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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期

会計期間

自平成23年
　９月１日
至平成24年
　２月29日

自平成24年
　９月１日
至平成25年
　２月28日

自平成25年
９月１日

至平成26年
２月28日

自平成23年
　９月１日
至平成24年
　８月31日

自平成24年
　９月１日
至平成25年
　８月31日

売上高　　　　　　　　　　　（千円） － － 4,347,561 7,845,374 8,240,164

経常利益　　　　　　　　　　（千円） － － 372,636 719,951 749,427

中間（当期）純利益　　　　　（千円） － － 230,478 345,531 444,766

中間包括利益又は包括利益　　（千円） － － 225,110 345,004 444,726

純資産額　　　　　　　　　　（千円） － － 2,215,560 1,825,670 2,056,677

総資産額　　　　　　　　　　（千円） － － 4,859,436 3,961,023 4,983,184

１株当たり純資産額　　　　　 （円） － －     865.90 702.83 805.46

１株当たり中間（当期）純利益金額 

                            （円）
－ －     90.47 133.02 173.97

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額                  （円）
－ － － － 173.94

自己資本比率                （％） － －     45.4 46.1 41.2

営業活動による

キャッシュ・フロー          （千円）
－ － 61,066 586,323 534,892

投資活動による

キャッシュ・フロー         （千円）
－ － △32,666 △24,357 △746,125

財務活動による

キャッシュ・フロー         （千円）
－ － △281,696 △115,025 440,830

現金及び現金同等物の中間期末（期末）

残高                       （千円）
－ － 1,580,404 1,605,272 1,833,746

従業員数　　　　　　　　　　　(名) － － 785 730 748

 (注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　２ 第30期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

        ん。

 第32期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当中間連結会計期間において潜在株式は存 

　 在したものの、希薄化効果を有しないため記載しておりません。　

　　　３ 第30期中及び第31期中については、中間連結財務諸表を作成していないため、記載しておりません。　
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第30期中 第31期中 第32期中 第30期 第31期

会計期間

自平成23年
　９月１日
至平成24年
　２月29日

自平成24年
　９月１日
至平成25年
　２月28日

自平成25年
　９月１日
至平成26年
　２月28日

自平成23年
　９月１日
至平成24年
　８月31日

自平成24年
　９月１日
至平成25年
　８月31日

売上高                      （千円） － － 3,902,336 7,478,334 7,462,807

経常利益                   （千円） － － 177,609 762,551 525,415

中間（当期）純利益         （千円） － － 103,064 400,878 307,292

資本金                     （千円） － － 361,520 361,520 361,520

発行済株式総数              （株） － － 2,547,565 2,597,600 2,597,600

純資産額                   （千円） － － 2,059,317 1,943,907 2,037,480

総資産額                   （千円） － － 4,756,583 4,068,479 4,689,069

１株当たり純資産額          （円） － －     808.35 748.35 797.93

１株当たり中間（当期）純利益金額

                            （円）
－ －     40.45 154.33 120.20

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益金額                  （円）
－ － － － 120.17

１株当たり配当額             （円） － －    － 40.00 50.00

自己資本比率                （％） － －     43.3 47.8 43.4

従業員数　　　　　　　　　　　(名) － － 732 694 698

（注）１  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第30期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

　　第32期中の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当中間会計期間において潜在株式は存在

したものの、希薄化効果を有しないため記載しておりません。　

３　従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者、取締役を兼務しない執行

役員及び所定労働時間を満たしている契約社員を含んでおります。）であり、臨時雇用者数は従業員の100

分の10未満であるため、記載を省略しております。

４　第30期中及び第31期中については、中間財務諸表を作成していないため、記載しておりません。
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２【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。また、主要な関係会社の異動は、「第一部　企業情報　第１　企業の概況　３　関係会社の状況」に

記載のとおりであります。

　　　

３【関係会社の状況】

当中間連結会計期間において、従来、その他の関係会社でありました以下の会社が提出会社の親会社となりまし

た。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

（％）
関係内容

（親会社）

エムスリー株式会社(注)
東京都港区 1,404,340

インターネットを

利用した医療関連

サービスの提供

被所有

100.00

役員の兼任１名

資本・業務提携

（注）有価証券報告書の提出会社であります。

　

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業
の内容

議決権の所有
又は被所有割合

（％）
関係内容

（連結子会社）

株式会社ブイエムスリー
東京都中央区 30,000

インターネットを

利用した獣医療関

連サービスの提供

所有

50.00
役員の兼任２名

　

４【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成26年２月28日現在

セグメントの
名称

従業員数（名）

CRO事業 　　　　　　　　　　　　     

　モニタリ

ング業務
441

　データマ

ネジメント

業務

30

　ファーマ

コヴィジラ

ンス業務

64

　その他業

務
24

　　　CRO

事業計
559

CSO事業 138

全社（共

通）　
88

合計 785

（注）１　従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出

向者、取締役を兼務しない執行役員及び所定労働時間を満たしている契約社員を含んでおります。）であり

ます。

２　臨時雇用者数は従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

３　全社（共通）として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているもので

あります。
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(2) 提出会社の状況

　 平成26年２月28日現在

　　　従業員数（名） 732

（注）１　従業員数は就業人員（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者、取締役を兼務しない執行

役員及び所定労働時間を満たしている契約社員を含んでおります。）であります。

２　臨時雇用者数は従業員の100分の10未満であるため、記載を省略しております。

　

(3) 労働組合の状況

　労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。　
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の増加等ゆるやかな回復傾向が持続し

ているものの、海外景気の動向が下押しリスクとなる中で推移しております。

医薬品業界におきましては、近年、新薬の創出が困難になりつつあることに加え、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、製薬会社は新薬の研究開発を強化し、パイプラインの充

実や経営資源の集中を進めております。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、製薬会社か

らの臨床開発支援業務に対するニーズは継続するものと予測されますが、今後はプロジェクトの大型化、国際共

同治験の増加、特定領域への知見等、CROの選別が始まっていくものと考えられます。また、CSO事業においても

コントラクトMRによる営業・マーケティング活動の更なる効率化や生産性の向上が求められる状況にあります。

このような環境のもと、当社グループは、モニタリング業務を中心にCRO事業の継続的な拡大とともに、CSO事

業を新たな成長のドライバーとして、継続的な発展を目指す方針であります。

CRO事業においては、規模の拡大によって人材の層の厚さを高める一方で、ITの活用をはじめとする業務効率

化、生産性の向上に取り組んで参ります。

CSO事業においては、採用を積極化し、教育体制の強化を図ることで事業規模の拡大を進めて参ります。ま

た、「MRのe武装化」によりMRの生産性を向上させることで他社との差別化を推進して参ります。　

当中間連結会計期間においては、平成26年２月18日付でエムスリー株式会社を完全親会社とする株式交換を実

施し、CRO事業及びCSO事業におけるインターネットを組み合わせたサービス提供による差別化を進めておりま

す。

この結果、当中間連結会計期間の業績につきましては、売上高4,347,561千円、営業利益358,878千円、経常利

益372,636千円、中間純利益230,478千円となりました。　

　

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

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新規受注及び既存案件の進捗が順調に推移した

ことにより、売上高は3,815,666千円、セグメント利益は932,457千円となりました。

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531,894千

円となりましたが、人材の確保や育成に伴う経費の増加等の影響により、40,752千円のセグメント損失とな

りました。

 　

　なお、当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表は

作成していないため、前年同期との比較分析は行っておりません。（以下「(2) キャッシュ・フローの状況」、

「２　生産、受注及び販売の状況」及び「７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」にお

いても同じ。）

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　　　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は1,580,404千円となりました。　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動によるキャッシュ・フローでは61,066千円の収入となりました。収入の主な内訳は、税金等調整前

中間純利益379,067千円等であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額111,581千円、前受金の減少98,740千

円等であります。

（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・フローでは32,666千円の支出となりました。これは、有形固定資産の取得によ

る支出22,694千円、事業譲受による支出6,953千円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）　

 財務活動によるキャッシュ・フローでは281,696千円の支出となりました。これは長期借入金の返済による

支出220,000千円及び配当金の支払76,232千円等によるものであります。　 
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

　 当中間連結会計期間における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　セグメントの名称

当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日

至　平成26年２月28日）

生産高（千円）

CRO事業　     

　モニタリング業務 3,165,560

　データマネジメント業務 219,737

　ファーマコヴィジランス業務 389,936

　その他業務 114,804

　　　CRO事業計　 3,890,039

CSO事業 531,085

合計 4,421,125

（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。

３　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) 受注状況

   当中間連結会計期間における受注状況をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　セグメントの名称

当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日

至　平成26年２月28日）　　

受注高（千円） 受注残高（千円）

CRO事業　         

　モニタリング業務 2,252,647 8,020,968

　データマネジメント業務 295,884 550,203

　ファーマコヴィジランス業務 446,221 423,310

　その他業務 127,452 136,764

　　　CRO事業計 3,122,205 9,131,246

CSO事業　 335,538 492,499

合計 3,457,744 9,623,746

（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。

３　セグメント間の取引については相殺消去しております。
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(3) 販売実績

　　当中間連結会計期間における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

　セグメントの名称

当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日

至　平成26年２月28日）　

販売高（千円）

CRO事業　     

　モニタリング業務 3,112,590

　データマネジメント業務 264,920

　ファーマコヴィジランス業務 357,951

　その他業務 80,205

　　　CRO事業計 3,815,666

CSO事業　 531,894

合計 4,347,561

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。　

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　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。　

相手先

当中間連結会計期間
（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

販売高（千円） 割合（％）

PPD DEVELOPMENT(S)PTE. LTD. 697,462 16.0

　　　　　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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３【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

４【事業等のリスク】

当中間連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券報告書

に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

５【経営上の重要な契約等】

（1）株式会社MICメディカルとの事業譲渡契約

当社は、平成25年９月26日開催の取締役会において、持分法適用関連会社である株式会社MICメディカルから医

用画像解析事業を譲受けることについて決議し、同日付で事業譲渡契約を締結いたしました。本譲渡契約に基づ

き、平成25年10月１日に事業の譲受けを実行しております。

なお、詳細につきましては、「第５　経理の状況　１　中間連結財務諸表等　(1)中間連結財務諸表　注記事項

（企業結合等関係）」に記載のとおりであります。

　

（2）エムスリー株式会社との株式交換契約

当社は、平成25年12月２日開催の取締役会において、エムスリー株式会社（以下「エムスリー」という。）を

完全親会社とし、当社を完全子会社とする株式交換を行うことを決議し、同日付で株式交換契約を締結いたしま

した。

① 本株式交換による完全子会社化の目的

　当社及びエムスリーが持つ経営資源の最大限の活用と経営判断の迅速化を可能とする強固な体制を構築する

ことを目的としております。

② 本株式交換の日程

　取締役会決議日(両社) 　平成25年12月２日

　本株式交換契約締結日(両社) 　平成25年12月２日

　臨時株主総会開催日(当社) 　平成26年１月23日

　株主交換比率決定日(当社) 　平成26年２月３日

　本株式交換の実施日(効力発生日) 　平成26年２月18日

③ 本株式交換の方式

　エムスリーを株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする株式交換となります。本株式交換は、

エムスリーについては、会社法第796条第３項の規定に基づき、簡易株式交換の手続きにより株主総会の承認

を受けずに行っております。当社については、平成26年１月23日に開催の当社の臨時株主総会の承認を受けた

上で行っております。

④ 本株式交換に係る割当ての内容　

　当社の普通株式（ただし、エムスリーが有する当社の普通株式を除く。）１株に対して、エムスリーの普通

株式0.0113株を割当て交付いたしました。

 エムスリー　 当社　

　本株式交換に係る割当ての内容 １ 0.0113

　本株式交換により交付する株式数 普通株式　21,449株

⑤ 株式交換比率の算定方法

　本株式交換の株式交換比率の算定にあたり、当社及びエムスリーはそれぞれ別個に独立した第三者算定機関

に、株式交換比率の算定の基礎となる当社の１株当たり価値の算定を依頼することとし、エムスリーは野村證

券株式会社を、当社は朝日ビジネスソリューション株式会社を第三者算定機関としてそれぞれ選定いたしまし

た。

　当社及びエムスリーは、それぞれ第三者算定機関から提出を受けた本株式交換比率の算定結果を慎重に検討

し、両社で真摯に交渉、協議を重ねた結果、本株式交換比率が妥当であるとの判断に至り、両社間で本株式交

換契約を締結いたしました。
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⑥ 株式交換完全親会社の概要

　名称 　エムスリー株式会社

　所在地 　東京都港区赤坂一丁目11番44号

　代表者の役職・氏名 　代表取締役　谷村　格

　事業内容 　インターネットを利用した医療関連サービスの提供

　資本金 　1,404,340千円

 

６【研究開発活動】

該当事項はありません。

　

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）財政状態の分析

　（資産）

　資産合計は、前連結会計年度末と比べ123,748千円減少し、4,859,436千円となりました。これは、主として

受取手形及び売掛金の増加48,364千円、たな卸資産の増加31,165千円、関係会社株式の増加31,153千円等が

あった一方で、現金及び預金の減少253,341千円等があったことによるものであります。 

 　　　（負債）

　負債合計は、前連結会計年度末と比べ282,631千円減少し、2,643,875千円となりました。これは、主として

長期借入金の減少170,000千円、前受金の減少98,740千円等によるものであります。

　　　　（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末と比べ158,883千円増加し、2,215,560千円となりました。主な要因は、中間純

利益230,478千円の計上等によるものであります。

　　　

(2) 経営成績の分析

 経営成績の分析につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1) 業績」に記

載のとおりであります。

　

(3）キャッシュ・フローの状況の分析

　キャッシュ・フローの状況の分析につきましては、「第一部　企業情報　第２　事業の状況　１　業績等の概

要　(2）キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

２【設備の新設、除却等の計画】

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありませ

ん。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 9,000,000

計 9,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在

発行数（株）
（平成26年２月28日）

提出日現在
発行数（株）

（平成26年４月25日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 2,547,565 2,547,565 非上場
単元株式数

100株

計 2,547,565 2,547,565 － －

 

(2)【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　　

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4)【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(5)【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
　

（千円）

資本金残高
　

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成26年２月17日

（注）
△50,035 2,547,565 ― 361,520 ― 261,081

　　（注）発行済株式総数の減少は自己株式の消却であります。

　

(6)【大株主の状況】

　 平成26年２月28日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

エムスリー株式会社 東京都港区赤坂一丁目11番44号 2,547,565 100.00

計 － 2,547,565 100.00

　　（注）平成26年２月18日効力発生のエムスリー株式会社との株式交換に伴い、当社は同社の完全子会社となってお

ります。
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(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成26年２月28日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等） ― ― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　2,547,500 25,475 ―

単元未満株式 普通株式　　　　　　 65 ― ―

発行済株式総数 2,547,565 ― ―

総株主の議決権 ― 25,475 ―

　

②【自己株式等】

該当事項はありません。

　

　

２【株価の推移】

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成25年９月 10月 11月 12月 平成26年１月 ２月

最高（円） 3,110 3,185 2,825 3,480 3,560 3,555

最低（円） 2,416 2,725 2,610 2,761 3,335 3,130

　（注）１　最高・最低株価は、東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）におけるものであります。

　　　　２　平成26年２月13日付で上場廃止し、エムスリー株式会社の完全子会社となったことに伴い、最終取引日であ

る平成26年２月12日までの株価について記載しております。

　

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号）に基づいて作成しております。

 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号）に基づいて作成しております。

　

(3) 当社は、前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間(平成24年９月１日から平成25

年２月28日まで)の中間連結財務諸表及び前中間会計期間(平成24年９月１日から平成25年２月28日まで)の中間財

務諸表は作成しておりません。従って、前中間連結会計期間及び前中間会計期間との対比は行っておりません。

   なお、参考として、前第２四半期連結会計期間末(平成25年２月28日現在)の四半期連結貸借対照表並びに前第２

四半期連結累計期間(平成24年９月１日から平成25年２月28日まで)の四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益

計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書を「１ 中間連結財務諸表等」の「(2)その他」に記載しておりま

す。

　

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間連結会計期間（平成25年９月１日から平成26年

２月28日まで）及び中間会計期間（平成25年９月１日から平成26年２月28日まで）の中間連結財務諸表及び中間財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツにより中間監査を受けております。
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１【中間連結財務諸表等】
(１)【中間連結財務諸表】
①【中間連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年８月31日)

当中間連結会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,833,746 1,580,404

受取手形及び売掛金 1,212,698 1,261,062

たな卸資産 333,716 364,882

その他 253,510 267,470

流動資産合計 3,633,672 3,473,820

固定資産

有形固定資産
※1 92,998 ※1 111,689

無形固定資産

のれん 38,845 21,295

その他 32,710 32,761

無形固定資産合計 71,555 54,056

投資その他の資産

関係会社株式 784,737 815,891

敷金 252,583 250,419

その他 147,637 153,558

投資その他の資産合計 1,184,958 1,219,869

固定資産合計 1,349,512 1,385,616

資産合計 4,983,184 4,859,436

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 440,000 390,000

リース債務 696 696

未払金 265,401 295,460

未払法人税等 108,093 132,295

賞与引当金 271,235 282,886

受注損失引当金 13,628 －

その他 579,003 434,593

流動負債合計 1,678,059 1,535,933

固定負債

長期借入金 875,000 705,000

リース債務 406 58

退職給付引当金 285,317 308,789

役員退職慰労引当金 69,272 73,017

資産除去債務 18,452 21,077

固定負債合計 1,248,448 1,107,942

負債合計 2,926,507 2,643,875

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 1,544,892 1,583,327

自己株式 △115,500 －

株主資本合計 2,051,993 2,205,928

新株予約権 4,683 －
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少数株主持分 － 9,632

純資産合計 2,056,677 2,215,560

負債純資産合計 4,983,184 4,859,436
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②【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】

（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

売上高 4,347,561

売上原価 3,142,681

売上総利益 1,204,879

販売費及び一般管理費
※ 846,001

営業利益 358,878

営業外収益

受取利息 32

持分法による投資利益 31,153

その他 655

営業外収益合計 31,841

営業外費用

支払利息 5,164

支払手数料 12,000

その他 918

営業外費用合計 18,083

経常利益 372,636

特別利益

新株予約権戻入益 7,193

特別利益合計 7,193

特別損失

固定資産除却損 761

特別損失合計 761

税金等調整前中間純利益 379,067

法人税、住民税及び事業税 123,884

法人税等調整額 30,072

法人税等合計 153,956

少数株主損益調整前中間純利益 225,110

少数株主損失（△） △5,367

中間純利益 230,478
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【中間連結包括利益計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

少数株主損益調整前中間純利益 225,110

中間包括利益 225,110

（内訳）

親会社株主に係る中間包括利益 230,478

少数株主に係る中間包括利益 △5,367
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③【中間連結株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 361,520

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 361,520

資本剰余金

当期首残高 261,081

当中間期変動額

自己株式の消却 △115,615

その他資本剰余金の負の残高の振替 115,615

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 261,081

利益剰余金

当期首残高 1,544,892

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 230,478

その他資本剰余金の負の残高の振替 △115,615

当中間期変動額合計 38,434

当中間期末残高 1,583,327

自己株式

当期首残高 △115,500

当中間期変動額

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 115,615

当中間期変動額合計 115,500

当中間期末残高 －

株主資本合計

当期首残高 2,051,993

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 230,478

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 －

その他資本剰余金の負の残高の振替 －

当中間期変動額合計 153,934

当中間期末残高 2,205,928
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（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

新株予約権

当期首残高 4,683

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,683

当中間期変動額合計 △4,683

当中間期末残高 －

少数株主持分

当期首残高 －

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

9,632

当中間期変動額合計 9,632

当中間期末残高 9,632

純資産合計

当期首残高 2,056,677

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 230,478

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 －

その他資本剰余金の負の残高の振替 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

4,948

当中間期変動額合計 158,883

当中間期末残高 2,215,560
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④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当中間連結会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益 379,067

減価償却費 23,638

のれん償却額 17,550

受取利息及び受取配当金 △32

支払利息 5,164

持分法による投資損益（△は益） △31,153

売上債権の増減額（△は増加） △48,364

たな卸資産の増減額（△は増加） △31,165

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,865

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,745

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,472

立替金の増減額（△は増加） △30,040

前受金の増減額（△は減少） △98,740

未払金の増減額（△は減少） 28,169

未払費用の増減額（△は減少） △48,003

その他 △35,327

小計 165,846

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △5,312

法人税等の支払額 △111,581

法人税等の還付額 12,081

営業活動によるキャッシュ・フロー 61,066

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 △22,694

無形固定資産の取得による支出 △5,294

事業譲受による支出 △6,953

その他 2,275

投資活動によるキャッシュ・フロー △32,666

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 180,000

短期借入金の返済による支出 △180,000

長期借入金の返済による支出 △220,000

少数株主からの払込みによる収入 15,000

リース債務の返済による支出 △348

自己株式の取得による支出 △115

配当金の支払額 △76,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △281,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,341

現金及び現金同等物の期首残高 1,833,746

現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,580,404

EDINET提出書類

株式会社メディサイエンスプラニング(E21682)

半期報告書

21/54



【注記事項】

（中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数　　　　　　　２　社

連結子会社の名称

株式会社シーポック

株式会社ブイエムスリー

　なお、当中間連結会計期間において新たに株式会社ブイエムスリーを設立したため、連結の範囲に含

めております。　

(2) 非連結子会社の名称等

　該当事項はありません。

　

２　持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社の数　　　２　社

持分法適用の関連会社の名称

株式会社臨床医薬研究協会

株式会社MICメディカル

　

３　連結子会社の中間決算日等に関する事項

　　連結子会社の中間決算日は、中間連結決算日と一致しております。

　

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法

② たな卸資産

仕掛品

　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

貯蔵品

　最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）は、定額法を採用しておりま

す。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　　　 　　３～９年

　工具、器具及び備品 　４～15年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用

しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

 なお、当中間連結会計期間においては、過去の貸倒実績及び回収不能が見込まれる債権残高がないた

め、計上しておりません。　

② 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当中間連結会計期間の負担額を計上しており

ます。

③ 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生していると認められる金額を計上しております。

　過去勤務債務は、一定の年数（９年）による定額法により按分した額を発生連結会計年度から費用処

理しております。

　数理計算上の差異の償却方法は、発生時に一括費用処理を行っております。

　また、当社の執行役員（取締役である執行役員を除く）の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に

基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上

しております。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

　　金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段・・・金利スワップ

　ヘッジ対象・・・借入金

③ ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しており、投機目的の取引は行わ

ない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

　　特例処理によっている金利スワップにつき、有効性評価を省略しております。

(5) のれんの償却に関する事項

　　のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

(6) 中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資からなっております。

(7) その他中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
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（中間連結貸借対照表関係）

　※１　有形固定資産の減価償却累計額

前連結会計年度
（平成25年８月31日）

当中間連結会計期間
（平成26年２月28日）

276,399千円 289,892千円

　　

　　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約を締結しております。本契約に

基づく当中間連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。　

　
前連結会計年度

（平成25年８月31日）
当中間連結会計期間
（平成26年２月28日）

当座貸越極度額 800,000千円 600,000千円

借入実行額 － －

差引額 800,000 600,000

　

（中間連結損益計算書関係）

　※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　
当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

給与手当及び賞与 257,316千円

賞与引当金繰入額 41,853

退職給付費用 24,713

役員退職慰労引当金繰入額 7,567

支払手数料 94,852
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日）

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類　
当連結会計年度期首
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式                 

普通株式 2,597,600 － 50,035 2,547,565

合計 2,597,600 － 50,035 2,547,565

自己株式                 

普通株式 50,000 35 50,035 －

合計 50,000 35 50,035 －

　（変動事由の概要）

　　増加数の内訳は、次のとおりであります。

　　　単元未満株式の買取りによる増加　　　　35株

　　減少数の内訳は、次のとおりであります。

　　　自己株式の消却　　　　　　　　　　50,035株　　　　

　

２　配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成25年11月27日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 76,428 30.00 平成25年８月31日 平成25年11月28日

　　

　(2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末日後となる

もの

　　　　該当事項はありません。　　

　

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

　
当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

現金及び預金勘定 1,580,404千円

現金及び現金同等物 1,580,404

　

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１ リース資産の内容

   有形固定資産

　車輌運搬具であります。

２ リース資産の減価償却の方法

　中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．会計処理基準に関する事項　（2）重要

な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。
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（金融商品関係）

 金融商品の時価等に関する事項

　中間連結貸借対照表計上額（連結貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）２ 参

照）。

　

前連結会計年度（平成25年８月31日） 

（単位：千円）

 連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1）現金及び預金 1,833,746 1,833,746 －

(2）受取手形及び売掛金 1,212,698 1,212,698 －

(3）敷金 252,583 247,424 △5,158

資産計 3,299,027 3,293,869 △5,158

(1）未払金 265,401 265,401 －

(2）未払法人税等 108,093 108,093 －

(3）長期借入金(*) 1,315,000 1,315,272 272

負債計 1,688,495 1,688,766 272

デリバティブ取引 － － －

(*)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

　

当中間連結会計期間（平成26年２月28日） 

（単位：千円）

 
中間連結貸借対照表

　計上額
時価 差額

(1）現金及び預金 1,580,404 1,580,404 －

(2）受取手形及び売掛金 1,261,062 1,261,062 －

(3）敷金 250,419 247,935 △2,484

資産計 3,091,887 3,089,403 △2,484

(1）未払金 295,460 295,460 －

(2）未払法人税等 132,295 132,295 －

(3）長期借入金(*) 1,095,000 1,096,554 1,554

負債計 1,522,756 1,524,310 1,554

デリバティブ取引 － － －

(*)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金が含まれております。

　

（注）１ 金融商品の時価の算定方法及び有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

(1）現金及び預金、(2）受取手形及び売掛金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(3）敷金

　敷金の時価については、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割り引いた現在価値により算定してお

ります。

 

負　債
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(1）未払金、（2）未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に

よっております。

(3）長期借入金

　長期借入金の時価については、元利金の合計額(*)を同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で

割り引いた現在価値により算定しております。

(*) 金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金(注記事項「デリバティブ取引関係」を参照)につい

　ては、その金利スワップのレートによる元利金の合計額　

　

デリバティブ取引

　注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。

　

（注）２ 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　 （単位：千円）

区分
前連結会計年度

（平成25年８月31日）
当中間連結会計期間
（平成26年２月28日）

投資有価証券（非上場株式）　 2,000 2,000

関係会社株式（非上場株式）　 784,737 815,891

合計　 786,737 817,891

　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記表中には含め

ておりません。

　（注）３　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用す

ることにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデ

リバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも

のではありません。
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（有価証券関係）

前連結会計年度(平成25年８月31日)

　その他有価証券

　非上場株式(連結貸借対照表計上額2,000千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極めて

困難と認められることから、記載を省略しております。

　

当中間連結会計期間(平成26年２月28日)

　その他有価証券　

　非上場株式(中間連結貸借対照表計上額2,000千円)については、市場価格がなく時価を把握することが極め

て困難と認められることから、記載を省略しております。　

　　

（デリバティブ取引関係）

　１ ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

　　該当事項はありません。　

　

　２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

　金利関連

　　　　　　　　前連結会計年度（平成25年８月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）　

契約額等のうち
１年超（千円） 

時価
（千円）　

金利スワップの特例処

理　

金利スワップ取引
長期借入金 170,000 30,000 （注）

固定支払・変動受取

　　（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

　　　　　　　　当中間連結会計期間（平成26年２月28日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（千円）　

契約額等のうち
１年超（千円） 

時価
（千円）　

金利スワップの特例処

理　

金利スワップ取引
長期借入金 100,000 10,000 （注）

固定支払・変動受取

　（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているた

め、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

　

（ストック・オプション等関係）

 １　ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位：千円)

　
当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

売上原価の株式報酬費用     903

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 1,606

　

 ２　権利不行使による失効により利益として計上した金額

　　　　 新株予約権戻入益　　　7,193千円　
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（企業結合等関係）

　取得による企業結合　

１ 企業結合の概要　

　(1) 相手企業の名称及び取得した事業の内容

　　　　　相手企業の名称　株式会社MICメディカル

　　　　　取得した事業の内容　医用画像解析事業

　(2) 企業結合を行った主な理由

　　　　当社は総合CROとして、癌領域・中枢神経領域を中心に需要の高まりが期待される画像解析に関す

　　　るサービスを提供することが、今後の事業拡大に不可欠であると考えております。そこで、MICメデ

　　　ィカルが行っている医用画像解析事業を譲り受けることにより、当該サービスの提供が可能な体制を

　　　構築することといたしました。　

　(3) 企業結合日　

　　　　　平成25年10月１日

　(4) 企業結合の法的形式

　　　　　事業譲受け

　(5) 結合後企業の名称

　　　　　株式会社メディサイエンスプラニング

　　 　　

２ 中間連結会計期間に係る中間連結損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間    

       平成25年10月１日から平成26年２月28日まで

　

３ 譲受けた事業の取得原価及びその内訳　　

　 取得の対価 　　6,953千円

　 取得に直接要した費用 　　　― 千円　

　 取得原価 　　6,953千円

　

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　 のれんは発生しておりません。

　

５ 事業譲受日に受け入れた資産及び負債の内訳及び価額　　　　

　　固定資産 10,738千円

　  資産合計 　　10,738千円

　　流動負債 　　 3,785千円

　　負債合計 　　 3,785千円
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１　報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。

　当社グループは、製薬会社の医薬品開発段階での臨床試験や医薬品の市販後臨床試験等に関わる業務の

一部を代行・支援する「CRO事業」、医療機関に対する医薬品・医療機器等の営業活動やマーケティング

業務等を受託し行う「CSO事業」の２つを報告セグメントとしております。

　

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要

な事項」における記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

　　当中間連結会計期間(自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日)　

　（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額

（注）１

中間連結財務諸

表計上額

（注）２CRO事業 CSO事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,815,666 531,894 4,347,561 － 4,347,561

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 3,815,666 531,894 4,347,561 － 4,347,561

セグメント利益

又はセグメント損失（△）
932,457 △40,752 891,705 △532,827 358,878

セグメント資産 2,377,610 141,330 2,518,940 2,340,496 4,859,436

その他の項目　         　             

　減価償却費 17,881 1,296 19,177 4,460 23,638

　のれんの償却額 14,741 2,808 17,550 － 17,550

（注）１　調整額は、以下のとおりであります。

　(1) セグメント利益又はセグメント損失の調整額△532,827千円は、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) セグメント資産の調整額2,340,496千円は、各報告セグメントに配分していない全社資産で

　　あります。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金並びに敷金等でありま

　　す。　

　(3) 減価償却額の調整額4,460千円は、各報告セグメントに帰属しない全社資産に係る減価償却

　　費であります。　

　　  ２　セグメント利益又はセグメント損失は、中間連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。
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【関連情報】

当中間連結会計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日）

１　製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

　

２　地域ごとの情報

　(1) 売上高　

　（単位：千円）

　日本 アジア 欧州 米国 合計

3,407,439　 　697,462 23,208　 219,450　 4,347,561　

　

　(2) 有形固定資産

　本邦以外に所在している固定資産がないため、該当事項はありません。　

　

３　主要な顧客ごとの情報

　 （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

PPD DEVELOPMENT(S) PTE.LTD. 697,462 CRO事業

　

 

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日）

　該当事項はありません。　

　

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日）

（単位：千円）

　 ＣＲＯ事業 ＣＳＯ事業 全社・消去 合計

　当中間期償却額 　　　　　　　14,741
　　　　　　　2,808

　　
　　　　　　　　　－ 　　　　　　　17,550

　当中間期末残高 　　　　　　　14,741 　　　　　　　6,554　 　　　　　　　　　－ 　　　　　　　21,295

　　

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

当中間連結会計期間（自　平成25年９月１日　至　平成26年２月28日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

項目　
前連結会計年度

（平成25年８月31日）
当中間連結会計期間
（平成26年２月28日）

１株当たり純資産額 805円46銭 865円90銭

　

　１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目　
当中間連結会計期間

（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

１株当たり中間純利益金額     90円47銭

（算定上の基礎）     

中間純利益金額（千円） 230,478

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 230,478

普通株式の期中平均株式数（株） 2,547,634

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当中間連結会計期間において潜在株式は存在したものの、

希薄化効果を有しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

１ 銀行借入金の期限前弁済

当社は、親会社であるエムスリー株式会社の統括するCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に参

加したことに伴い、平成26年３月31日までに銀行借入金残高全額(1,085百万円)の期限前弁済を完了いたし

ました。

　

２ 本社の移転

 平成26年３月７日開催の経営会議において、エムスリー・グループ全体の経営効率の向上を図るため、平

成26年８月（予定）に当社及び連結子会社の本社を当社の親会社であるエムスリー株式会社が本社を置く東

京都港区赤坂一丁目に移転することを決定いたしました。移転関連費用等につきましては、現在、精査中で

あります。
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(２)【その他】

前年同期においては四半期報告書を提出しており、前中間連結会計期間(平成24年９月１日から平成25年２

月28日まで)の中間連結財務諸表は作成していないため、以下に参考情報として前第２四半期連結会計期間末

(平成25年２月28日)の四半期連結貸借対照表、前第２四半期連結累計期間(平成24年９月１日から平成25年２

月28日まで)の四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書

を記載しております。
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１　四半期連結財務諸表　

　(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

    
前第２四半期連結会計期間

　

(平成25年２月28日)

資産の部  　

 流動資産  　

  現金及び預金 850,079　

  受取手形及び売掛金 1,130,316　

  仕掛品 437,801　

  貯蔵品 489　

  その他 333,593　

  流動資産合計 2,752,279　

 固定資産  　

  有形固定資産 110,400　

  無形固定資産  　

   のれん 56,395　

   その他 40,682　

   無形固定資産合計 97,078　

  投資その他の資産  　

   関係会社株式 759,070　

   その他 384,440　

   投資その他の資産合計 1,143,510　

  固定資産合計 1,350,989　

 資産合計 4,103,269　

負債の部  　

 流動負債  　

  未払法人税等 69,867　

  賞与引当金 253,357　

  受注損失引当金 23,937　

  その他 948,570　

  流動負債合計 1,295,733　

 固定負債  　

  長期借入金 670,000　

  退職給付引当金 319,019　

  役員退職慰労引当金 61,223　

  その他 27,487　

  固定負債合計 1,077,730　

 負債合計 2,373,463　

純資産の部  　

 株主資本  　

  資本金 361,520　

  資本剰余金 261,081　

  利益剰余金 1,222,035　

  自己株式 △115,500　

  株主資本合計 1,729,136　

 新株予約権 669　

 純資産合計 1,729,805　

負債純資産合計 4,103,269　
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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９月１日

　至　平成25年２月28日)

売上高 3,740,935

売上原価 2,929,527

売上総利益 811,408

販売費及び一般管理費 ※ 668,149

営業利益 143,258

営業外収益  

 受取利息 17

 為替差益 1,421

 その他 294

 営業外収益合計 1,734

営業外費用  

 支払利息 4,374

 持分法による投資損失 5,882

 その他 370

 営業外費用合計 10,627

経常利益 134,366

特別損失  

 リース解約損 994

 特別損失合計 994

税金等調整前四半期純利益 133,371

法人税等 62,414

少数株主損益調整前四半期純利益 70,957

四半期純利益 70,957
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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９月１日

　至　平成25年２月28日)

少数株主損益調整前四半期純利益 70,957

その他の包括利益  

 持分法適用会社に対する持分相当額 △39

 その他の包括利益合計 △39

四半期包括利益 70,917

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 70,917

 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９月１日

　至　平成25年２月28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 133,371

 減価償却費 22,759

 のれん償却額 17,550

 賞与引当金の増減額（△は減少） △7,799

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,982

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,392

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 23,306

 受取利息及び受取配当金 △17

 支払利息 4,374

 売上債権の増減額（△は増加） △121,976

 たな卸資産の増減額（△は増加） △41,178

 立替金の増減額（△は増加） △57,858

 前受金の増減額（△は減少） 70,767

 未払消費税等の増減額（△は減少） △52,002

 預り金の増減額（△は減少） △33,136

 その他 8,634

 小計 △5,832

 利息及び配当金の受取額 17

 利息の支払額 △4,127

 法人税等の支払額 △213,047

 営業活動によるキャッシュ・フロー △222,990

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 △43,243

 無形固定資産の取得による支出 △1,560

 関係会社株式の取得による支出 △662,508

 敷金及び保証金の差入による支出 △11,684

 その他 372

 投資活動によるキャッシュ・フロー △718,625

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 長期借入れによる収入 500,000

 長期借入金の返済による支出 △145,000

 自己株式の取得による支出 △115,500

 配当金の支払額 △51,963

 リース債務の返済による支出 △348

 財務活動によるキャッシュ・フロー 187,188

現金及び現金同等物に係る換算差額 △766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △755,193

現金及び現金同等物の期首残高 1,605,272

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 850,079
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連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更　

（持分法適用の範囲の重要な変更）

　前第１四半期連結会計期間より、株式取得により株式会社MICメディカルを新たに持分法適用の範囲に含めて

おります。

　

会計方針の変更等

 (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、前第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、この変更による前第２四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。 

　

四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理

（税金費用の計算）

税金費用については、前第２四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。　

　

注記事項　

（四半期連結貸借対照表関係）　

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約を締結しております。本契約に基づく前

第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。　

 
前第２四半期連結会計期間
（平成25年２月28日）

当座貸越極度額 800,000千円

借入実行額 －

差引額 800,000

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日）

給与手当及び賞与 248,503千円

賞与引当金繰入額 31,422

退職給付費用 22,940

役員退職慰労引当金繰入額 7,982

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日）

現金及び預金 850,079千円

現金及び現金同等物 850,079
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（株主資本等関係）

　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年９月１日　至　平成25年２月28日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年11月27日

定時株主総会
普通株式 51,952 20.00 平成24年８月31日 平成24年11月28日 利益剰余金

　

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期

間の末日後となるもの

決議. 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年４月10日

取締役会
普通株式 50,952 20.00 平成25年２月28日 平成25年５月20日 利益剰余金

　

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　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　

　

（セグメント情報）

　セグメント情報　

　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年９月１日　至　平成25年２月28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）

 

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）２CRO事業 CSO事業 計

売上高      

外部顧客への売上高 3,271,372 469,563 3,740,935 － 3,740,935

セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － －

計 3,271,372 469,563 3,740,935 － 3,740,935

セグメント利益 601,579 24,511 626,091 △482,832 143,258

（注）１　セグメント利益の調整額△482,832千円は、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。　
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　　２　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。

　

（１株当たり情報）　

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年９月１日
至　平成25年２月28日）

　１株当たり四半期純利益金額 27円66銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 70,957

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 70,957

普通株式の期中平均株式数（株） 2,565,556

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかっ

た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変

動があったものの概要　

平成25年１月18日取締役会決議に

よる新株予約権方式のストック・

オプション

　　新株予約権の数　240個　

　　普通株式  　24,000株

　　行使価格　   2,690円　

　

　           (注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの希薄化効果を

　　　　　　　　 有しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。　
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２【中間財務諸表等】
(１)【中間財務諸表】
①【中間貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年８月31日)

当中間会計期間
(平成26年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,449,454 1,418,267

受取手形 － 1,409

売掛金 1,153,568 1,186,040

たな卸資産 295,858 317,865

その他 236,468 251,296

流動資産合計 3,135,350 3,174,878

固定資産

有形固定資産
※1 91,086 ※1 109,701

無形固定資産 42,004 32,570

投資その他の資産

関係会社株式 1,020,502 1,035,502

敷金 252,583 250,419

その他 147,543 153,511

投資その他の資産合計 1,420,628 1,439,433

固定資産合計 1,553,719 1,581,705

資産合計 4,689,069 4,756,583

負債の部

流動負債

1年内返済予定の長期借入金 440,000 390,000

1年内返済予定の関係会社長期借入金 － 40,000

リース債務 696 696

未払金 253,782 280,819

未払法人税等 12,211 60,775

賞与引当金 257,445 268,659

受注損失引当金 13,628 －

その他
※3 425,376 ※3 388,372

流動負債合計 1,403,141 1,429,324

固定負債

長期借入金 875,000 705,000

関係会社長期借入金 － 160,000

リース債務 406 58

退職給付引当金 285,317 308,789

役員退職慰労引当金 69,272 73,017

資産除去債務 18,452 21,077

固定負債合計 1,248,448 1,267,942

負債合計 2,651,589 2,697,266
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年８月31日)

当中間会計期間
(平成26年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 361,520 361,520

資本剰余金

資本準備金 261,081 261,081

その他資本剰余金 － －

資本剰余金合計 261,081 261,081

利益剰余金

利益準備金 4,329 4,329

その他利益剰余金

別途積立金 98,000 98,000

繰越利益剰余金 1,423,365 1,334,386

利益剰余金合計 1,525,695 1,436,715

自己株式 △115,500 －

株主資本合計 2,032,796 2,059,317

新株予約権 4,683 －

純資産合計 2,037,480 2,059,317

負債純資産合計 4,689,069 4,756,583
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②【中間損益計算書】
（単位：千円）

当中間会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

売上高 3,902,336

売上原価 2,911,910

売上総利益 990,425

販売費及び一般管理費 801,228

営業利益 189,197

営業外収益

受取利息 8

受取手数料 6,000

その他 655

営業外収益合計 6,663

営業外費用

支払利息 5,723

支払手数料 12,000

その他 528

営業外費用合計 18,252

経常利益 177,609

特別利益

新株予約権戻入益 7,193

特別利益合計 7,193

特別損失

固定資産除却損 761

特別損失合計 761

税引前中間純利益 184,040

法人税、住民税及び事業税 52,359

法人税等調整額 28,616

法人税等合計 80,976

中間純利益 103,064
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③【中間株主資本等変動計算書】
（単位：千円）

当中間会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

株主資本

資本金

当期首残高 361,520

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 361,520

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 261,081

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 261,081

その他資本剰余金

当期首残高 －

当中間期変動額

自己株式の消却 △115,615

その他資本剰余金の負の残高の振替 115,615

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 －

資本剰余金合計

当期首残高 261,081

当中間期変動額

自己株式の消却 △115,615

その他資本剰余金の負の残高の振替 115,615

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 261,081

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 4,329

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 4,329

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 98,000

当中間期変動額

当中間期変動額合計 －

当中間期末残高 98,000

繰越利益剰余金

当期首残高 1,423,365

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 103,064

その他資本剰余金の負の残高の振替 △115,615

当中間期変動額合計 △88,979

当中間期末残高 1,334,386
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（単位：千円）

当中間会計期間
(自　平成25年９月１日
　至　平成26年２月28日)

利益剰余金合計

当期首残高 1,525,695

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 103,064

その他資本剰余金の負の残高の振替 △115,615

当中間期変動額合計 △88,979

当中間期末残高 1,436,715

自己株式

当期首残高 △115,500

当中間期変動額

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 115,615

当中間期変動額合計 115,500

当中間期末残高 －

株主資本合計

当期首残高 2,032,796

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 103,064

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 －

その他資本剰余金の負の残高の振替 －

当中間期変動額合計 26,520

当中間期末残高 2,059,317

新株予約権

当期首残高 4,683

当中間期変動額

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,683

当中間期変動額合計 △4,683

当中間期末残高 －

純資産合計

当期首残高 2,037,480

当中間期変動額

剰余金の配当 △76,428

中間純利益 103,064

自己株式の取得 △115

自己株式の消却 －

その他資本剰余金の負の残高の振替 －

株主資本以外の項目の当中間期変動額（純
額）

△4,683

当中間期変動額合計 21,836

当中間期末残高 2,059,317
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１ 資産の評価基準及び評価方法

　(1) 有価証券

　　① 子会社株式及び関連会社株式

　　 移動平均法による原価法

　 ② その他有価証券　　

　  時価のないもの

　    移動平均法による原価法

　(2) たな卸資産

　　　① 仕掛品

　　個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）

  　　② 貯蔵品

   最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

　

２　固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）は定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３～９年

工具、器具及び備品 ４～15年

 (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

　なお、自社利用のソフトウエアについては社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用し

ております。

 (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用しております。

　

３　引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

　なお、当中間会計期間においては、過去の貸倒実績及び回収不能が見込まれる債権残高がないため、計上

しておりません。

 (2) 賞与引当金

　従業員賞与の支給に備えるため、翌期の賞与支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しておりま

す。

 (3) 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間

末において発生していると認められる金額を計上しております。

　過去勤務債務は、一定の年数（９年）による定額法により按分した額を発生事業年度から費用処理してお

ります。

　数理計算上の差異の償却方法は、発生時に一括費用処理を行っております。

　また、当社の執行役員（取締役である執行役員を除く）の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づ

く中間期末要支給額を計上しております。

 (4) 役員退職慰労引当金

　役員に対する退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。
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４　ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方法

　金利スワップについて特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段・・・金利スワップ

ヘッジ対象・・・借入金

 (3) ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を利用しており、投機目的の取引は行わない

方針であります。

 (4) ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利スワップにつき、有効性評価を省略しております。　

　

５　その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項　

　消費税等の会計処理　

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。　　

　

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成25年８月31日）

当中間会計期間
（平成26年２月28日）

275,381千円 288,586千円

　　

　２　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため金融機関と当座貸越契約を締結しております。本契約に基

づく中間会計期間末の借入未実行残高は、次のとおりであります。

　

　
前事業年度

（平成25年８月31日）
当中間会計期間

（平成26年２月28日）

当座貸越極度額 800,000千円 600,000千円

借入実行額 － －

差引額 800,000千円 600,000千円

　

※３　消費税等の取扱い

　　　　当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。

　

（中間損益計算書関係）

　 減価償却実施額は、以下のとおりであります。

　

　
当中間会計期間

　 (自　 平成25年９月１日
 至 　平成26年２月28日)

有形固定資産 　16,537千円

無形固定資産 6,297千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間(自　平成25年９月1日　至　平成26年２月28日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　
当事業年度期首株式
数（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式　(注) 50,000 35 50,035 －

合計 50,000 35 50,035 －

　　　　　　(注)１　普通株式の自己株式数の増加35株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　　　　　　　　２　普通株式の自己株式数の減少50,035株は、自己株式の消却による減少であります。

　

（リース取引関係）

ファイナンス・リース取引（借主側）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

１ リース資産の内容

   有形固定資産

　車輌運搬具であります。

２ リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「２．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

　     

（有価証券関係）

　　　　　前事業年度（平成25年８月31日）

　　子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表価額　子会社株式209,858千円、関連会社株式810,643千円）に

　は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　

　

　　　　　当中間会計期間（平成26年２月28日）

　　子会社株式及び関連会社株式（中間貸借対照表価額　子会社株式224,858千円、関連会社株式810,643千

　円）には、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。　
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（企業結合等関係）

　　取得による企業結合　

１ 企業結合の概要　

　(1) 相手企業の名称及び取得した事業の内容

　　　　　相手企業の名称　株式会社MICメディカル

　　　　　取得した事業の内容　医用画像解析事業

　(2) 企業結合を行った主な理由

　　　　当社は総合CROとして、癌領域・中枢神経領域を中心に需要の高まりが期待される画像解析に関す

　　　るサービスを提供することが、今後の事業拡大に不可欠であると考えております。そこで、MICメデ

　　　ィカルが行っている医用画像解析事業を譲り受けることにより、当該サービスの提供が可能な体制を

　　　構築することといたしました。　

　(3) 企業結合日　

　　　　　平成25年10月１日

　(4) 企業結合の法的形式

　　　　　事業譲受け

　(5) 結合後企業の名称

　　　　　株式会社メディサイエンスプラニング

　　 　　

２ 中間会計期間に係る中間損益計算書に含まれる取得した事業の業績の期間    

       平成25年10月１日から平成26年２月28日まで

　

３ 譲受けた事業の取得原価及びその内訳　　

　 取得の対価 　　6,953千円

　 取得に直接要した費用 　　　― 千円　

　 取得原価 　　6,953千円

　

４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

　　　 のれんは発生しておりません。

　

５ 事業譲受日に受け入れた資産及び負債の内訳及び価額　　　　

　　固定資産 10,738千円

　  資産合計 　　10,738千円

　　流動負債 　　 3,785千円

　　負債合計 　　 3,785千円
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（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

項目　
前事業年度

（平成25年８月31日）
当中間会計期間

（平成26年２月28日）

１株当たり純資産額 797円93銭 808円35銭

　

　１株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目　
当中間会計期間

（自　平成25年９月１日
至　平成26年２月28日）

１株当たり中間純利益金額     40円45銭

（算定上の基礎）     

中間純利益金額（千円） 103,064

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る中間純利益金額（千円） 103,064

普通株式の期中平均株式数（株） 2,547,634

（注）潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、当中間会計期間において潜在株式は存在したものの、希薄

化効果を有しないため記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

１ 銀行借入金の期限前弁済

当社は、親会社であるエムスリー株式会社の統括するCMS（キャッシュ・マネジメント・システム）に参

加したことに伴い、平成26年３月31日までに銀行借入金残高全額(1,085百万円)の期限前弁済を完了いたし

ました。

　

２ 本社の移転

 平成26年３月７日開催の経営会議において、エムスリー・グループ全体の経営効率の向上を図るため、平

成26年８月（予定）に本社を親会社であるエムスリー株式会社が本社を置く東京都港区赤坂一丁目に移転す

ることを決定いたしました。移転関連費用等につきましては、現在、精査中であります。

　

　

(２)【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
 　当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度　第31期（自　平成24年９月１日　至　平成25年８月31日）平成25年11月28日関東財務局長に提出

　

(2) 内部統制報告書

平成25年11月28日関東財務局長に提出

　

(4) 四半期報告書及び確認書

第32期第１四半期（自　平成25年９月１日　至　平成25年11月30日）平成26年１月10日関東財務局長に提出

　

(5) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書　平成25年11月28日関東財務局長に提出

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の２（株式交換の決定）の規定に基づく臨時報告書　平

成25年12月２日関東財務局長に提出

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）の規定に基

づく臨時報告書　平成26年１月24日関東財務局長に提出

　

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社の異動）の規定に基づく臨時報告書　平成26年

１月28日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　

  該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成26年４月25日

株式会社メディサイエンスプラニング

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人  トーマツ　

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松　野　雄　一　郎　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 勢　　志　　元　　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社メディサイエンスプラニングの平成25年９月１日から平成26年８月31日までの連結会計年度の中間連結会計
期間（平成25年９月１日から平成26年２月28日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連
結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連結株主資本等変動計算書、中間連結キャッシュ・フロー計算書、中間連
結財務諸表作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について中間監査を行った。
　
中間連結財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠して中間連結財務諸
表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を
作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を
行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関し
て投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を
策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
　中間監査においては、中間連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間連結
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手
続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法
人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間連結財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに
経営者によって行われた見積りの評価も含め中間連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
　
中間監査意見
　当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準
に準拠して、株式会社メディサイエンスプラニング及び連結子会社の平成26年２月28日現在の財政状態並びに同日をもっ
て終了する中間連結会計期間（平成25年９月１日から平成26年２月28日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
に関する有用な情報を表示しているものと認める。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提

出会社)が別途保管しております。
２．中間連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。　
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成26年４月25日

株式会社メディサイエンスプラニング

 取締役会　御中  

 

 有限責任監査法人 トーマツ 

 

 

指定有限責任社

員　

業務執行社員

 公認会計士 松　野　雄　一　郎　印

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 勢　志　　　元　　　印

 

　

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社メディサイエンスプラニングの平成25年９月１日から平成26年８月31日までの第32期事業年度の中間会計期

間（平成25年９月１日から平成26年２月28日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、

中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

　

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

　

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社メディサイエンスプラニングの平成26年２月28日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間

（平成25年９月１日から平成26年２月28日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

（注）１．上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提

出会社)が別途保管しております。

２．中間財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。　
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