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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９月30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 ％

26年３月期第２四半期 970 △5.7 △55 ― △23 ― △47 ―
25年３月期第２四半期 1,029 10.9 △28 ― △104 ― △261 ―

(注) 包括利益 26年３月期第２四半期 △68百万円( ―％) 25年３月期第２四半期 △257百万円( ―％)

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

26年３月期第２四半期 △13.80 ―
25年３月期第２四半期 △78.96 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第２四半期 3,616 723 20.0
25年３月期 3,765 579 15.4

(参考) 自己資本 26年３月期第２四半期 723百万円 25年３月期 579百万円

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

25年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年３月期 ― 0.00

26年３月期(予想) ― 0.00 0.00

(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26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３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 2,618 21.0 230 ― 195 75.8 86 ― 26.02
(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) 26年３月期２Ｑ 3,471,300株 25年３月期 3,306,000株

② 期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 339株 25年３月期 339株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 3,416,764株 25年３月期２Ｑ 3,305,681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の手続対象外であり、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が実施中です。

※ 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、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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあた
っての注意事項等については、添付資料の３ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さ
い。
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当社グループがサービスを提供する医薬品業界においては、主力医薬品の特許切れ、政府による後発

医薬品の使用促進、新薬開発の国際競争の激化などを背景に、医薬品開発の効率化とグローバル化が進

んでおります。製薬会社が医薬品の研究開発を強化する中、医薬品開発を支援するＣＲＯ（医薬品開発

受託機関）の重要性は高まっているものの、分析ＣＲＯ各社の価格競争は厳しさを増しており、コスト

競争力の強化、他社との差別化が重要な経営課題となっております。 

このような状況の下、当社グループは営業体制の強化による受注拡大に注力するとともに、試験研究

関連データ及び試験研究関連文書の管理システムの導入や業務フローの改善により、試験研究業務の効

率化を推進し、原価低減、生産性の向上に努めております。また、当社はシミックホールディングス株

式会社と資本業務提携し、同社を割当先として当社の普通株式165,300株（発行済株式総数に対する割

合4.76％）を発行し、212,741千円の払込みを受け、財務基盤の安定を図っております。当社グループ

は同社との資本業務提携により、更なるサービス基盤の強化と受託機会の増加に取り組んでおります。

その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高970,888千円（前年同期比5.7％減）、営業損

失55,768千円（前年同期は営業損失28,096千円）、経常損失23,530千円（前年同期は経常損失104,324

千円）、四半期純損失47,151千円（前年同期は四半期純損失261,009千円）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間における当社グループのセグメント別業績は次のとおりであります。 

・日本 

日本においては、売上高は898,077千円（前年同期比11.8％減）となりました。また、試験価格の下

落、バイオアナリシスの売上高減少の影響により、営業利益は76,818千円（前年同期比46.0％減）とな

りました。バイオアナリシスにおいては、予定に比べ早期に終了できた試験もありましたが、当第２四

半期連結累計期間に受注し終了できた試験が計画に比べ少なかったことから、売上高は611,839千円

（前年同期比30.8％減）となりました。一方、医薬品品質安定性試験においては、当第２四半期連結累

計期間に終了予定であった試験を概ね計画どおり終了し、さらに予定に比べ早期に終了できた試験もあ

ったことにより、売上高は286,237千円（前年同期比112.9％増）と前年同期に比べ増収になりました。

・米国 

米国においては、引き続き営業体制の強化に取り組んでおり、着実に受注獲得額を伸ばすなど、その

成果が徐々に見え始めているものの、未だ黒字化には至っておりません。その結果、当第２四半期連結

累計期間において、売上高は73,196千円（前年同期比551.0％増）となり、前年同期に比べ増収となり

ましたが、販売費及び一般管理費を吸収するまでには至らず、営業損失133,187千円（前年同期は営業

損失170,762千円）となりました。 

  

① 財政状態 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ149,058千円減少して

3,616,913千円となりました。これは主に、有利子負債返済等による現金預金の減少294,977千円、リー

ス資産の減少51,609千円、及び売掛金の増加116,500千円、仕掛品の増加99,251千円、前払費用の増加

55,654千円によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ293,176千円減少して2,893,586千円となりました。これは主に、短

期借入金の減少258,800千円、リース債務の減少68,774千円、社債の減少50,000千円、及び前受金の増

加46,436千円、賞与引当金の増加36,861千円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ144,117千円増加して723,326千円となりました。これは主に、当

第２四半期連結累計期間の四半期純損失47,151千円の計上、為替換算調整勘定の借方残高の増加21,472

千円、及び第三者割当増資による資本金の増加106,370千円、資本準備金の増加106,370千円によるもの

であります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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② キャッシュ・フローの状況 

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294,977千円減少し、632,228千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、112,015千円（前年同期は239,734千円の獲得）となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純損失の計上額23,570千円、減価償却費の計上額128,192千円、売上債権

の増加額116,375千円、棚卸資産の増加額99,617千円、前払費用の増加額54,547千円、及び前受金の増

加額45,845千円によるものであります。 

  

（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、11,367千円（前年同期比83.2％減）となりました。これは主に、有

形及び無形固定資産の取得による支出26,141千円、及び差入保証金の返還による収入12,667千円による

ものであります。 

  

（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、173,492千円（前年同期比32.8％減）となりました。これは短期借

入金の返済による支出258,800千円、リース債務の返済による支出73,997千円、社債の償還による支出

50,000千円、及び新株の発行による収入208,053千円によるものであります。 

  

業績予想につきましては平成25年11月５日に第２四半期累計期間のみ業績予想の修正を行っておりま

す。詳細につきましては、平成25年11月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧下さい。なお、平成26年３月期通期の業績予想につきましては、今後の経営環境を勘案し、第３

四半期以降の計画の進捗状況等を見て判断していくため、前回予想を据え置いております。 

なお、上記予想は本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際

の業績は、今後の様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 927,206 632,228

売掛金 277,099 393,599

仕掛品 297,648 396,900

原材料及び貯蔵品 48,824 51,401

その他 156,323 211,459

貸倒引当金 △1,284 △1,952

流動資産合計 1,705,817 1,683,636

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 687,153 673,929

工具、器具及び備品（純額） 385,186 372,737

土地 358,886 362,022

その他（純額） 226,828 174,353

有形固定資産合計 1,658,054 1,583,042

無形固定資産 44,844 39,128

投資その他の資産 352,232 306,767

固定資産合計 2,055,131 1,928,938

繰延資産 5,023 4,338

資産合計 3,765,971 3,616,913

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,659 60,050

短期借入金 668,800 410,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 214,966 273,912

未払法人税等 1,360 9,933

賞与引当金 56,421 93,283

受注損失引当金 65,627 68,028

その他 408,213 393,436

流動負債合計 1,559,048 1,408,644

固定負債   

社債 300,000 250,000

長期借入金 960,628 902,966

退職給付引当金 167,374 177,759

役員退職慰労引当金 36,550 30,392

資産除去債務 14,676 14,974

その他 148,485 108,850

固定負債合計 1,627,714 1,484,942

負債合計 3,186,763 2,893,586
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 256,356 362,726

資本剰余金 271,455 377,826

利益剰余金 227,662 180,511

自己株式 △194 △194

株主資本合計 755,278 920,868

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △176,070 △197,542

その他の包括利益累計額合計 △176,070 △197,542

純資産合計 579,208 723,326

負債純資産合計 3,765,971 3,616,913
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 1,029,383 970,888

売上原価 729,947 758,768

売上総利益 299,436 212,120

販売費及び一般管理費   

役員報酬 29,475 27,897

給料及び手当 80,166 71,051

法定福利費 13,519 13,102

賞与引当金繰入額 15,330 16,231

退職給付費用 4,911 4,687

役員退職慰労引当金繰入額 3,004 2,842

旅費及び交通費 10,647 9,298

保険料 11,462 10,498

支払手数料 26,545 36,862

減価償却費 9,367 7,452

研究開発費 77,619 24,628

貸倒引当金繰入額 － 667

その他 45,483 42,668

販売費及び一般管理費合計 327,532 267,889

営業損失（△） △28,096 △55,768

営業外収益   

受取利息 89 83

受取配当金 110 10

保険解約返戻金 7,436 6,907

為替差益 － 47,114

その他 1,413 425

営業外収益合計 9,049 54,540

営業外費用   

支払利息 16,473 14,931

社債利息 2,655 1,960

社債発行費償却 684 684

株式交付費 － 4,687

為替差損 65,282 －

その他 180 38

営業外費用合計 85,277 22,303

経常損失（△） △104,324 △23,530

特別利益   

固定資産売却益 － 1,049

特別利益合計 － 1,049

特別損失   

固定資産除却損 － 433

減損損失 491,658 566

その他 － 90

特別損失合計 491,658 1,089

税金等調整前四半期純損失（△） △595,983 △23,570

法人税、住民税及び事業税 733 7,077

法人税等調整額 △335,707 16,503

法人税等合計 △334,974 23,580

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △261,009 △47,151

四半期純損失（△） △261,009 △47,151
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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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △261,009 △47,151

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 3,351 △21,472

その他の包括利益合計 3,351 △21,472

四半期包括利益 △257,658 △68,623

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △257,658 △68,623

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30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損失（△） △595,983 △23,570

減価償却費 134,630 128,192

減損損失 491,658 566

社債発行費償却 684 684

株式交付費 － 4,687

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,590 667

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,911 36,861

受注損失引当金の増減額（△は減少） 30,682 2,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,022 10,385

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,996 △6,158

受取利息及び受取配当金 △199 △93

支払利息 16,473 14,931

社債利息 2,655 1,960

固定資産売却損益（△は益） － △1,049

固定資産除却損 － 433

売上債権の増減額（△は増加） 229,968 △116,375

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,572 △99,617

仕入債務の増減額（△は減少） 8,815 16,223

その他 57,332 △64,310

小計 324,495 △93,179

利息及び配当金の受取額 199 93

利息の支払額 △19,092 △17,583

法人税等の支払額 △65,868 △1,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 239,734 △112,015

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △62,281 △26,141

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 1,050

その他 △5,374 13,723

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,655 △11,367

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 660,000 1,163,600

短期借入金の返済による支出 △660,000 △1,422,400

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △137,856 △98,716

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

株式の発行による収入 － 208,053

配当金の支払額 △9,740 △32

その他 △60,760 △73,997

財務活動によるキャッシュ・フロー △258,356 △173,492

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,222 1,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,500 △294,977

現金及び現金同等物の期首残高 1,074,484 927,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 979,983 632,228
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30日) 

当社は、平成25年５月31日付で、シミックホールディングス株式会社から第三者割当増資の払込を

受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が106,370千円、資本準備金が

106,370千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が362,726千円、資本剰余金が

377,826千円となっております。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年９月30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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

  

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 

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 1,018,139 11,243 1,029,383 1,029,383

計 1,018,139 11,243 1,029,383 1,029,383

セグメント利益又は損失(△) 142,366 △170,762 △28,396 △28,396

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △28,396

セグメント間取引消去 300

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △28,096

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 米国 計

減損損失 ― 491,658 491,658 491,658
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年９月30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 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

  

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 

  

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 米国 計

売上高

  外部顧客への売上高 898,077 72,811 970,888 970,888

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 384 384 384

計 898,077 73,196 971,273 971,273

セグメント利益又は損失(△) 76,818 △133,187 △56,368 △56,368

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △56,368

セグメント間取引消去 600

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △55,768

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 米国 計

減損損失 ― 566 566 566
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