
 
 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

   

   

 
     

   

 
 (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 405 △16.3 △62 ― △9 ― △9 ―
25年３月期第１四半期 484 76.1 △1 ― △46 ― △76 ―

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 △37百万円( ― ％) 25年３月期第１四半期 △80百万円( ― ％)

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１四半期 △2.91 ―
25年３月期第１四半期 △23.22 ―

（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１四半期 3,849 754 19.6
25年３月期 3,765 579 15.4

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 754百万円 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 ―

26年３月期(予想) 0.00 ― 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

第２四半期(累計) 880 △14.5 △28 ― △46 ― △29 ― △8.99
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１Ｑ 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１Ｑ 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１Ｑ 3,361,971株 25年３月期１Ｑ 3,305,700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２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、ＣＲＯ各社の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

関連データや試験研究関連文書の管理システムを導入し、試験研究業務の効率化を推進しております。

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、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１四半期連結累計期間の業績は、売上高405,153千円（前年同期比16.3％減）、営業

損失62,210千円（前年同期は営業損失1,202千円）、経常損失9,672千円（前年同期は経常損失46,063千

円）、四半期純損失9,787千円（前年同期は四半期純損失76,766千円）となりました。 

  

当第１四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370,404千円（前年同期比22.1％減）となりました。また、売上高減少の

影響により、営業利益は3,635千円（前年同期比95.7％減）となりました。 

このうちバイオアナリシスにおいては、概ね計画どおり試験を終了できましたが、当第１四半期連結

累計期間に終了予定の試験が少なかったことから、売上高は300,263千円（前年同期比29.1％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１四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できたことにより、売上高は70,140千円（前年同期比34.9％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、その成果が徐々に見え始めておりま

す。その結果、当第１四半期連結累計期間において、売上高は35,051千円（前年同期比295.7％増）と

なり、前年同期に比べ増収となりました。しかしながら、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65,994千円（前年同期は営業損失85,476千円）となりました。 

  

当第１四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83,385千円増加して

3,849,357千円となりました。これは主に、現金預金の増加48,467千円、仕掛品の増加106,707千円、前

払費用の増加55,230千円、売掛金の減少91,850千円、及びリース資産の減少21,631千円によるものであ

ります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ92,189千円減少して3,094,573千円となりました。これは主に、短

期借入金の減少58,400千円、長期借入金の減少38,925千円、社債の減少50,000千円、及び前受金の増加

51,431千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175,575千円増加して754,783千円となりました。これは主に、当

第１四半期連結累計期間の四半期純損失9,787千円の計上、為替換算調整勘定の借方残高の増加27,378

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。  

  

当第１四半期連結累計期間の業績は想定どおりに推移しております。このため、当第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想に変更はありません。 

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

（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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 927,206 975,673

売掛金 277,099 185,248

仕掛品 297,648 404,355

原材料及び貯蔵品 48,824 50,812

その他 156,323 204,588

貸倒引当金 △1,284 △810

流動資産合計 1,705,817 1,819,868

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 687,153 685,750

工具、器具及び備品（純額） 385,186 388,118

土地 358,886 362,734

その他（純額） 226,828 204,417

有形固定資産合計 1,658,054 1,641,021

無形固定資産 44,844 41,986

投資その他の資産 352,232 341,800

固定資産合計 2,055,131 2,024,807

繰延資産 5,023 4,680

資産合計 3,765,971 3,849,357

負債の部   

流動負債   

買掛金 43,659 41,652

短期借入金 668,800 610,400

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 214,966 244,876

未払法人税等 1,360 1,652

賞与引当金 56,421 47,122

受注損失引当金 65,627 75,104

その他 408,213 486,512

流動負債合計 1,559,048 1,607,320

固定負債   

社債 300,000 250,000

長期借入金 960,628 891,793

退職給付引当金 167,374 172,188

役員退職慰労引当金 36,550 29,147

資産除去債務 14,676 14,832

その他 148,485 129,292

固定負債合計 1,627,714 1,487,253

負債合計 3,186,763 3,094,573
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６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 227,662 217,874

自己株式 △194 △194

株主資本合計 755,278 958,232

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △176,070 △203,448

その他の包括利益累計額合計 △176,070 △203,448

純資産合計 579,208 754,783

負債純資産合計 3,765,971 3,849,357
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 484,289 405,153

売上原価 303,742 310,416

売上総利益 180,546 94,736

販売費及び一般管理費   

役員報酬 15,760 15,760

給料及び手当 43,560 38,194

法定福利費 7,241 7,389

賞与引当金繰入額 6,284 8,193

退職給付費用 2,508 2,388

役員退職慰労引当金繰入額 1,510 1,597

旅費及び交通費 5,519 4,153

保険料 7,131 6,787

支払手数料 15,870 18,984

減価償却費 4,728 3,654

研究開発費 46,915 25,395

貸倒引当金繰入額 － △473

その他 24,718 24,921

販売費及び一般管理費合計 181,749 156,947

営業損失（△） △1,202 △62,210

営業外収益   

受取利息 － 3

受取配当金 105 10

為替差益 － 59,332

保険解約返戻金 6,557 6,622

その他 64 322

営業外収益合計 6,727 66,290

営業外費用   

支払利息 8,420 7,622

社債利息 1,389 1,075

社債発行費償却 342 342

株式交付費 － 4,687

為替差損 41,245 －

その他 190 24

営業外費用合計 51,587 13,752

経常損失（△） △46,063 △9,672

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 － 391

特別損失合計 － 825

税金等調整前四半期純損失（△） △46,063 △9,447

法人税、住民税及び事業税 21,614 395

法人税等調整額 9,087 △55

法人税等合計 30,702 339

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,766 △9,787

四半期純損失（△） △76,766 △9,787
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △76,766 △9,787

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △4,075 △27,378

その他の包括利益合計 △4,075 △27,378

四半期包括利益 △80,841 △37,165

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △80,841 △37,165

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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１四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１四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１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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 

該当事項はありません。 

  

（３）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 475,432 8,857 484,289 484,289

計 475,432 8,857 484,289 484,289

セグメント利益又は損失(△) 84,123 △85,476 △1,352 △1,352

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △1,352

セグメント間取引消去 150

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △1,202
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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 370,404 34,749 405,153 405,153

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 302 302 302

計 370,404 35,051 405,456 405,456

セグメント利益又は損失(△) 3,635 △65,994 △62,358 △62,358

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 △62,358

セグメント間取引消去 147

四半期連結損益計算書の営業損失(△) △62,210

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 米国 計

減損損失 ― 391 391 391
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