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綜合臨床ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ （2399 東証マザーズ）

◆ SMO 事業が主力

・同社は主にSMO事業の子会社を束ねる企業。提携している医療機関数

は専門性の高いクリニック中心に全国約 2,700 施設。治験内容は、付加

価値の高い Ph.Ⅲが多い。

◆ 新たな資本業務提携

・製薬メーカーに対する提案営業強化に向け、新たにイーピーエスと資本

業務提携を締結。連結子会社の総合臨床サイエンスはイーピーエスの

SMO を業務とする連結子会社イーピーミントと業務提携を締結し、共同

提案営業でシナジーの早期具現化を狙う。

◆ 今上期は好決算

・今2013年 7月期第2四半期連結（今上期）決算は32％増収、76％営業

増益と、会社予想を上回る内容だった。当センターがKPI として着目して

いる CRC 要員数は、今上期末 333 名と前期末比 14 名減少した。

◆ 当センターの今期予想は、前回予想を増額修正

・今 13年 7月期連結業績の会社予想は修正なし。前回レポートで会社予

想を減額修正していた当センター予想は、今上期決算を受けて増額修

正し、会社予想をやや上回る見通しとなった。

・来期以降の中期予想も見直した。前回予想との変更点は、来期以降の

SMO 事業売上高を上積みしたこと、今期非 SMO 事業の会社予想受注

高が下方修正されたことから、今期以降の非 SMO 事業売上高予想を下

方修正したこと、など。

◆ 想定株価は 128,000 円～170,000 円

・当センターの16 年7 月期業績予想はEPS8,537 円を見込み、これを基

準にした予想 PER は 19.4 倍となる。妥当 PER を 15～20 倍のレンジと

想定すると、中期的な想定株価は 128,000 円～170,000 円程度と考え

られる。

今期予想業績を増額修正。新規事業である非 SMO 事業はやや遅れ気味の印象
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前期 今期予想

2013/3/29

株価（円） 166,000

発行済株式数（株） 107,740

時価総額（百万円） 17,885

上場日 2004/4/8
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【株価パフォーマンス】
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2011/7期 2012/7期 2013/7期 2013/7期 2014/7期 2015/7期 2016/7期

実績 実績 会社予想 予想 予想 予想 予想

売上高 5,157 6,196 7,175 7,300 7,850 8,200 8,700

前年比 5.5% 20.2% 15.8% 17.8% 7.5% 4.5% 6.1%

営業利益 801 1,131 1,260 1,306 1,429 1,471 1,570

前年比 38.1% 41.1% 11.5% 15.5% 9.4% 3.0% 6.8%

経常利益 806 1,135 1,260 1,306 1,429 1,471 1,570

前年比 42.3% 40.8% 11.0% 15.1% 9.4% 3.0% 6.8%

当期純利益 421 307 708 729 747 771 826

前年比 41.4% -27.1% 130.2% 137.3% 2.5% 3.2% 7.2%

期末株主資本 4,121 4,293 － 4,893 5,446 6,012 6,612

発行済株式数（株） 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740 107,740

EPS（円） 4,004.5 2,951.7 6,571.4 7,526.0 7,716.8 7,960.9 8,537.1

配当（円） 1,200.0 1,200.0 1,600.0 1,800.0 1,900.0 2,100.0 2,300.0

BPS（円） 39,546.5 41,181.6 － 50,543.4 56,256.8 62,103.1 68,303.0

ROE 10.5% 7.3% － 15.9% 14.5% 13.5% 13.1%

株価（円） 39,500 46,450 166,000 166,000 － － －

PER（倍） 9.8 13.1 25.3 22.1 21.5 20.9 19.4

配当利回り 3.1% 3.1% 1.0% 1.1% 1.1% 1.3% 1.4%

PBR（倍） 1.0 0.9 － 3.3 3.0 2.7 2.4

（単位：百万円）

＞ 収益モデル

＞ 株価パフォーマンス

（注）将来予想における PER、配当利回り、PBR は、レポート作成時の株価を用いて算出。
当センター予想の EPS、BPS は自社株控除後。
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総合臨床ホールディングス（以下同社）は、主に SMO 事業の子会社を

束ねる企業。SMO（治験施設支援機関）は新薬開発の治験に関わる医

師や看護婦、事務局の業務を支援し、治験の品質・スピード向上を支

援する。提携している医療機関数は専門性の高いクリニック中心に全

国約 2,700 施設で、地域性では関東、九州、四国に強みがある。同社

の係わる治験内容は、付加価値の高い Ph(フェーズ).Ⅲが多く、次い

で Ph.Ⅱ、製造販売後調査・試験(Ph.Ⅳ)、Ph.Ⅰの順となる。得意領

域は整形外科領域、生活習慣病領域、消化器領域など。

治験業務のアウトソーシングは、主に SMO と CRO（医薬開発業務受託

機関）の 2 つ。同社は大規模臨床試験や市販後調査業務分野に本格参

入するため、2012 年 4 月に既存の SMO 事業に加え CRO 事業の子会社

綜合臨床メデフィを設立した。

◆資本・業務提携契約改定

同社は 09 年 12 月にシーエーシーとの間で締結した資本・業務提携の

内容を、12 年 12 月 20 日に改定資本・業務提携契約書として新たに

締結することを決議した。その内容は下図表の業務提携内容のほかに、

シーエーシーが保有する同社株式の一部を同社が自己株式として譲

受すること。同社株式分布状況の改善と流動性の向上のためだが、シ

ーエーシー保有の同社株持分 20.00％を 9.99％まで低下させるもの。

12月25日に10,775株を取得し、結果自己株式は13,936株となった。

この改定した業務提携内容に盛られた共同営業・一括受注体制の構築

については、すでに成果が示現した。シーエーシーの 100％子会社で

SMO 事業のクリニカルトラスト、もしくは CAC エクシケアとの共同営

業で、既に 497 百万円（皮膚科）を受注し、さらに 450 百万円（同）

も受注見込みとなっている。

決算サマリー

＞ トピックス

①
情報共有化による共同営業、一括受注体
制の構築

②
臨床研究及び製造販売後調査における共
同受託体制の構築

③
業務の効率化・品質の向上に資するITシ
ステムの共同開発・運用

④
教育研修に関する情報交換と双方の教育
カリキュラムの相互参加体制の整備

⑤ その他両社が別途協議して定める事項

＜改定したCACとの業務提携内容＞

（出所）同社リリース資料より証券リサーチセンター作成

＞ 事業内容
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◆新たな資本・業務提携契約

13 年 3 月には製薬メーカーに対する提案営業強化のための施策とし

て、新たにイーピーエスと資本業務提携を締結した。同社は、3 月 8

日にイーピーエスの代表取締役会長厳浩氏保有株式（2,000 株、持分

比率 1.10％）を取得。イーピーエスは同社株式を 3 月 25 日に取得

（3,000 株、持分 2.78％）した。結果、自己株式数は 10,936 株とな

った。この提携により、同社連結子会社である総合臨床サイエンスは、

イーピーエスの SMO を業務とする連結子会社イーピーミントと業務

提携を締結した。内容は以下の通り。

◆業務提携解消するも実利示現

同社は 09 年 12 月にアイ・ディー・ディーと業務提携したが、アイ・

ディー・ディーが 12 年に北里大学との資本関係を解消したため、13

年 3月に業務提携契約を解消した。他方、個別の取引関係等において

は良好な関係を継続し、同社子会社のあすも臨床がアイ・ディー・デ

ィーからの受注を今上期に成約したようだ。

◆上場市場変更へ

同社は現在上場しているマザーズ市場から本則市場への変更申請を

今 7 月期中に行う（12 年 12 月リリース）。12 年 4 月に設立した綜合

臨床メデフィの設立により、「綜合医療サービス支援企業」への発展

を目指すべく、社会的な認知度や信用力を更に高め、企業価値向上を

図る目的に沿った変更申請のようだ。

◆ 今 13 年 7 月期第 2 四半期決算

今 13年 7月期第 2四半期連結決算（以下今上期決算）は、売上高 3,367

百万円（前年同期比 32.1％増、会社予想 3,136 百万円）、営業利益 589

百万円（同 76.3％増、同 347 百万円）、経常利益 592 百万円（同 75.4％

増、同 348 百万円）、純利益 382 百万円（同 113.5％増、同 133 百万

円）と会社予想を上回る内容だった。本決算でないため、セグメント

別の開示はない。当センターがKPIとして着目しているCRC要員数は、

今上期末 333 名と前期末比 14 名減少した。

＞ 決算数値

前期2Q 2Q期初 2Q

実績 予想 実績

売上高 2,548 3,136 3,367

営業利益 334 347 589

経常利益 337 348 592

純利益 179 133 382

＜2013 .7期第2四半期決算概要＞

単位：百万円

（出所）短信より当センター作成

①
両社は、依頼者了解の下、特段の支障がない限り、顧
客情報及び臨床試験情報等を共有し、共同提案営業を
行う臨床試験を特定する。

②
①で特定した臨床試験を対象として、双方から候補とな
る医療機関を提示し、両社による臨床試験実施体制を構
築し、共同提案営業を行う。

③
教育研修に関して、それぞれの従業員の人材育成のた
めに、必要に応じて、双方の教育プログラムに相互参加
できるものとする。

＜同社連結子会社とイーピーミントとの業務提携内容＞

（出所）同社リリース資料より当センター作成
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業績面で会社予想を上回った背景は、①完全完成基準案件の早期終了

で売上高が 140 百万円前倒し計上となったこと、②売上高計上基準が

完全完成から症例完成契約への移行に伴い、今上期は症例完成基準の

売上高割合が 68.4％（前年同期 17.4％）となるなど、症例の早期組

み入れ等の順調な進捗で 57 百万円が前倒しで売上高計上となったこ

と、③売上高粗利益率が前年同期並みに保たれ増収効果を示現できた

こと、などが挙げられる。

◆2013 年 7 月期会社予想

今上期決算が期初予想を上回ったものの、今 13 年 7 月期会社予想の

修正は無く、売上高 7,175 百万円（前期比 15.8％増）、営業利益 1,260

百万円（同 11.5％増）、経常利益 1,260 百万円（同 11.0％増）、純利

益 729 百万円（同 2.4 倍）。受注額予想も 7,158 百万円と期初予想を

修正していないが、その内訳は見直されている。SMO 事業は 5,858 円

（前期比 5.6％減）から 6,418 百万円（同 3.4％増）、非 SMO 事業は

1,300 百万円（同 5.1 倍）から 740 百万円（2.9 倍）となった。期末

CRC 要員数は新卒 40 名前後が入社することもあり 390 名台と今上期

末比 60 名弱増加する予定となっている。

◆2013 年 7 月期当センター予想

当センターの今 13 年 7 月期業績予想は、売上高 7,300 百万円（前期

比 17.8％増）、営業利益 1,306 百万円（同 15.5％増）、経常利益 1,306

百万円（同 15.1％増）、純利益 701 百万円（同 2.3 倍）、受注高 7,600

百万円（同 18.5％増）。

今上期決算内容を受けて前回予想を増額修正し、会社予想も上回る数

字を見込む。期末 CRC 要員数予想は 385 名。売上面では、今上期に前

倒しがあったように、今下期も順調な進捗を予想したこと。収益面で

は増収効果を見込んだ。受注額は、シーエーシーとの共同営業による

大型案件の一括受注を評価し、会社予想に対し約 5億円上積みした。

◆中期経営計画に対する進捗

同社は中期経営計画「ＳＯＧＯ New Success Plan 2015」を公表して

いる。最終年度の 15 年 7月期に売上高 100 億円、営業利益 16.4 億円

を目指すもの。

経営戦略としてメインとサブが有り、メイン戦略は、①SMO 事業の拡

大、②CRO 事業の立ち上げ、③周辺事業、新規事業の立ち上げ、を掲

げている。メイン戦略を支えるサブ戦略は、イ）人材戦略、ロ）IT

戦略、ハ）M&A・アライアンス戦略、ニ）管理・統制・統合、を打ち

出している。

＞ 今期業績見通し

＞ 来期以降の業績

今期会社予想受注高は修

正ないものの、内訳が変化

した。

会社

予想 前回 今回

売上高 7,175 7,000 7,300
営業利益 1,260 1,206 1,306
経常利益 1,260 1,206 1,306
純利益 708 638 729

＜2013.7期決算概要＞

単位：百万円

（出所）短信等より当センター作成

当センター予想
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綜合臨床ホールディングス （2399 東証マザーズ） 発行日2013/4/5

①SMO 事業の拡大は、国際共同治験の積極的対応策として、グローバ

ル CRO との協力関係構築による受注を拡大すべく、外資系 2社と業務

提携を結び、さらに 2社と提携を予定している。また、重点領域の受

注拡大として、中小製薬企業及び未取引製薬会社を対象とする営業を

新たにスタートしたようだ。

②CRO 事業の立ち上げでは、綜合メデフィの規模拡大を図るもコスト

先行で今期は採算割れとなる見通し。ハ）M&A・アライアンス戦略は

トピックスで取り上げた。

◆当センターの中期予想

当センターでは中期業績予想を修正した（下図表参照）。前回予想と

の大きな変更点は、①今期予想は SMO 事業好調で増額修正し、来期以

降の SMO 事業売上高も上積みしたこと、②今期非 SMO 事業の会社予想

受注高が期初 13 億円から 7.4 億円に下方修正されたことから、今期

以降の非 SMO 事業売上高予想を下方修正したこと、などが主な要因。

13.7期 14.7期 15.7期 16.7期

売上高 7,000 7,600 8,300 9,100

営業利益 1,206 1,246 1,374 1,533

経常利益 1,206 1,246 1,374 1,533

純利益 638 656 722 804

売上高 7,300 7,850 8,200 8,700

営業利益 1,306 1,429 1,471 1,570

経常利益 1,306 1,429 1,471 1,570

純利益 701 718 741 795

（出所）当センター作成

前回

12/4/20

時点

今回

＜今期以降の業績予想推移＞ （百万円）
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比較対象企業としては、事業内容からアイロムホールディングスとイ

ーピーエスが挙げられる。アイロムは 13 年 3 月期予想において、特

別利益発生で最終利益が嵩上げされているため単純比較は難しいも

のの、イーピーエスと比較した場合、同社株は予想 PER などで割高な

バリュエーションと思われる。

同社は上場以来配当を続け、10 年 7月期は創立 20 周年記念配当 200

円を実施し都合 1,200 円配。前 12 年 7 月期は普通配当 1,200 円から

今 13 年 7 月期は会社予想 1,600 円と前期比 400 円の増配見通し。同

社は配当性向 30％程度を目標としていることから、当センターでは

今 13 年 7 月期配当は 1,800 円を予想。来期以降も増配が続くと予想

した。

株価は、直近の小型バイオ株人気が同社株に波及し、前回レポート（12

年 10 月発行）時点より約 3 倍となった。当センターの 16 年 7 月期

業績予想では EPS8,537 円を見込んでおり、これを現在の株価水準に

当てはめた予想 PER は 19.4 倍となる。

株式市場上昇によるリスク許容度の高まりを背景に、妥当 PER 水準を

前回レポートの 10～12 倍から 15～20 倍のレンジへと変更すると、

中期的な想定株価は 128,000 円～170,000 円程度と考えられる。現

在の株価水準はこのレンジ上限に達していることから、目先の新規投

資は慎重に対処すべきだろう。

＞ 株主還元

＞ 今後の株価見通し

＞ 株価バリュエーション

投資判断

同社株は割高なバリュエ

ーションと思われる。

（単位：百万円）

売上高

（営業利益率） 17.9 ％ 4.7 ％ 13.5 ％

実績ＲＯＥ 7.3 ％ -15.0 ％ 14.9 ％

予想ＰＥＲ 22.1 倍 3.6 倍 17.0 倍

実績ＰＢＲ 4.0 倍 2.5 倍 3.1 倍

配当利回り 1.1 ％ 0.0 ％ 1.3 ％

株価 166,000 円 6,000 円 135,700 円

時価総額

＜同業との株価バリュエーション比較＞

同社 アイロムHD イーピーエス

7,300 6,430 40,717

17,885 5,611 49,069

（注2）同社予想は当センター予想、他2社は会社予想
(出所）各種資料より当センター作成

（注1）ROE、PBRは直近期ベース、売上高、営業利益率、配当利回りは予想
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 中立・公平な情報を発信

本レポートは、一般社団法人 証券リサーチセンターに所属している中立的な立場にあるアナリスト経験

者が企業調査及び株価評価を行い、その調査レポートを早稲田大学知的資本研究会が監修することで、国

内資本市場の活性化に向けた質の高い客観的な投資情報を提供します。

 隠れた強みを持ちながらも、市場から着目されていない企業を選定しカバー

新興市場を中心に、企業の知的資本（隠れた強み）を評価する手法などを活用することで、株価が適正に

評価されていない上場企業を発掘し、アナリストレポートを作成・公表することで、企業評価の改善を目

的としています。

 企業の KPI と知的資本（＝隠れた強み）を読み手に伝える分析

本レポートの企業の分析・評価にあたっては、SWOT 分析や M. Porter の競争優位性分析など伝統的な手

法を用いて企業の特徴を明らかにし、さらに、今後の成長を測る上で重要な業績指標（KPI）を掲載する

ことで、幅広い投資判断情報を提供いたします。また、株式会社 ICMG が企業の知的資本を伝えるため

に体系化したフォーマットを採用し、これに基づいて、企業の隠れた強みを探る視点からも評価を試みて

おります。
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 KPI（Key Performance Indicator）

企業の戦略目標の達成度を計るための評

価指標（ものさし）のことです

 知的資本

顧客関係や業務の仕組みや人材力などの、

財務諸表には表れないが、財務業績を生

み出す源泉となる「隠れた経営資源」を

指します。本レポートにおけるカバー対

象企業の選定では、（株）ICMG の知的資

本評価手法を活用しております。

 関係資本

顧客や取引先との関係、ブランド力など

外部との関係性を示します

 組織資本

組織に内在する知財やノウハウ、業務プ

ロセス、組織・風土などを示します

 人的資本

経営陣と従業員の人材力を示します

 β（ベータ）値

個別銘柄の株価変動の大きさが市場指数

(例えばＴＯＰＩＸ)の価格変動に比べ大

きいか小さいかを示す指標です。ベータ

値（β値）が 1 であれば、市場指数と同

じ動きをしたことを示し、1 より大きけ

れば市場指数より値動きが大きく、１よ

り小さければ市場指数より値動きが小さ

かったことを示します

 SWOT 分析

企業の強み（Strength）、弱み（Weakness）、

機会（Opportunity）、脅威（Threat）の

全体的な評価を SWOT 分析と言います

 ESG

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情報を

指します。近年、環境問題への関心や企

業の社会的責任の重要性の高まりを受け

て、海外の年金基金を中心に、企業への

投資判断材料として使われています

責事項

本レポートは、一般社団法人 証券リサーチセンターに所属する証券アナリストが早稲田大学知的資本研究会の監修を受け、広く投資家に株式投資の参考情報として閲覧さ

ることを目的として作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。

本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報に基づき、アナリストの取材により必要な補充を加え作成されたものです。本レポートの作成者は、インサイダー

報の使用はもとより、当該情報を入手することも禁じられています。本レポートに含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検

されているものではありません。また、本レポートは投資家が必要とする全ての情報を含むことを意図したものではありません。

本レポートに含まれる情報は、金融市場や経済環境の変化等のために、最新のものではなくなる可能性があります。本レポート内で直接又は間接的に取り上げられている

式は、株価の変動や発行体の経営・財務状況の変化、金利・為替の変動等の要因により、投資元本を割り込むリスクがあります。過去のパフォーマンスは将来のパフォー

ンスを示唆し、または保証するものではありません。特に記載のないかぎり、将来のパフォーマンスの予想はアナリストが適切と判断した材料に基づくアナリストの予想

あり、実際のパフォーマンスとは異なることがあります。したがって、将来のパフォーマンスについては明示又は黙示を問わずこれを保証するものではありません。

本レポート内で示す見解は予告なしに変更されることがあり、一般社団法人 証券リサーチセンター及び早稲田大学知的資本研究会は、本レポート内に含まれる情報及び見

を更新する義務を負うものではありません。

一般社団法人 証券リサーチセンター及び早稲田大学知的資本研究会は、投資家が本レポートを利用したこと又は本レポートに依拠したことによる直接・間接の損失や逸失

益及び損害を含むいかなる結果についても一切責任を負いません。最終投資判断は投資家個人においてなされなければならず、投資に対する一切の責任は閲覧した投資家

あります。
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上場来パフォーマンス

規上場時の公募価格をベースに算出し

投資パフォーマンス（年率複利換算）

示すものです

PER（Price Earnings Ratio）

価を 1 株当たり当期純利益で除したも

で、株価が 1 株当たり当期純利益の何

まで買われているのかを示すものです

PBR（Price Book Value）

価を 1 株当たり純資産で除したもので、

価が 1 株当たり純資産の何倍まで買わ

ているのかを示すものです

配当利回り

株当たりの年間配当金を、株価で除し

もので、投資金額に対して、どれだけ

当を受け取ることができるかを示すも

です

σ（標準偏差）

ターンのばらつき度合いを示す統計値

す。値が大きいほどバラツキが大きく

ります

 KPI（Key Performance Indicator）

企業の戦略目標の達成度を計るための評

価指標（ものさし）のことです

 知的資本

顧客関係や業務の仕組みや人材力などの、

財務諸表には表れないが、財務業績を生

み出す源泉となる「隠れた経営資源」を

指します。本レポートにおけるカバー対

象企業の選定では、（株）ICMG の知的資

本評価手法を活用しております。

 関係資本

顧客や取引先との関係、ブランド力など

外部との関係性を示します

 組織資本

組織に内在する知財やノウハウ、業務プ

ロセス、組織・風土などを示します

 人的資本

経営陣と従業員の人材力を示します

 β（ベータ）値

個別銘柄の株価変動の大きさが市場指数

(例えばＴＯＰＩＸ)の価格変動に比べ大

きいか小さいかを示す指標です。ベータ

値（β値）が 1 であれば、市場指数と同

じ動きをしたことを示し、1 より大きけ

れば市場指数より値動きが大きく、１よ

り小さければ市場指数より値動きが小さ

かったことを示します

 SWOT 分析

企業の強み（Strength）、弱み（Weakness）、

機会（Opportunity）、脅威（Threat）の

全体的な評価を SWOT 分析と言います

 ESG

Environment：環境、Society：社会、

Governance：企業統治、に関する情報を

指します。近年、環境問題への関心や企

業の社会的責任の重要性の高まりを受け

て、海外の年金基金を中心に、企業への

投資判断材料として使われています

責事項
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ることを目的として作成したものであり、特定の証券又は金融商品の売買の推奨、勧誘を目的としたものではありません。

本レポートの内容・記述は、一般に入手可能な公開情報に基づき、アナリストの取材により必要な補充を加え作成されたものです。本レポートの作成者は、インサイダー

報の使用はもとより、当該情報を入手することも禁じられています。本レポートに含まれる情報は、正確かつ信頼できると考えられていますが、その正確性が客観的に検

されているものではありません。また、本レポートは投資家が必要とする全ての情報を含むことを意図したものではありません。
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上場来パフォーマンス

規上場時の公募価格をベースに算出し

投資パフォーマンス（年率複利換算）

示すものです

PER（Price Earnings Ratio）

価を 1 株当たり当期純利益で除したも

で、株価が 1 株当たり当期純利益の何

まで買われているのかを示すものです

PBR（Price Book Value）

価を 1 株当たり純資産で除したもので、

価が 1 株当たり純資産の何倍まで買わ

ているのかを示すものです

配当利回り

株当たりの年間配当金を、株価で除し

もので、投資金額に対して、どれだけ

当を受け取ることができるかを示すも

です

σ（標準偏差）

ターンのばらつき度合いを示す統計値

す。値が大きいほどバラツキが大きく

ります

指標・分析用語の説明指標・分析用語の説明


