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1.  平成25年8月期第3四半期の連結業績（平成24年9月1日～平成25年5月31日） 

（注）前第3四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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 ％

25年8月期第3四半期 6,099 0.4 418 △46.3 424 △41.9 249 △32.5
24年8月期第3四半期 6,075 21.5 779 131.0 730 102.9 369 86.4

（注）包括利益 25年8月期第3四半期 249百万円 （△32.6％） 24年8月期第3四半期 369百万円 （88.4％）

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8月期第3四半期 97.42 97.40
24年8月期第3四半期 142.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年8月期第3四半期 4,874 1,859 38.1
24年8月期 3,961 1,825 46.1
（参考） 自己資本   25年8月期第3四半期  1,856百万円 24年8月期  1,825百万円

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

24年8月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
25年8月期 ― 20.00 ―
25年8月期（予想） 30.00 50.00

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31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 9,000 14.7 1,080 37.6 1,047 45.4 614 77.7 236.37



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料4ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料4ページ「2.サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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ます。なお、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務
諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により、予想した数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる
過程及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、添付資料3ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期3Q 2,597,600 株 24年8月期 2,597,600 株
② 期末自己株式数 25年8月期3Q 50,000 株 24年8月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年8月期3Q 2,559,505 株 24年8月期3Q 2,597,600 株
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     (1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果等を背景に、マイ

ンドの改善にも支えられ、次第に景気回復へ向かうことが期待されております。ただし、世界的な景気の減速懸念等

もあり、先行きについては依然として不透明な状況が続いております。 

医薬品業界におきましては、薬価基準の引き下げや主力製品の特許切れに加え、新薬の承認基準の厳格化や医療制

度の見直しが進む等、厳しい事業環境が継続しております。こうした中で、製薬会社はパイプラインの充実や経営資

源の集中による迅速な新薬開発力の強化を進めております。当社グループの属するCRO業界及びCSO業界におきまして

は、製薬会社のアウトソーシング志向を背景として市場規模は緩やかに拡大しております。近年、既存企業の規模拡

大やM&Aによる業界再編が進んだ結果、CRO各社の競争は激化しておりますが、受注環境は改善しております。 

このような環境のもと、当社グループは、今期（31期）を 終年度とする中期経営計画「アクションプラン30 

plus one」の達成に向けて、その柱である「強い組織の育成」、「明確な差別化」、「次世代へ向けての準備」を推

進しております。また、当社とエムスリー株式会社及び株式会社MICメディカルとの資本・業務提携は、３社の強固

な協業体制の構築により、互いのノウハウを活かした受注面での協力や人的リソースの交流が進む等、着実に成果を

上げつつあります。 

当第３四半期連結累計期間につきましては、前連結会計年度末にプロジェクトの切り替えが複数発生したこと、切

り替え後のプロジェクトの開始が一部中止または遅延したこと等の影響により、一時的な落ち込みがありましたが、

その後回復しつつあります。しかしながら、開始直後の案件が例年に比べ多く、売上に対しコストが先行する形とな

っております。  

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高6,099,606千円（前年同期比0.4％増）、営業利益418,344

千円（同46.3％減）、経常利益424,155千円（同41.9％減）、四半期純利益249,339千円（同32.5％減）となりまし

た。  

なお、当社グループは、前連結会計年度末においては、CRO事業の単一セグメントでありましたが、第１四半期連

結会計期間よりセグメント区分を見直し、従来の単一セグメントから「CRO事業」、「CSO事業」に変更しており、以

下の前年同期比較に当たっては、前年同期の数値を変更後の区分に組み替えて比較しております。  

  

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

① CRO事業 

当事業におきましては、主力のモニタリング業務において受注が順調に推移し、それに伴い受注残高が大幅に増

加した一方、上記のとおり、複数のプロジェクトの切り替えに際し、切り替え後のプロジェクトの開始が一部中止

または遅延したこと等の影響により、売上高は5,368,302千円（前年同期比0.8％減）、セグメント利益は

1,100,052千円（同25.9％減）となりました。 

② CSO事業 

当事業におきましては、積極的な営業活動と人材の確保が堅調に推移したことにより、売上高は731,304千円

（前年同期比10.0％増）となりましたが、人材の確保に伴う経費の増加等の影響により、セグメント利益は41,257

千円（同10.9％減）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  (2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末と比べ250,798千円増加し、3,533,950千円となりました。これは、主として受

取手形及び売掛金の増加350,072千円等があった一方で、現金及び預金の減少92,184千円等があったことによる

ものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末と比べ662,983千円増加し、1,340,855千円となりました。これは、主として関

係会社株式の増加668,938千円等によるものであります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比べ913,782千円増加し、

4,874,805千円となりました。  

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末と比べ271,438千円増加し、1,612,869千円となりました。これは、未払法人税

等の減少178,698千円等があった一方で、１年内返済予定の長期借入金の増加200,000千円や未払費用の増加

268,732千円等があったことによるものであります。  

固定負債は、前連結会計年度末と比べ608,770千円増加し、1,402,693千円となりました。これは、主として長

期借入金の増加570,000千円等によるものであります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比べ880,209千円増加し、

3,015,562千円となりました。  

（純資産） 

純資産は、前連結会計年度末と比べ33,572千円増加し、1,859,243千円となりました。これは、自己株式の取

得115,500千円があった一方で、利益剰余金の増加146,435千円等があったことによるものであります。 

  

  (3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成24年10月12日の「平成24年8月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」で公表い

たしました通期の連結業績予想に変更はありません。 
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  (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

   

  (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

  (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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８月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,605,272 1,513,088

受取手形及び売掛金 1,008,339 1,358,412

仕掛品 396,486 315,234

貯蔵品 625 252

その他 272,427 346,962

流動資産合計 3,283,152 3,533,950

固定資産   

有形固定資産 81,428 101,700

無形固定資産   

のれん 73,945 47,620

その他 47,042 36,696

無形固定資産合計 120,987 84,317

投資その他の資産   

関係会社株式 102,484 771,423

その他 372,971 383,415

投資その他の資産合計 475,455 1,154,838

固定資産合計 677,871 1,340,855

資産合計 3,961,023 4,874,805

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 224,406 45,708

賞与引当金 261,156 153,992

受注損失引当金 631 35,652

その他 855,235 1,377,515

流動負債合計 1,341,430 1,612,869

固定負債   

長期借入金 415,000 985,000

退職給付引当金 299,626 333,460

役員退職慰労引当金 53,241 65,248

その他 26,054 18,984

固定負債合計 793,922 1,402,693

負債合計 2,135,352 3,015,562

純資産の部   

株主資本   

資本金 361,520 361,520

資本剰余金 261,081 261,081

利益剰余金 1,203,030 1,349,465

自己株式 － △115,500

株主資本合計 1,825,631 1,856,566

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39 －

その他の包括利益累計額合計 39 －

新株予約権 － 2,676

純資産合計 1,825,670 1,859,243

負債純資産合計 3,961,023 4,874,805
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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３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

売上高 6,075,811 6,099,606

売上原価 4,331,613 4,650,140

売上総利益 1,744,198 1,449,466

販売費及び一般管理費 964,497 1,031,121

営業利益 779,700 418,344

営業外収益   

受取利息 93 19

持分法による投資利益 － 6,469

為替差益 － 4,651

その他 351 2,003

営業外収益合計 444 13,143

営業外費用   

支払利息 6,611 6,961

持分法による投資損失 40,953 －

その他 2,529 370

営業外費用合計 50,095 7,332

経常利益 730,050 424,155

特別損失   

リース解約損 1,187 994

特別損失合計 1,187 994

税金等調整前四半期純利益 728,862 423,161

法人税等 359,380 173,821

少数株主損益調整前四半期純利益 369,481 249,339

四半期純利益 369,481 249,339
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 369,481 249,339

その他の包括利益   

持分法適用会社に対する持分相当額 262 △39

その他の包括利益合計 262 △39

四半期包括利益 369,744 249,299

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 369,744 249,299

少数株主に係る四半期包括利益 － －

（株）メディサイエンスプラニング（2182）平成25年8月期第3四半期決算短信

-　7　-



  該当事項はありません。 

   

 当社は、平成24年10月30日開催の取締役会において、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条第１項の規定に基づき自己株式を取得することを決議し、当該取得を実施いたしました。  

   取得した株式の種類  普通株式 

   取得した株式の総数    50,000株 

    取得価額の総額        115,500千円 

   取得日（約定日）      平成24年10月31日 

   取得方法       大阪証券取引所の立会外取引（J-NET市場）における自己株式取得取引 

（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
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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年９月１日 至 平成24年５月31日） 

      当社グループは、CRO事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年９月１日 至 平成25年５月31日） 

  １ 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 （単位：千円）

（注）１ セグメント利益の調整額△722,965千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり 

      ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。  

     ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

  ２ 報告セグメントの変更等に関する事項    

    当社グループは、前連結会計年度末においては、CRO事業の単一セグメントでありましたが、第１四

半期連結会計期間よりセグメント情報の区分を見直し、従来の単一セグメントから「CRO事業」、「CSO

事業」に変更しております。 

    なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第３四半期連結累計期間における報告セグ

メントに基づき作成すると次のとおりになります。  

 （単位：千円）

（注）１ セグメント利益の調整額△750,407千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり 

     ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

     ２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

  ３ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

     該当事項はありません。 

   

（5）セグメント情報等

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２ CRO事業 CSO事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,368,302  731,304  6,099,606  －  6,099,606

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  5,368,302  731,304  6,099,606  －  6,099,606

セグメント利益  1,100,052  41,257  1,141,309  △722,965  418,344

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１  

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２ CRO事業 CSO事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  5,411,113  664,697  6,075,811  －  6,075,811

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  5,411,113  664,697  6,075,811  －  6,075,811

セグメント利益  1,483,828  46,280  1,530,108  △750,407  779,700
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  (1) 受注実績 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  (2) 販売実績 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

   

４．補足情報

事業の業務別の内容 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年９月１日 

至 平成25年５月31日）  

受注高(千円) 
前年同期比 

(％) 
受注残高(千円) 

前年同期比 

(％) 

CRO事業                        

 モニタリング業務 5,723,936  119.2  7,790,349  140.5

 データマネジメント業務 367,467  96.1  478,641  112.2

 ファーマコヴィジランス業務 511,580  82.1  139,686  64.0

 その他業務 90,060  66.1  71,203  66.7

   CRO事業計 6,693,045  112.6  8,479,880  134.6

CSO事業  655,550  70.5  557,215  81.4

合計 7,348,596  106.9  9,037,095  129.4

事業の業務別の内容  

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年９月１日 

至 平成25年５月31日）   

販売高(千円) 前年同期比(％) 

CRO事業             

 モニタリング業務  4,462,608  98.1

 データマネジメント業務  291,306  106.3

 ファーマコヴィジランス業務  515,316   105.0

 その他業務  99,071  103.7

   CRO事業計  5,368,302  99.2

CSO事業   731,304  110.0

合計  6,099,606  100.4
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（ご参考） 

当社は、現在、契約締結済みの案件のみを受注高及び受注残高として計上しておりますが、次期以降、より実態に

即した受注の状況を示すことを目的に、計上基準を変更し、従来の計上基準に発注書受領済み案件等を加えた計上方

法に変更する予定であります。 

変更後の計上方法により算定した、当第３四半期連結累計期間における受注高及び受注残高は、以下のとおりで

あります。   

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

     ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

  

事業の業務別の内容 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成24年９月１日 

至 平成25年５月31日）   

受注高(千円) 受注残高(千円) 

CRO事業             

 モニタリング業務  7,440,578  9,506,990

 データマネジメント業務  367,467  478,641

 ファーマコヴィジランス業務  676,909  305,015

 その他業務  90,060  71,203

   CRO事業計  8,575,015  10,361,850

CSO事業   655,550  557,215

合計  9,230,566  10,919,066
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