。）との間で本公開買付の成立を前提とし

た資本・業務提携に関する基本合意を締結いたしました。 

 平成24年６月28日から同年７月26日に実施された本公開買付けの結果、公開買付者は、平成24年８月２日（決

済日）に当社普通株式13,558株（議決権数13,558個、総株主等の議決権に対する割合96.73％）を取得し、当社

は公開買付者の子会社となりました。 

 当社は、今後、以下の手続きを実施する予定であり、これに伴い公開買付者により完全子会社化（上記資本・

業務提携に基づき公開買付者から、メディサイエンスプランニングに対する、当社の発行済株式の25％に相当す

る株式の譲渡が行われた場合において、公開買付者及びメディサイエンスプランニングが当社の発行済株式の全

てを保有する状態を含みます。）され、当社株式は、上場廃止になる予定であります。 

 当社は、平成24年９月中旬開催予定の当社臨時株主総会および普通株主による種類株主総会において、定款の

一部変更をして種類株式発行会社とすること、定款の一部変更をして当社の発行するすべての普通株式に全部取

得条項を付すこと、および当社普通株式のすべて（但し、当社が保有する自己株式を除きます。）の取得と引き

換えに個別の種類の当社株式を交付することを決議する予定であります。 

  

新株予約権の行使による自己株式の処分 

 平成20年12月25日開催の定時株主総会決議に基づき付与した新株予約権について、平成24年７月中において下

記のとおり権利行使が行われております。 当社は、その保有する自己株式を株式の割当てに充当するため、新

株式の発行は行いません。 また、本新株予約権の行使による資本金及び資本準備金の増加はいたしません。  

(１）行使された新株予約権の数 840個  

(２）処分する自己株式の種類 普通株式  

(３）処分する自己株式の数 840株  

(４）権利行使価額 １株あたり94,500円   

（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
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  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す。  

   

  （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。 

   

５．補足情報

事業の業種別の名称 

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） 

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］   1,101,891   338,621   1,179,847   348,265

 ＣＲＯ事業［受託業務］    421,658   598,469   2,060,447   1,865,734

 ＣＲＯ事業［薬事申請業務］   149,424   149,798   301,762   219,438

 その他事業   3,491 -   3,448   66

 合計   1,676,466   1,086,889   3,545,506   2,433,504

事業の業種別の名称  

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）  

販売高（千円）  販売高（千円）  

 ＣＲＯ事業［派遣業務］   1,120,201   1,132,480

 ＣＲＯ事業［受託業務］   939,983   712,841

 ＣＲＯ事業［薬事申請業務］   165,442   180,722

 その他事業   3,491   3,382

合計    2,229,120   2,029,427
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