
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 

(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年７月期第２四半期の連結業績（平成24年８月１日～平成25年１月31日）
（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 ％

25年７月期第２四半期 3,367 32.1 589 76.3 592 75.4 382 113.5
24年７月期第２四半期 2,548 67.6 334 ― 337 ― 179 ―

(注) 包括利益 25年７月期第２四半期 423百万円( 154.4％) 24年７月期第２四半期 166百万円( ―％)

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

25年７月期第２四半期 3,802.65 3,762.53
24年７月期第２四半期 1,719.93 ―

（２）連結財政状態

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

25年７月期第２四半期 6,703 4,023 56.8 40,602.40

24年７月期 7,999 4,474 53.6 41,181.56

(参考) 自己資本 25年７月期第２四半期 3,808百万円 24年７月期 4,290百万円

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

24年７月期 ― 600.00 ― 600.00 1,200.00

25年７月期 ― 800.00

25年７月期(予想) ― 800.00 1,600.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年７月期の連結業績予想（平成24年８月１日～平成25年７月31日）

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 7,175 15.8 1,260 11.5 1,260 11.0 708 130.2 6,571.39

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規  ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）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) 25年７月期２Ｑ 107,740株 24年７月期 107,740株

② 期末自己株式数 25年７月期２Ｑ 13,936株 24年７月期 3,549株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年７月期２Ｑ 100,625株 24年７月期２Ｑ 104,191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
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。
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州財政不安や中国を始めとした新興国経済の変

調による影響を受けたものの、新政権の緊急経済対策による景気回復への期待感から円高修正が進み、

株価が回復傾向を示すなど、国内景気は下げ止まりの兆しが見られる状況にあります。 

 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、製薬会社の置かれ

ている厳しい事業環境に起因する新薬開発費の抑制傾向等により、効率的かつ高品質なサービスを提供

することのできる大手ＳＭＯへ受注が集中する傾向が強まっております。当社グループは、このような

状況に対応するため、平成24年９月に中期経営計画“SOGO New Success Plan 2015”を改定し、諸施策

を実施しております。 

 当社グループの主要事業であるＳＭＯ事業におきましては、営業組織再編による受注体制の効率化、

業務提携先との協力体制構築による受注体制の強化、品質保証体制の強化による付加価値の高いサービ

ス提供体制の充実、採用チャネルの多様化による優秀な人材の確保等に継続して取り組んでおります。

 また、今後大きな成長が期待される臨床研究分野、製造販売後調査（ＰＭＳ）を中心としたＣＲＯ

（開発業務受託機関）事業におきましては、人員体制を整え事業基盤の充実を図るとともに、積極的な

営業展開により受注獲得に努めております。 

 当第２四半期連結累計期間におきましては、ＳＭＯ事業において受注で伸び悩んだものの、受託済み

案件の早期終了や症例組入れの順調な進捗などの影響により、売上高の前倒し計上が数多く見られたこ

とから、前年同四半期を大きく上回る売上高、営業利益及び経常利益を計上する結果となりました。ま

た、前期に医療機関支援関連損失として計上した債務保証損失引当金等の一部を戻し入れ、医療機関支

援関連損失戻入益95百万円を特別利益に計上しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高3,367百万円（前年同四半期比32.1％

増）、営業利益589百万円（前年同四半期比76.3％増）、経常利益は592百万円（前年同四半期比75.4％

増）、四半期純利益は382百万円（前年同四半期比113.5％増）となりました。 

  

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,178百万円減少し、4,733百万円となりました。これは、受

取手形及び売掛金が310百万円増加したものの、現金及び預金が1,122百万円、仕掛品が329百万円、そ

の他流動資産が33百万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117百万円減少し、1,970百万円となりました。これは、のれ

んが50百万円、繰延税金資産が80百万円減少し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1,295百万円減少し、6,703百万円となりまし

た。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて835百万円減少し、2,589百万円となりました。これは、短期

借入金が50百万円増加したものの、前受金が365百万円、未払法人税等が62百万円、債務保証損失引当

金が316百万円、その他流動負債が129百万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９百万円減少し、90百万円となりました。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。 

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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 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて844百万円減少し、2,679百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて450百万円減少し、4,023百万円となりました。これは、利

益剰余金が320百万円増加したものの、自己株式の取得等により810百万円減少したこと等によります。

  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前連結会計年

度末に比べ1,122百万円減の904百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、280百万円の支出（前第２四半期連結累計期間 296百万円の

収入）となりました。これは、資金増加要因として税金等調整前当期純利益681百万円、減価償却費等

の非資金項目91百万円,たな卸資産の減少額330百万円があったものの、資金減少要因として、売上債権

の増加額310百万円、前受金の減少額365百万円、医療機関支援関連損失の支払額289百万円、法人税等

の支払額253百万円があったこと等が主な要因であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、０百万円の収入（前第２四半期連結累計期間 47百万円の支

出）となりました。これは、敷金及び保証金の回収及び支払い等によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、842百万円の支出（前第２四半期連結累計期間 87百万円の

支出）となりました。これは、資金増加要因として短期借入金の増加額50百万円、ストック・オプショ

ンの行使による収入額15百万円があったものの、資金減少要因として自己株式の取得による支払額837

百万円、配当金の支払額62百万円があったこと等が主な要因であります。 

  

平成25年７月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年12月６日付「業績予想の修正に関する

お知らせ」にて発表の通期業績予想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。 

  

該当事項はありません。 

(純資産)

(キャッシュ・フローの状況の分析)

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

（３）連結業績予想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

（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24年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,039,534 916,953

受取手形及び売掛金 1,252,777 1,563,501

仕掛品 2,267,486 1,938,428

繰延税金資産 188,644 184,007

その他 165,814 132,700

貸倒引当金 △2,516 △2,500

流動資産合計 5,911,742 4,733,090

固定資産   

有形固定資産   

建物 145,042 147,264

減価償却累計額 △83,607 △87,528

建物（純額） 61,435 59,735

その他 181,588 171,434

減価償却累計額 △155,918 △149,893

その他（純額） 25,669 21,541

有形固定資産合計 87,104 81,277

無形固定資産   

のれん 1,446,678 1,396,110

その他 143,639 132,985

無形固定資産合計 1,590,317 1,529,096

投資その他の資産   

投資有価証券 96,503 119,753

繰延税金資産 142,561 62,012

破産更生債権等 198,231 －

その他 171,308 178,513

貸倒引当金 △198,231 －

投資その他の資産合計 410,372 360,279

固定資産合計 2,087,795 1,970,653

資産合計 7,999,538 6,703,743
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 47,297 25,331

短期借入金 16,891 66,891

未払法人税等 260,977 198,941

前受金 1,995,545 1,630,166

賞与引当金 91,305 105,529

受注損失引当金 141,959 137,823

債務保証損失引当金 316,482 －

その他 554,383 424,772

流動負債合計 3,424,842 2,589,456

固定負債   

長期借入金 83,048 74,603

その他 16,778 15,777

固定負債合計 99,827 90,380

負債合計 3,524,669 2,679,836

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 1,651,846

利益剰余金 1,414,098 1,734,228

自己株式 △143,434 △954,088

株主資本合計 4,293,547 3,796,503

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,800 12,164

その他の包括利益累計額合計 △2,800 12,164

新株予約権 20,917 25,716

少数株主持分 163,203 189,522

純資産合計 4,474,868 4,023,906

負債純資産合計 7,999,538 6,703,743
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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２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

売上高 2,548,930 3,367,395

売上原価 1,573,254 2,072,106

売上総利益 975,676 1,295,288

販売費及び一般管理費 641,367 706,054

営業利益 334,308 589,234

営業外収益   

受取利息 380 220

受取配当金 2,400 2,400

還付加算金 25 198

未払配当金除斥益 806 918

雑収入 636 491

営業外収益合計 4,248 4,229

営業外費用   

支払利息 582 544

自己株式取得費用 － 192

雑損失 23 21

営業外費用合計 606 758

経常利益 337,950 592,704

特別利益   

医療機関支援関連損失戻入益 － 95,011

特別利益合計 － 95,011

特別損失   

固定資産除却損 563 1,364

事務所移転費用 7,140 4,432

その他 230 －

特別損失合計 7,933 5,796

税金等調整前四半期純利益 330,016 681,919

法人税、住民税及び事業税 169,118 196,055

法人税等調整額 △6,053 76,900

法人税等合計 163,065 272,956

少数株主損益調整前四半期純利益 166,951 408,963

少数株主利益又は少数株主損失（△） △12,249 26,318

四半期純利益 179,201 382,644
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 166,951 408,963

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △284 14,964

その他の包括利益合計 △284 14,964

四半期包括利益 166,667 423,927

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 178,917 397,608

少数株主に係る四半期包括利益 △12,249 26,318

㈱綜合臨床ホールディングス(2399)　平成25年7月期　第２四半期決算短信

7



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年８月１日
 至 平成24年１月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年８月１日
 至 平成25年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 330,016 681,919

減価償却費 33,169 30,819

のれん償却額 50,567 50,567

貸倒引当金の増減額（△は減少） △170 △16

賞与引当金の増減額（△は減少） 688 14,223

受注損失引当金の増減額（△は減少） △845 △4,136

受取利息及び受取配当金 △2,780 △2,620

支払利息 582 544

医療機関支援関連損失戻入益 － △95,011

固定資産除却損 563 1,364

売上債権の増減額（△は増加） 203,845 △310,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,965 330,779

仕入債務の増減額（△は減少） △9,000 △21,966

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,788 △18,233

前受金の増減額（△は減少） 187,855 △365,378

その他 △126,466 △41,139

小計 556,271 250,993

利息及び配当金の受取額 2,587 2,618

利息の支払額 △582 △544

リース解約損の支払額 △754 △213

医療機関支援関連損失の支払額 － △289,675

法人税等の支払額 △268,737 △253,855

法人税等の還付額 7,517 9,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 296,301 △280,717

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △16,503 △2,690

有形固定資産の売却による収入 510 －

無形固定資産の取得による支出 △25,589 △6,107

投資有価証券の売却による収入 3,100 －

貸付金の回収による収入 － 50

敷金及び保証金の回収による収入 7,283 21,733

敷金及び保証金の差入による支出 △15,849 △12,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,048 242

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 50,000

長期借入金の返済による支出 △12,960 △8,445

自己株式の取得による支出 － △837,217

ストックオプションの行使による収入 － 15,752

配当金の支払額 △72,373 △62,195

少数株主への配当金の支払額 △2,132 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △87,465 △842,105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 161,786 △1,122,580

現金及び現金同等物の期首残高 1,803,891 2,027,138

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,965,678 904,557
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該当事項はありません。 

  

当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づく自己株

式の取得について、下記のとおり実施いたしました。 

なお、平成24年12月25日の取得をもって、平成24年12月20日開催の取締役会の決議による自己株式の

取得は終了いたしました。 

①取得した株式の種類   当社普通株式 

②取得した株式の総数   10,775株 

③取得価額の総額     837,217千円 

④取得日         平成24年12月25日 

⑤取得方法        東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNet-3)による買付 

  

（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

㈱綜合臨床ホールディングス(2399)　平成25年7月期　第２四半期決算短信

9



  

（資本業務提携契約の締結及び第三者割当による自己株式の処分） 

当社は、平成25年３月７日開催の取締役会において、イーピーエス株式会社（以下「ＥＰＳ」とい

う。）との間で資本業務提携契約の締結及び同社に対する第三者割当による自己株式の処分を行うこと

について決議いたしました。また、これに伴い、当社連結子会社の株式会社綜合臨床サイエンス（以下

「ＳＲＳ」という。）は、同日開催の取締役会において、ＥＰＳ連結子会社の株式会社イーピーミント

（以下「ＥＰＭ」という。）との間で業務提携契約を締結することについて決議いたしました。 

  

１.資本業務提携契約及び業務提携契約の締結 

(1) 業務提携の内容 

当社及びＥＰＳ並びにＳＲＳ及びＥＰＭは、ＳＭＯ事業を中心とした臨床試験の実施支援業務に

おいて、双方の競争力を高め、事業発展に繋げることを目的に、以下の業務提携を行うことといた

しました。 

①ＳＲＳ及びＥＰＭは、依頼者了解の下、特段の支障がない限り、顧客情報及び臨床試験情報等を

共有し、共同提案営業を行う臨床試験を特定する。 

②①で特定した臨床試験を対象として、双方から候補となる医療機関を提示し、両社による臨床試

験実施体制を構築し、共同提案営業を行う。 

③教育研修等に関して、それぞれの従業員の人材育成のために、必要に応じて、双方の教育カリキ

ュラムに相互参加できるものとする。 

  

(2) 資本提携の内容 

当社及びＥＰＳは、相互に株式を保有することにより、お互いを尊重する対等な立場で、信頼関

係を高め、長期的な協力関係の構築と維持を図ることを目的として、以下の資本提携を行うことと

いたしました。 

①当社が取得するＥＰＳ株式 

当社は、ＥＰＳ代表取締役会長厳浩氏と別途締結する株式譲渡契約により、同氏が保有するＥ

ＰＳ普通株式2,000株（発行済株式総数に対する保有割合1.10％）を取得します。  

②第三者割当による自己株式の処分によりＥＰＳが取得する当社株式 

ＥＰＳは、当社が自己株式を処分することにより、当社の普通株式3,000株（発行済株式総数

に対する保有割合2.78%）を取得します。  

  

２.第三者割当による自己株式の処分の概要 

（６）重要な後発事象

（１） 処分期日 平成25年３月25日

（２） 処分株式数 当社普通株式3,000株

（３） 処分価額 一株につき190,800円

（４） 処分価額の総額 572,400,000円

（５） 処分の方法 第三者割当による処分

（６） 処分予定先 イーピーエス株式会社
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