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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(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3月期第2四半期 1,723 24.8 525 96.6 522 97.5 323 113.7
24年3月期第2四半期 1,381 9.8 267 20.4 264 19.4 151 18.8

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 318百万円 （117.3％） 24年3月期第2四半期 146百万円 （18.0％）

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

25年3月期第2四半期 28.38 ―
24年3月期第2四半期 13.28 ―

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3月期第2四半期 2,237 1,275 57.0 111.92
24年3月期 2,154 1,081 50.2 94.93
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,275百万円 24年3月期  1,081百万円

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3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 11.00 11.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3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 3,483 12.0 883 21.3 848 17.3 508 19.8 44.58



(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  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、【添付資料】Ｐ．４ 「２． サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご参照ください。 

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
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 
 上記資料には、本資料発表日現在の将来に関する見通し、計画に基づく予想が含まれています。当該予想と実績の間には、今後様々な要因によって大きく差
異が発生する可能性があります。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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3月期2Q 12,370,000 株 24年3月期 12,370,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 975,094 株 24年3月期 975,067 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 11,394,930 株 24年3月期2Q 11,394,933 株



   

  

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料については、開催後速や

かに当社ホームページで掲載する予定です。 

  ・平成24年11月9日（金）・・・・・・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の低迷から回復基調にあ

るものの、欧州債務危機を背景とした海外景気の下振れ懸念の高まり、円高傾向の継続、株式市場の低迷などの影

響により、依然として先行きが不透明な状況にあります。 

 同様に、医薬品業界におきましても、薬価基準の引き下げや後発品の普及促進などの薬剤費削減策の強化、主力

製品の特許切れ問題及び世界的な新薬の承認審査の厳格化などにより、ますます医薬品開発の競争は激化しており

ます。 

 当社グループが属する医薬品開発業務受託（ＣＲＯ；Contract Research Organization）業界及び医薬品販売支

援（ＣＳＯ；Contract Sales Organization）業界は、医薬品開発・販売のアウトソーシング化及び国際共同治験

の増加を背景として、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、事業譲渡、廃業などに

より業界内の淘汰が進んだ結果、直近の受注状況は改善しています。 

 このような状況の下、当社グループのＣＲＯ事業につきましては、増加するがん領域及び中枢神経系領域の案件

の受託体制を強化するとともに、引き続き営業活動を強力に推進し、新規案件の受託及び既存案件の増員の契約を

締結することができました。この結果、臨床開発モニター（ＣＲＡ；Clinical Research Associate）の高い稼働

率を維持することができたため、前年同四半期に比して利益金額、利益率ともに改善しております。同様に、ＣＳ

Ｏ事業についても、営業活動を強力に推進した結果、新規案件の受託に成功し、収益に貢献することとなりまし

た。これらにより、平成24年８月８日に上方修正いたしました当第２四半期連結累計期間の業績予想をさらに上回

ることとなりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

は 百万円（前年同四半期比 ％増）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％増）、四半期純利益は

百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。  

 （注）「国際共同治験」とは、主要市場国における早期・同時上市を図るため、臨床試験を複数の国または地域

において同時並行的に行うことをいいます。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末と比べ 百万円（ ％）増加し、 百

万円となりました。これは、主に現金及び預金の増加及び売掛金の減少によるものであります。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末と比べ 百万円（ ％）減少し、 百

万円となりました。これは、主に未払法人税等の減少によるものであります。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末と比べ 百万円（ ％）増加し、

百万円となりました。これは、主に四半期純利益の計上による利益剰余金の増加及び配当金の支払による利

益剰余金の減少によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

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、前連結会計年度末より

百万円増加し、 百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は 百万円となりました。これは、主に税

金等調整前四半期純利益 百万円の計上及び売上債権の減少額 百万円があったものの、法人税等の支払額

百万円があったこと等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） 

当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは、主に有形

固定資産の取得による支出 百万円があったこと等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） 

当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は 百万円となりました。これは、主に長

期借入金の返済による支出 百万円及び配当金の支払による支出 百万円があったこと等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

1,723 24.8

525 96.6 522 97.5

323 113.7

82 3.8 2,237

110 10.3 962

193 17.9

1,275

382 1,364

535

522 293

255

3

3

144

15 125
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

① 概要  

 当第２四半期連結累計期間において、当社の経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。引続

き、当社グループは受託業務の選択と集中を推し進め、既存のＣＲＯとの差別化を図ることにより、順調に推移す

ると予測しております。 

 平成24年８月８日付で当第２四半期連結累計期間の業績予想の上方修正を発表いたしましたが、平成25年３月期

通期の業績予想につきましては、現在受託している案件の中止及び今後受託する予定の新規案件の契約締結の時期

等を勘案しながら精査中であります。従いまして、本年５月11日に発表いたしました内容に変更はございません。 

 

  

② 受注残高の推移  

 当社グループのＣＲＯ事業において受託する治験業務では、１年から３年程度の治験実施期間において、症例数

や対象疾患に起因する治験の難易度などにより受託総額が決定します。この実施期間についてクライアントと委受

託契約を締結し、契約に従い毎月売上が発生します。ＣＳＯ事業においても、同程度の期間についてクライアント

と委受託契約を締結し、契約に従い毎月売上が発生します。 

受注残高は、既に契約を締結済みの受託業務の受注金額の残高であります。これは、今後１年から３年程度の期

間で発生する売上高を示しており、当社グループの今後の業績予想の根拠となる指標であります。 

下表のとおり、平成24年３月期末の受注残高に比べ平成24年10月26日時点の受注残高は ％増加しております

が、これは、既存の委受託契約を順調に消化し受注残高の金額が売上高として計上されたものの、これを上回る受

託案件の新規契約があったことによるものです。上記のとおり、アウトソーシング化及び国際共同治験の増加を背

景に足下の受注環境は改善しており、営業活動の結果、既存・新規の顧客から受託案件の打診を受けていることか

ら、ＣＲＡの増員などにより、受託体制の強化に努めてまいります。 

  

表．受注残高の推移 

（単位：百万円） 

  

16.1

  

平成24年 

３月期末 

（Ａ） 

平成25年３月期 
増減率(％) 

(Ｂ－Ａ)/Ａ 第２四半期末 
平成24年10月 

26日時点（Ｂ） 

受注残高  3,507  3,534  4,070  16.1

内訳 

  

  

武田薬品工業 

グループ 
 903  1,098  1,098  21.6

田辺三菱製薬  42  869  869  1,943.0

中外製薬   －  －  508  －

塩野義製薬  226  418  445  97.0

大塚製薬  511  336  336  △34.3

第一三共   893  266  266  △70.1

その他   930  544  545  △41.3
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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 

 該当事項はありません。  

  

（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） 

 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４月１日以後に取得した有形固定資産につい

ては、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。  

  

  

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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881,093 1,263,534

売掛金 744,391 450,992

有価証券 100,863 100,901

前払費用 31,552 43,268

繰延税金資産 46,449 45,514

立替金 54,175 42,523

その他 4,033 97

流動資産合計 1,862,558 1,946,831

固定資産   

有形固定資産 47,712 43,870

無形固定資産 1,077 916

投資その他の資産   

差入保証金 225,860 224,735

その他 17,574 21,147

投資その他の資産合計 243,434 245,883

固定資産合計 292,225 290,670

資産合計 2,154,784 2,237,502

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 30,000 30,000

未払金 89,503 66,047

未払費用 44,713 48,338

未払法人税等 262,793 208,840

未払消費税等 46,045 29,687

預り金 48,532 25,447

賞与引当金 66,012 74,035

リース債務 7,429 5,728

その他 629 968

流動負債合計 595,659 489,095

固定負債   

社債 350,000 350,000

長期借入金 77,500 62,500

リース債務 9,825 11,133

退職給付引当金 40,075 49,457

固定負債合計 477,401 473,091

負債合計 1,073,061 962,186

純資産の部   

株主資本   

資本金 214,043 214,043

資本剰余金 73,000 73,000

利益剰余金 1,090,090 1,288,136

自己株式 △289,159 △289,174

株主資本合計 1,087,973 1,286,005

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △6,250 △10,690

その他の包括利益累計額合計 △6,250 △10,690

純資産合計 1,081,723 1,275,315

負債純資産合計 2,154,784 2,237,502
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 1,381,188 1,723,328

売上原価 805,678 898,078

売上総利益 575,510 825,250

販売費及び一般管理費 308,277 299,827

営業利益 267,233 525,423

営業外収益   

受取利息 103 197

為替差益 157 108

営業外収益合計 261 306

営業外費用   

支払利息 2,825 3,003

営業外費用合計 2,825 3,003

経常利益 264,669 522,726

特別損失   

固定資産売却損 11 －

特別損失合計 11 －

税金等調整前四半期純利益 264,657 522,726

法人税、住民税及び事業税 125,496 202,056

法人税等調整額 △12,189 △2,721

法人税等合計 113,306 199,335

少数株主損益調整前四半期純利益 151,351 323,391

四半期純利益 151,351 323,391
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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４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 151,351 323,391

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △4,552 △4,440

その他の包括利益合計 △4,552 △4,440

四半期包括利益 146,799 318,951

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 146,799 318,951
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

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 264,657 522,726

減価償却費 13,335 10,658

長期前払費用償却額 1,550 1,392

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,287 8,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,862 9,381

有形固定資産売却損益（△は益） 11 －

受取利息及び受取配当金 △103 △197

支払利息 2,825 3,003

為替差損益（△は益） △157 △108

売上債権の増減額（△は増加） △46,078 293,399

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,059 △16,357

立替金の増減額（△は増加） △11,021 11,652

前払費用の増減額（△は増加） △16,420 △11,790

未払金の増減額（△は減少） △12,479 △22,376

預り金の増減額（△は減少） △18,547 △23,084

その他 3,557 7,206

小計 202,337 793,528

利息及び配当金の受取額 103 146

利息の支払額 △2,864 △2,932

法人税等の支払額 △28,020 △255,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,556 535,176

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 △8,782 △3,357

有形固定資産の売却による収入 22 －

無形固定資産の取得による支出 △1,050 －

長期前払費用の取得による支出 － △437

差入保証金の差入による支出 △180 △412

差入保証金の回収による収入 175 631

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,814 △3,575

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △15,000 △15,000

自己株式の取得による支出 － △15

配当金の支払額 △125,344 △125,005

リース債務の返済による支出 △5,855 △4,788

財務活動によるキャッシュ・フロー △146,199 △144,809

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,315 △4,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,225 382,479

現金及び現金同等物の期首残高 549,407 981,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 560,633 1,364,436
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該当事項はありません。 

   

   

  

該当事項はありません。   

   

   

   

（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
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