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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31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 ％

22年9月期第2四半期 16,029 12.7 2,057 52.9 2,131 65.3 1,085 75.5
21年9月期第2四半期 14,222 ― 1,345 ― 1,289 ― 618 ―

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

22年9月期第2四半期 1,235.21 ―
21年9月期第2四半期 703.90 ―

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

22年9月期第2四半期 30,487 15,512 47.5 16,479.42
21年9月期 23,355 14,486 57.8 15,369.33

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  14,484百万円 21年9月期  13,508百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年9月期 ― 167.00 ― 167.00 334.00
22年9月期 ― 190.00
22年9月期 

（予想）
― 190.00 380.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 36,000 25.1 3,300 31.3 3,250 35.4 1,700 60.4 1,934.14



4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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６ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、６ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 
 業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、５ページ定性的情報・財務諸表 ３．連結業績予想に関する 
定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年9月期第2四半期 894,957株 21年9月期  894,957株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  16,010株 21年9月期  16,013株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 878,945株 21年9月期第2四半期 878,952株



  医薬品業界は、高齢化社会進展にともなう政府の医療費増加抑制施策への対応、主力商品の特許切れ、新たな収益

源としての新薬開発等、様々な課題を抱えています。また、2010年の薬価制度改革では、未承認薬・適用外薬問題の

解消促進などの施策が盛り込まれたことにより、新薬開発への取り組みが一層推進されていくことが予想されます。

 このような背景にあって、当社グループが属する業界は製薬企業のアウトソーシングの推進により市場規模が拡大

傾向にあります。  

 当第２四半期連結累計期間においては、国内外の製薬企業から受注した医薬品開発支援等を中心に順調に事業を進

めてまいりました。前年同期に比べ、ヘルスケア事業のSMO業務、CSO事業、CRO事業のデータマネジメント業務など

を中心に売上高が増加した一方で、売上原価、販売費及び一般管理費の抑制に努めました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は16,029百万円（前年同期比1,807百万円増、12.7％

増）、営業利益は2,057百万円（前年同期比711百万円増、52.9％増）、経常利益は2,131百万円（前年同期比842百万

円増、65.3％増）、四半期純利益は1,085百万円（前年同期比466百万円増、75.5％増）と、前年同期に対し増収増益

となりました。  

  

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

 

CRO事業 

   売上高  8,495百万円（前年同期比  3.2％増） 

   営業利益 1,268百万円（前年同期比  39.6％増） 

  

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品開発支援に係る業務を行っております。   

  当第２四半期連結累計期間におけるモニタリング業務では、新規案件の獲得により受注が順調であったものの、一

部の既存案件において顧客都合によるプロジェクト内容の変更や開始の遅れなどの影響を受け、売上高は前年同期並

に推移いたしました。データマネジメント業務では、前期受注した案件の進捗に加え、安全性情報業務が引き続き好

調に推移したことから、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。株式会社応用医学研究所で行っている前臨床業

務では、品質保証事業の試験で一部中止案件があったものの、売上高は前年同期並に推移いたしました。薬事コンサ

ルティング業務等では、ヘルスケア分野の業務が低調であったことから、売上高は前年同期に比べ減少いたしまし

た。 

  この結果、CRO事業の売上高は8,495百万円（前年同期比261百万円増、3.2％増）、営業利益は1,268百万円（前年

同期比359百万円増、39.6％増）となりました。                               

  

                                                     

CMO事業 

   売上高  1,443百万円（前年同期比  11.2％増） 

   営業利益   21百万円（前年同期比  144.9％増） 

  

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品等製造支援に係る業務を行っております。  

  当第２四半期連結累計期間においては、CMIC-VPS Corporationの受託が好調だったことなどにより、売上高は前年

同期に比べ増加いたしました。また、シミックCMO株式会社の事業開始に向けた準備を進め、2010年4月に譲受を完了

しました。 

  この結果、CMO事業の売上高は1,443百万円（前年同期比145百万円増、11.2％増）、営業利益は21百万円（前年同

期12百万円増 144.9％増）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



  

CSO事業 

   売上高  1,636百万円（前年同期比  104.7％増） 

   営業利益  121百万円（前年同期  営業損失49百万円） 

 

 当事業においては、主に製薬企業の医薬品等の営業・マーケティング支援に係る業務を行っております。  

  当第２四半期連結累計期間においては、エムディエス株式会社によるメディカルコミュニケーション業務（販促資

材企画・制作等）及び株式会社シミックエムピーエスエスによるMR（医薬情報担当者）派遣業務が好調に推移し、売

上高は大幅に増加いたしました。 

  この結果、CSO事業の売上高は1,636百万円（前年同期比836百万円増、104.7％増）、営業利益は121百万円（前年

同期：営業損失49百万円）となりました。 

  

 

ヘルスケア事業 

   売上高  3,994百万円（前年同期比  19.1％増） 

   営業利益   804百万円（前年同期比  28.2％増） 

  

  当事業においては、SMO業務、ヘルスケア情報サービスなど、主に医療機関や患者、一般消費者の医療や健康維

持・増進のための支援業務を行っております。 

  当第２四半期連結累計期間においては、SMO業務を行うサイトサポート・インスティテュート株式会社が引き続き

好調に推移し、売上高、営業利益ともに増加いたしました。 

  この結果、ヘルスケア事業の売上高は3,994百万円（前年同期比639百万円増、19.1％増）、営業利益は804百万円

（前年同期比176百万円増、28.2％増）となりました。 

  

  

その他事業 

   売上高   674百万円（前年同期比  3.1％減） 

   営業損失  161百万円（前年同期  営業損失149百万円） 

 

 当事業においては、新規事業及び研究開発に係る業務を行っております。   

  当第２四半期連結累計期間においては、当社が国内外で保有している「L-FABP（L型脂肪酸結合蛋白）を使用した

腎疾患の検査方法」に関して、2009年12月のエフ・ホフマン・ラ・ロシュ社に続き、2010年3月にジェンザイム コ

ーポレーションとライセンス契約を締結するなど、IPD(知的財産開発、Intellectual Property Development)事業で

進展が見られました。 

  その他事業の売上高は674百万円（前年同期比21百万円減、3.1％減）、営業損失は161百万円（前年同期：営業損

失149百万円）となりました。 

  

 上記のセグメント毎の連結売上高及び連結営業利益は、セグメント間の内部取引を含めて記載しております。 

  



（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末比で7,132百万円増加し、30,487百万円

となりました。これは、主に現金及び預金の増加によるものであります。 

 負債合計は、前連結会計年度末比で6,106百万円増加し、14,975百万円となりました。これは、主に長期借入

金の増加によるものであります。 

 純資産合計は、前連結会計年度末比で1,025百万円増加し、15,512百万円となりました。これは、主に利益剰

余金の増加によるものであります。 

  

（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は、前連結会計年度末に比べ5,069百万円増加し、

10,581百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、382百万円の収入（前年同期：510百万円の収入）となりました。これ

は、主に税金等調整前四半期純利益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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、787百万円の支出（前年同期：829百万円の支出）となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、5,457百万円の収入（前年同期：129百万円の支出）となりました。こ

れは、主に長期借入金の増加によるものであります。 

  

 平成22年9月期の業績予想につきましては、平成21年11月6日に平成21年9月期決算短信にて公表いたしました予想

を、現時点での入手可能な数値にあわせて修正しております。   

 第2四半期連結累計期間は、ヘルスケア事業のSMO業務、CSO事業、CRO事業のデータマネジメント業務が好調に推移

し、当初計画を上回る水準で売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益を計上いたしました。下半期においては、

平成22年4月1日に新たに連結子会社となったシミックCMO株式会社の業績が加わる等の理由により、売上高は上半期

実績の160億円から40億円増の200億円を計画しております。一方、利益面は、IPD（知的財産開発、Intellectual 

Property Development）事業における積極的な新規研究開発投資や事業規模の拡大を目指した増員を計画しており、

営業費用の増加が見込まれることから、上半期実績を下回る水準となることを予定しております。これにより、通期

業績予想を、売上高36,000百万円（前回予想比5.9％増）、営業利益3,300百万円（同10.0％増）、経常利益3,250百

万円（同25.0％増）、当期純利益1,700百万円（同41.7％増）に上方修正いたします。 

   

 (通期）  

  
  

 ※業績予想値は現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因 

 によって予想数値と異なる可能性があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 34,000 3,000 2,600 1,200 1,365 27 

今回修正予想（Ｂ） 36,000 3,300 3,250 1,700 1,934 14 

増減額（Ｂ－Ａ） 2,000 300 650 500 －   

増減率（％） 5.9 10.0 25.0 41.7 －   

前期実績 28,784 2,514 2,400 1,059 1,205 63 



 該当事項はありません。 

  

  

簡便な会計処理  

① 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、連結会計年度に係る減価償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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③ 棚卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

  

受注制作のソフトウェアに係る収益計上基準の変更 

 受注制作のソフトウェア契約に係る収益の計上基準については工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第1四半期連結会計期間より適用し、第1四半

期連結会計期間に着手した受注契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性

が認められる契約については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約について

は工事完成基準を適用しております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の損益への影響はありません。 

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,200,940 5,953,343

受取手形及び売掛金 7,082,428 5,931,046

商品及び製品 84,406 18,904

仕掛品 1,409,281 1,440,757

原材料及び貯蔵品 235,967 216,119

その他 1,689,149 1,242,399

貸倒引当金 △1,709 △1,644

流動資産合計 21,700,464 14,800,925

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,329,565 2,271,590

その他（純額） 2,813,817 2,730,471

有形固定資産合計 5,143,382 5,002,061

無形固定資産   

のれん 622,158 672,291

その他 659,408 620,343

無形固定資産合計 1,281,567 1,292,634

投資その他の資産   

投資有価証券 483,355 464,726

敷金及び保証金 1,192,793 1,178,715

その他 728,278 620,843

貸倒引当金 △42,330 △4,737

投資その他の資産合計 2,362,096 2,259,548

固定資産合計 8,787,046 8,554,244

資産合計 30,487,511 23,355,170

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 928,606 536,240

短期借入金 1,430,600 1,428,600

未払法人税等 962,582 931,871

賞与引当金 1,128,762 1,080,928

その他の引当金 66,886 195,642

その他 2,388,072 2,556,477

流動負債合計 6,905,510 6,729,759

固定負債   

長期借入金 6,351,500 691,300

退職給付引当金 1,364,538 1,186,635

その他 353,661 260,635

固定負債合計 8,069,699 2,138,571

負債合計 14,975,210 8,868,330



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,087,750 3,087,750

資本剰余金 5,960,881 5,960,881

利益剰余金 6,021,301 5,082,406

自己株式 △416,229 △416,285

株主資本合計 14,653,702 13,714,752

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △169,166 △205,974

評価・換算差額等合計 △169,166 △205,974

少数株主持分 1,027,765 978,061

純資産合計 15,512,301 14,486,839

負債純資産合計 30,487,511 23,355,170



（２）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20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 14,222,389 16,029,429

売上原価 10,271,636 11,156,811

売上総利益 3,950,753 4,872,617

販売費及び一般管理費 2,605,010 2,815,508

営業利益 1,345,743 2,057,109

営業外収益   

受取利息 7,186 4,244

受取賃貸料 11,064 9,901

受取配当金 5,579 －

負ののれん償却額 17,918 －

持分法による投資利益 680 －

為替差益 － 128,360

その他 14,005 8,631

営業外収益合計 56,435 151,137

営業外費用   

支払利息 20,131 19,575

為替差損 37,636 －

出資金等持分損失負担額 42,394 48,151

持分法による投資損失 － 880

その他 12,127 7,718

営業外費用合計 112,290 76,326

経常利益 1,289,887 2,131,919

特別利益   

固定資産売却益 － 15

特別利益合計 － 15

特別損失   

固定資産除却損 776 6,859

退職給付費用 29,328 －

固定資産減損損失 － 25,468

投資有価証券評価損 － 4,757

特別損失合計 30,105 37,085

税金等調整前四半期純利益 1,259,782 2,094,849

法人税、住民税及び事業税 674,697 974,806

法人税等調整額 △106,138 △20,900

法人税等合計 568,559 953,905

少数株主利益 72,526 55,265

四半期純利益 618,695 1,085,678



（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20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３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 1,259,782 2,094,849

減価償却費 307,857 373,682

固定資産減損損失 － 25,468

のれん償却額 46,370 51,646

負ののれん償却額 △17,918 －

受取利息及び受取配当金 △12,765 △4,244

支払利息 20,131 19,575

出資金等持分損失負担額 42,394 48,151

売上債権の増減額（△は増加） △476,848 △1,137,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △116,764 △48,533

仕入債務の増減額（△は減少） 178,026 393,370

その他 263,582 △492,114

小計 1,493,847 1,324,615

利息及び配当金の受取額 12,767 4,244

利息の支払額 △20,951 △19,194

法人税等の支払額 △975,612 △927,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 510,050 382,385

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 △65,445 △176,400

定期預金の払戻による収入 160,000 －

有形固定資産の取得による支出 △570,397 △397,465

無形固定資産の取得による支出 △174,012 △141,930

投資有価証券の取得による支出 △53,300 △65,275

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△143,670 －

その他 17,620 △6,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △829,204 △787,445

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） 558,000 2,000

長期借入れによる収入 150,000 6,000,000

長期借入金の返済による支出 △314,800 △339,800

リース債務の返済による支出 △11,098 △48,760

配当金の支払額 △119,828 △145,807

少数株主への配当金の支払額 △12,109 △10,380

自己株式の処分による収入 － 55

自己株式の取得による支出 △379,634 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △129,470 5,457,307

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,096 16,772

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △480,722 5,069,019

現金及び現金同等物の期首残高 6,070,677 5,512,948

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,589,955 10,581,967



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

  

（注）１．事業区分の方法 

   事業は、商品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各区分に属する主要な業務 

          CRO事業    ：モニタリング業務、データマネジメント業務、薬事コンサルティング業務、 

                  前臨床業務 

         CMO事業    ：医薬品等製造支援 

         CSO事業    ：医薬品マーケティング支援業務、MR派遣業務 

         ヘルスケア事業 ：SMO業務、ヘルスケア情報サービス 

         その他事業   ：人事組織支援、診断薬開発、新規事業他 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日）及び当第２四半期連結累計期

間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
CRO事業

（千円） 

CMO事業

（千円） 

CSO事業

（千円） 

ヘルスケア
事業  

（千円）

その他事業

（千円）

計 

（千円） 

消去又は 
全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対す 

  る売上高 
 8,217,854  1,285,123  799,256  3,300,952  619,202  14,222,389  －  14,222,389

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

 16,204  12,846  9  54,040  77,066  160,168 (160,168)  －

    計  8,234,059  1,297,969  799,266  3,354,993  696,269  14,382,558 (160,168)  14,222,389

営業利益 

（又は営業損失） 
 908,714  8,734  △49,228  627,451  △149,928  1,345,743  －  1,345,743

  
CRO事業

（千円） 

CMO事業

（千円） 

CSO事業

（千円） 

ヘルスケア
事業  

（千円）

その他事業

（千円）

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高                 

(1）外部顧客に対す 

  る売上高 
 8,422,709  1,443,078  1,579,162  3,981,196  603,281  16,029,429  －  16,029,429

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

 72,855  90  57,042  13,276  71,649  214,913  (214,913)  －

    計  8,495,565  1,443,168  1,636,204  3,994,472  674,931  16,244,342  (214,913)  16,029,429

営業利益 

（又は営業損失） 
 1,268,321  21,391  121,919  804,311  △161,410  2,054,534  2,574  2,057,109

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



  

 該当事項はありません。 

  

（株式取得による会社等の買収） 

 当社は、第一三共株式会社との間で、平成21年７月31日に基本合意書を締結し、同社の完全子会社である第一

三共プロファーマ株式会社静岡工場について、第一三共グループから当社へ製造事業及び工場資産を分割承継す

ることを目的として平成21年10月16日に設立された、シミックCMO株式会社（第一三共株式会社の完全子会社）

の全株式を取得する株式譲渡契約書を平成21年11月30日付けで締結し、平成22年4月1日付けでシミックCMO株式

会社の全株式を取得し、当社の完全子会社といたしました。 

(1) 株式取得の目的 

 当社グループは、開発から製造、販売まで、製薬企業の医薬品事業をフルサポートする体制を整え、当社独自

のビジネスモデルであるPVC（Pharmaceutical Value Creator）のもと、製薬企業の価値 大化に取り組んでお

ります。 

 医薬品製造支援（CMO）事業においては、2005年の薬事法改正以来、日本、韓国、米国の３カ国に工場を有

し、医療用医薬品、OTCなどの製造に対応した事業の展開を図ってまいりました。本譲受により固形剤ならびに

注射剤の生産が可能となることから、ほぼ全ての剤形の製造受託が可能となり、医薬品製造のファブレス化やア

ウトソーシング化を進める製薬企業の多種多様なニーズに対し、柔軟かつ迅速なサービスの提供が可能となりま

す。 

 今後は、静岡工場を加えた4拠点の連携強化で製造技術や製剤開発力の強化を行い、高い品質と柔軟で安定し

た生産供給を目指してまいります。また、PVCモデルを活かし、医薬品開発支援（CRO）事業や医薬品営業支援

(CSO)事業との連携を深めることで、製薬会社の生産機能である治験薬製造から商業生産までの一貫受託も可能

な支援サービスが提供できるよう、CMO事業の拡充に傾注してまいります。  

(2)株式取得の相手会社の名称 

  第一三共株式会社 

(3)買収する会社の名称、事業内容、規模 

  名称   シミックCMO株式会社  

  事業内容 医薬品等製造 

  規模   資本金 100百万円 

(4)株式取得の時期 

  平成22年４月１日   

(5)取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

  取得した株式の数  2,000株 

  取得価額      5,740百万円 

  取得後の持分比率   100％  

(6)支払資金の調達方法 

  銀行借入による                                         

（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



（１）事業の種類別受注実績 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

   ２．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

   ３．CMO事業の受注残高は確定注文を受けているもののみ計上しております。顧客からは、年間ベースの

発注計画等の提示を受けていますが、確定注文とは異なりますので受注残高には含めておりません。

      ４．第１四半期連結会計期間より、前連結会計年度までその他事業に含まれていた中国事業をCRO事業に

変更しております。 

     この影響により当第２四半期連結累計期間期首のCRO事業の受注残高は181百万円増加し、その他事業

の受注残高は同額減少しております。 

   ５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

     

（２）事業の種類別販売実績 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

  ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

事業の種類別 

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年10月１日 

至 平成21年３月31日）

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年10月１日 

至 平成22年３月31日） 

前連結会計年度  
(自 平成20年10月１日 

至 平成21年９月30日) 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

受注高 

(百万円) 

受注残高 

(百万円) 

CRO事業  6,412  15,109  11,482  21,514  18,053  18,272

CMO事業  1,305  281  1,483  340  2,783  299

CSO事業  1,066  786  2,487  1,990  2,503  1,082

ヘルスケア事業   4,418  8,099  4,575  8,486  7,373  7,893

その他事業  375  563  285  418  1,053  917

合計  13,579  24,840  20,314  32,750  31,767  28,465

事業の種類別 

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間

（自 平成20年10月１日 

至 平成21年３月31日）

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成21年10月１日 

至 平成22年３月31日） 

前連結会計年度  

(自 平成20年10月１日 

至 平成21年９月30日)

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

CRO事業  8,217  8,422  16,694

CMO事業  1,285  1,443  2,744

CSO事業  799  1,579  1,940

ヘルスケア事業  3,300  3,981  6,461

その他事業  619  603  943

合計  14,222  16,029  28,784
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