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１．平成17年11月中間期の業績（平成17年６月１日～平成17年11月30日）
(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

17年11月中間期 109 △40.4 △304 - △306 -

16年11月中間期 183 - △179 - △178 -

17年５月期 833 64 79

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

17年11月中間期 △317 - △2,884 09 -  

16年11月中間期 △178 - △2,063 03 -  

17年５月期 78 863 92 578 78

①期中平均株式数 17年11月中間期 109,963株 16年11月中間期 86,750株 17年５月期 90,571株
②会計処理の方法の変更 有
③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）配当状況  

１株当たり
中間配当金

１株当たり
年間配当金

円 銭 円 銭

17年11月中間期 0 00 0 00

16年11月中間期 0 00 0 00

17年５月期 0 00 0 00

(3）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

17年11月中間期 4,956 4,577 92.4 40,736 71

16年11月中間期 1,501 982 65.4 11,322 01

17年５月期 5,165 4,843 93.8 44,532 74

（注）①期末発行済株式数 17年11月中間期 112,380株 16年11月中間期 86,750株 17年５月期 108,770株
②期末自己株式数 17年11月中間期 0株 16年11月中間期 0株 17年５月期 0株

(4）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

17年11月中間期 105 △686 70 3,866

16年11月中間期 △202 △12 300 1,202

17年５月期 △305 △100 3,665 4,376

２．平成18年５月期の業績予想（平成17年６月１日～平成18年５月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 1,600 200 145 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　1,290円27銭
※　上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の7ページを参照して下さい。
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１．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

　当社は、国立大学法人東京大学（以下、東京大学）や国立がんセンターを始めとしたアカデミックな研究機関で得ら

れた独創性の高い基礎研究の知見を創薬事業へ進展させ、ヒトの健康維持・増進及び福祉に貢献し社会的使命を果たす

ことを経営理念としております。細胞動態の可視的定量観察による薬剤候補の探索技術や、幹細胞の分化技術といった

世界最先端の基盤技術を有しており、短・中期的にはそれらを活用した中間的ビジネスにより経常的な研究開発費や販

売管理費等を賄いつつ、長期的視野にある創薬事業を着実に進展させ、経営理念を実現することを経営の基本方針とし

ております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　バイオ産業では、市場の拡大や技術革新が急速に進展しており、市場競争力を強化し収益の向上を図っていくために

は、研究開発費、設備投資等の積極的な先行投資が不可欠です。特に、大学発バイオベンチャーは研究開発が基盤であ

り、継続的に研究開発活動を実施していく必要があります。従って、ここ数年については、利益配当を実施せずに内部

留保に努め、研究開発活動の継続的な実施に向けた資金確保を優先する方針です。しかしながら、株主への利益還元は

重要な経営課題の一つと認識しており、数年内の利益配当(*)を実現すべく収益の拡大に努めて参ります。

* 但し、利益配当は将来の経営成績及び財政状態の状況に大きく左右されることから、実施される保証はありません。

(3）目標とする経営指標

　当社は、独創性の高い基礎研究成果を基盤に創薬を目指す大学発バイオベンチャーです。創薬には多額の資金と長期

の研究開発期間を要することから、研究開発成果については適切なタイミングにて事業化を行い、キャッシュ・フロー

を確保していく方針であります。現在、研究開発費とキャッシュ・フローとの関係を示す妥当な経営指標がないため、

当社では目標とする経営指標を特に定めておりませんが、当面は、経常的な研究開発費や販売管理費を賄っていけるだ

けの必要十分なキャッシュ・フローを確保することを目標としております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社が創薬事業においてターゲットとする疾患領域は、主に癌、アレルギー、炎症性疾患であり、これら疾患領域は

社会的ニーズが高いことは言うまでもありませんが、疾患患者数の多さから将来的な事業採算も十分に見込める領域で

あると考えております。当社は、細胞動態を可視的に定量的に観察、測定できるTAXIScan™（タクシスキャン）テクノロ

ジーという、細胞レベルで薬剤候補の探索を実現する独創性の高い技術を有しており、これを駆使してこれまでに無い

画期的な新薬の開発を目指して参ります。また、この当社独自技術を強みとして、大手製薬会社等との共同研究を推進

し中間的ビジネスを行うと共に、中長期的にも収益計上が見込めるような事業ラインの拡充を図って参ります。一方、

ヒト体性幹細胞を体外で分化させたヒト肝臓様細胞であるMDヘパ細胞™を、製薬会社等における薬物動態評価や毒性試験

用として供給するビジネスを立ち上げておりますが、このビジネスにおけるアドバンテージを確固たるものとすべく、

スピーディな営業展開を行っていくと同時に、再生医療への展開を視野に入れた研究開発を推進して参ります。

(5）会社の対処すべき課題

　当社は経営目標である創薬実現のために、下記の項目を対処すべき課題として認識しております。

① 創薬および再生医療へ向けた研究開発の進展

　事業化がスタートしている癌治療薬開発プロジェクト、助成金の採択を受け開発を進めている抗炎症薬開発プロジェ

クト、ならびに抗アレルギー薬開発プロジェクト等主要な創薬プロジェクトの開発を一層推進し開発ステージの着実

な進展を図ると共に、MDヘパ細胞™プロジェクトにおいてはマレーシア政府系企業「Edgewood社」との合弁会社を早期

に立上げ、マレーシア政府の強いバックアップを受けながら研究開発を加速させ、細胞分化技術の再生医療への展開

を図っていく方針です。

② 安定的収益事業の確立

　安定的収益事業の確立は、主に(a)TAXIScan™を活用した大手製薬会社との共同研究事業、(b)MDヘパ細胞™供給事業、

(c)装置販売事業の3つを柱とした中間的ビジネスを軌道に乗せることに他なりません。当社では、各々の事業につい

て施策を講じ、事業の軌道化を図っております。

　(a)については、平成16年1月に新設した事業開発（推進）部を中心に国内外の大手製薬会社に対して共同研究の積

極的な提案営業を行っておりますが、平成17年12月には英国アストラゼネカ社と共同研究契約締結に至るなど着実に

成果が顕れ始めております。

　(b)については、ひとまず国内からのスタートとなっておりますが、大手製薬会社によるMDヘパ細胞™の評価が進行
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しており、供給開始も間近と言えます。今後、日本での供給に併行して、日本とは比較にならないマーケット規模を

有する欧米市場を押さえるべく、供給体制も早急に強化していく方針です。

　(c)については、従来から販売しているEZ-TAXIScan™に加え、平成17年11月から比較的汎用性の高いと考えられる細

胞自動計測装置CYTORECON™（サイトレコン）を投入しており、同装置については既に臨床応用に向けた研究開発にも

着手しております。

③ 海外展開

　独創性の高い基盤技術を持つ当社のビジネスマーケットは、いずれのプロジェクトにおいても全世界にあると確信

しており、現在 各事業における最適な海外展開を検討中です。そして、海外への積極的な展開に向け組織体制を早急

に構築すべく、研究者を含めた人材の拡充に努めております。

④ 管理部門体制の強化

　事業の拡大に合わせて、事業化へ向けた各プロジェクト管理や予算統制等の内部統制が機能する組織体制と、株主

に対する責任であるディスクロージャー体制をより一層強化して参ります。

 

(6）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

　＜コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方＞

　諸関連法規の遵守ならびに経営組織の迅速な意思決定と透明性を確保した企業統治により、企業価値の最大化を図る

ことを基本的考え方としております。また、迅速かつ正確なディスクロージャーの充実と、研究開発活動の成果を広く

社会に還元することを目指しております。現在、取締役4名（うち、社外取締役1名）体制で、重要事項については適宜

取締役会を開催して迅速に方針を決定する仕組みを取っております。

 

　＜コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況＞

 　(a) 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

　　① 会社の機関の内容

＜取締役会＞

　取締役会は、取締役4名、監査役3名（うち、社外監査役2名）で構成され、当社の業務執行に関する意思決定を行い、

かつ代表取締役および各取締役の業務執行を監督しております。定時取締役会を毎月1回開催しているほか、必要に応

じて臨時取締役会を開催しております。

＜監査役会＞

　当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は常勤監査役1名、社外監査役2名の合計3名で構成されており、

監査役会規程に基づき定期的に開催しております。監査役監査の状況については後記しております。

＜経営会議＞

　経営会議は、常勤取締役、常勤監査役、執行役員及び各部門責任者で構成されており、定期的に開催しております。

本会議では、取締役会の決議事項に属さない事項についての機動的な意思決定を行うと同時に、取締役会の意思決定

に資する議論を行っております。

② 内部統制システムの整備の状況

　当社の経営の意思決定、業務執行及び監督に係る体制その他コーポレート・ガバナンス・システムは下図のとおり

です。当社では、執行役員制度を導入することによって経営の意思決定と業務執行とを分離し、取締役会の活性化を

図っております。業務執行に関しては、代表取締役の指揮のもと、執行役員に権限と責任を委譲しております。毎月

の経営会議では、経営全般の重要事項について報告及び審議し、部門活動の総合調整と業務執行の意思統一を図るこ

とを目的として、常勤取締役、常勤監査役、執行役員、各部門責任者が討議しております。
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 ＜コーポレート・ガバナンス・システム＞

 

取締役会【業務執行の意思決定】

取締役4名

（うち、社外取締役1名）

選任・解任

選任・解任

代表取締役

選任・解任

監査役会【業務・会計監査】

監査役3名

（うち、社外監査役2名） 選
任･

解
任

業務監査

独立監査法人

会計監査人【会計監査】

会計監査

総合法律事務所

顧問弁護士
助言・指導

会計監査

経営会議【業務執行】

常勤取締役3名、常勤監査役1名
執行役員2名、各部門責任者

各部門

指示・助言 報告

株 主 総 会

内部監査担当

【各部門の内部監査】

監督

報告

連携

 

③ リスク管理体制の整備の状況

　当社では、経営企画部・管理部が中心となり、経営リスク管理体制の強化に努めております。財務内容（過去の事

業活動結果）や研究開発活動（将来価値の源泉）等の知的資本を基盤とした経営情報を迅速かつ網羅的に収集し、関

係諸法令、証券取引所の定める開示規則を遵守し、正確かつ明瞭なディスクロージャー体制の構築に努めております。

　また、事業に伴う各種契約関係はもとより、企業法務にも精通した弁護士を擁する総合法律事務所と顧問契約を締

結し、業務上発生する様々な法的諸問題に関し適時助言・指導を受ける体制をとっており、適切なディスクロージャー

の充実ならびにコーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。

 

④ 内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

＜内部監査＞

　内部監査機能は、社長直轄の経営企画部が担っております。年度監査計画に基づき、各部署に対し監査を実施し、

監査結果については代表取締役社長へ報告した後、改善事項がある場合には、業務改善のフォローアップを実施して

おります。また、監査役ならびに会計監査人とは、各々適宜情報交換・意見交換等の連携をとり、内部統制の充実お

よび業務効率の改善を図っております。

＜監査役監査＞

　各監査役は取締役会等の重要な会議へ出席すると共に、監査役会で策定された監査方針および監査計画に基づき、

業務および財産の状況調査を通じて取締役の業務執行の監督を行っております。また、内部監査担当ならびに会計監

査人とは、各々適宜情報交換・意見交換等の連携をとっており、内部統制組織の監視ならびに牽制を行っております。

 

＜会計監査人＞

　当社は、証券取引法に基づく会計監査について、港陽監査法人に委嘱しております。同監査法人は、監査人として

独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明しております。監査業務を執行した公認会計士は次のとおりであります。
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　　　業務を執行した公認会計士の氏名　　　玉置　良光、鈴木　裕章

　　　所属する監査法人　　　　　　　　　　港陽監査法人

　　　会計監査業務に係る補助者　　　　　　公認会計士　3名

  

　(b) 会社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　社外取締役及び社外監査役は、当社のその他の取締役、監査役との人的関係を有さず、当社との間に資本的関係又は

取引関係その他特別な利害関係はございません。

  

　(c) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近1年間における実施状況

　取締役会は定時取締役会として毎月1回行われるのに加え、必要に応じて臨時取締役会が開催されており、迅速かつ効

率的な経営監視体制がとられております。監査役会は定時取締役会と連動して毎月1回以上開催されており、公正な監視

体制がとられております。また、常勤監査役を中心とした計画的な監査が実施されていることに加えて、業務の適正な

運営、改善ならびに法令順守等を目的とした計画的な内部監査が実施されております。
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２．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高止まりや金利上昇懸念といった不安要素が残るものの、企業収益の回

復を受けた好調な設備投資や雇用情勢の改善に伴う底堅い個人消費などを背景とし、緩やかながらも景気は着実に回復

してまいりました。

　このような状況のもと、当社は各創薬プロジェクトの着実な進展を図る一方で、当社独自技術を活用した中間的ビジ

ネスの軌道化に努めてまいりました。しかしながら、当中間期に予定しておりました「マレーシア政府系企業との技術

移転およびライセンス契約」が、わずかに第3四半期にずれ込んだことにより売上高が計画対比大幅な未達となりました

ことは、平成17年12月9日に発表いたしましたとおりです。

 

■ 創薬及び創薬関連事業

　創薬及び創薬関連事業では、国内外の大手製薬会社等に対し共同研究の積極的な提案を行ってきた結果、複数の契約

交渉が進展してきております。中間期にはわずかに間に合いませんでしたが、平成17年12月には上記の件に加え英国ア

ストラゼネカ社との共同研究契約も締結し目に見える成果が表れてきております。中間期の実績としては、eMIP蛋白質

のGMPレベルでの製造法を確立中の癌治療薬開発プロジェクトにおいて、研究成果報告の対価として40百万円を売上に計

上しましたが、その他は小口であり目立った実績はありませんでした。

 

■ 創薬ツール供給事業

　創薬ツール供給事業では、従来のEZ-TAXIScan™の販売（国内9台、海外1台、合計10台）に加えまして、比較的汎用性

の高いと思われる細胞自動計測装置CYTORECON™を平成17年10月に投入し6台を販売し、装置販売全体として64百万円の売

上を計上いたしました。なお、MDヘパ細胞™の供給につきましては、中間期では製薬会社等におけるサンプル評価の段階

にありましたので、売上計上はありませんでした。

 

 以上の結果、売上高は109百万円（前年同期比40.4％減）、経常損失は306百万円（前年同期経常損失178百万円）、中

間純損失317百万円（前年同期中間純損失178百万円）となりました。

 

(2）財政状態

キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、定期預金の預入や有形固定資産の取得等

が起因し、前中間会計期間末に比べ2,663百万円増加し当中間会計期間末には3,866百万円となりました。当中間会計期

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）

　当中間会計期間中において営業活動の結果得られた資金は105百万円となりました。税引前中間純損失が前年同期と

比べ137百万円減少し316百万円となったものの、売上債権の回収による495百万円の資金収入があったことから、前年

同期に比べ308百万円増加しました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間中において投資活動の結果使用した資金は686百万円となりました。これは主に、定期預金の預入及

び有形固定資産の取得により593百万円を使用したことによるものであり、前年同期に比べ674百万円の減少となりまし

た。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間中において財務活動の結果得られた資金は70百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使に

より50百万円の払込みがあったことによるものであり、前年同期に比べ229百万円の減少となりました。

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成15年5月期 平成16年5月期 平成17年5月期 平成17年11月中間期

自己資本比率（％） 30.6 87.9 93.8 92.4

時価ベースの自己資本比率（％） － － 368.5 297.0

債務償還年数（年） － 0.8 － 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 41.5 － 49.0
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　（注）１．各指標の算出は、以下の算式を使用しております。

　　　　　　株主資本比率　：　株主資本／総資産

　　　　　　時価ベースの株主資本比率　：　株式時価総額／総資産

　　　　　　債務償還年数　：　有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ　：　営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　　２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

　　　　３．キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上さ

            れている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いについては、

　　　　　　（中間）キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

　　　　４．当社株式は平成17年3月29日に株式会社名古屋証券取引所セントレックス市場に上場いたしました。従い

　　　　　　まして、平成15年5月期及び平成16年5月期の時価ベースの株主資本比率を記載しておりません。

　　　　５．平成15年5月期及び平成17年5月期は営業キャッシュ・フローはマイナスであるため、債務償還年数なら　

　　　　　　びにインタレスト・カバレッジ・レシオについては記載しておりません。

(3）通期の見通し

　当中間期の業績は、上述のとおり契約のずれ込みにより売上高・利益ともに低調な結果となりましたが、平成17年12

月には創薬及び創薬関連事業にてマレーシア政府系企業Edgewood社と300万USドルの契約を、英国アストラゼネカ社とは

最大467万USドル（契約期間：最低3年）の大型の契約を締結いたしました。通期業績を達成する上で今後の鍵となるの

は、若干、供給開始に時間を要しておりますMDヘパ細胞™の供給ビジネスですが、製薬会社等の高いニーズを鑑みるに、

現時点において当ビジネスにおける計画達成は十分に見込めるものと考えております。従いまして、通期の業績予想に

つきましては、前期決算発表時に公表いたしましたとおり、売上高1,600百万円（前期比91.9％増）、経常利益200百万

円（前期比150.4％増）、当期純利益145百万円（前期比85.3％増）を予想しております。

 売上高（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

 　通期（予想） 1,600 200 145

 　ご参考（前期実績） 833 79 78

（注）なお、業績につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。従いまし

て、今後発生する状況の変化によっては、実際の業績はこれらの数値と異なる場合があります。

 

　(4）事業等のリスク

　以下に、当社の事業展開その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。

記載事項には、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項であっても、投資判断上重要であると考えられる事項につい

ては、適切な情報開示の観点から積極的に開示しております。

　なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合適切な対応に努める方針

でおりますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項をも慎重に検討した上で行われる

必要があると考えております。

　　以下の記載は本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点ご留意下さい。

 

　(1) 事業環境の変化

　近年、ゲノム解析の進展などにより、ヒトをはじめとする生物の遺伝子レベルでの情報が非常にハイペースで充実し

てきている中、それらの情報を利用し各々の蛋白質の生体内における機能を効率よく解析して創薬ターゲットの同定や

新薬候補物質の発見につなげようとするポストゲノムの時代へと突入してきており、また夢の再生医療を目指した幹細

胞研究が飛躍的に活発化してきております。そうした環境下において、当社は設立来一貫して、創薬に最も近い位置に

あるヒト細胞を用いた独自の創薬プロジェクトの進展を図ると共に、再生医療への応用が期待される細胞分化技術の進

展に取り組んでおります。当社が最終的にターゲットとしているのは医薬品市場であり、創薬事業として行っている癌

治療薬開発プロジェクト、抗炎症薬開発プロジェクト、抗アレルギー薬開発プロジェクトに係る市場がこれにあたりま

す。また、細胞分化技術を駆使したMDヘパ細胞™プロジェクトも再生医療を目指した研究開発を進めていく予定であり、

最終的なターゲット市場はやはり医薬品市場と言えます。当社では、これら以外にも走化性、脱顆粒などの細胞動態制

御や細胞分化技術の応用による有力なターゲットが見つかれば、随時研究開発の幅を広げていく方針です。

　しかしながら、当社が研究対象とする領域は技術の進歩が著しいため、競合他社が優位性の高いターゲット分子を見

出したり、独自のアッセイ系を開発したり、あるいは幹細胞研究において革新的な技術を開発したりすることにより、
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当社の研究成果を陳腐化するような技術革新が起こる可能性が無いとは言えません。このような事業環境の変化に対応

できなかった場合、当社の事業戦略や業績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

　(2) 創薬及び創薬関連事業について

  ① 医薬品開発及び市販後の不確実性等のリスクについて

　一般的に医薬品の開発においては、ターゲットの特定から始まり、創薬シードの発掘とこれを用いた基礎研究、前臨

床試験、臨床試験（フェーズⅠ、フェーズⅡ、フェーズⅢ）及び承認申請審査と続きます。この一連の手続きには長い

年月と多額の研究開発費を要し、開発中止や承認申請後の不許可など多くの不確実性を含んでおります。以下のとおり、

当社の創薬プロジェクトも例外ではありません。

  

　(ⅰ) 癌治療薬開発プロジェクト

　現在、既に動物実験では免疫増強作用による抗腫瘍効果が確認できているeMIP蛋白質について、GMPレベルでの製造法

を確立中であり、平成18年の臨床試験入りを目指して研究開発を進行させております。しかし、今後行われる一部の前

臨床試験・臨床試験において、安全性や有効性を確認できないことにより開発を中止せざるを得なくなった場合、上市

できずに同プロジェクトにおける研究開発資金を回収できなくなる可能性があります。また、研究開発が順調に進捗し

上市できた場合でも、薬価引下げ等の医療費抑制政策の影響や新規な競合品の出現により、十分な売上高・採算を確保

できずに研究開発資金を回収できなくなる可能性が無いとは言えません。

　

　(ⅱ) 抗炎症薬開発プロジェクト

　当社独自の標的分子「フロント」をターゲットとした独自の薬剤探索法を確立済である抗炎症薬開発プロジェクトは、

その標的分子「フロント」の特性から、特異性が高いため副作用が少ない薬剤開発が可能な点、また既存の薬剤開発方

法でネックとなっている種差の壁を乗り越えられる可能性が高い点で、非常に優位性のある創薬プロジェクトの一つで

す。しかしながら、この探索法にて見出された薬剤候補物質が、動物実験やその後の臨床開発において、安全性や有効

性を確認できない場合には、開発が中止される可能性があります。

　

　(ⅲ) 抗アレルギー薬開発プロジェクト

　開発を進めている抗アレルギー薬開発プロジェクトでは、アレルギー反応の初期反応である脱顆粒を抑制する状況を

モニターできる独自の薬剤探索法を用いており、非常に治療効果の高い薬剤を開発できる可能性があります。しかしな

がら、この探索法にて見出された薬剤候補物質が、動物実験やその後の臨床開発において、安全性や有効性を確認でき

ない場合には、開発が中止される可能性があります。

　

　② 医薬品開発のための研究開発費が確保できないことによるリスクについて

　創薬事業の最終目標である医薬品開発には長い年月がかかり、多額の研究開発費を要します。従って、創薬及び創薬

関連事業においては、研究成果の導出のタイミング等をよく見極めながら、想定される様々な相手とアライアンスを組

むことによって契約一時金、開発協力金、ロイヤリティ等を段階的に受領することにより収益を確保していく方針です。

また、TAXIScan™テクノロジーや細胞分化技術を基盤とした製薬会社等との共同研究開発事業、EZ-TAXIScan™やCYTORECON™

といった装置販売事業、MDヘパ細胞™の供給事業等、中間的ビジネスによっても当面のキャッシュ・フローを確保してい

く計画であり、既存のアライアンス先に加えて新たなアライアンス先の開拓を積極的に進めて参ります。しかしながら、

そのような展開によって研究開発に十分なキャッシュ・フローが確保できる保証はなく、さらに新規なアライアンス契

約の締結が進まない場合や既存のアライアンス先との契約解消等が生じた場合、研究開発コストを賄えず継続的な研究

開発活動、事業活動を行なえなくなる可能性があります。

 

　③ 製薬会社等との共同研究開発の契約交渉について

　当業界における契約交渉では相当に時間を要することが多々あります。不確定要素が多く何らかの要因により契約締

結に遅延が生じた場合、当社の単年度業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

　④ 製造物責任のリスクについて

　製造物責任法（以下「PL法」）が対象とする製造物は「製造又は加工された動産」とされています。当社は新薬の開

発を最終目的とする以上、医薬品の製造に係るため、当社が開発に関与した医薬品もPL法の対象となります。当社は医

薬品の開発過程において副作用の少ない医薬品の開発を目指しておりますが、将来、当社の開発に係る医薬品の欠陥に
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より副作用等による損害賠償責任が発生した際には、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。

 

　(3) 創薬ツール供給事業について

　①　TAXIScan™プロジェクト

　(ⅰ) TAXIScan™テクノロジーへの依存について

　当社は、細胞の走化性や脱顆粒など細胞動態の高度解析技術であるTAXIScan™テクノロジーを用いて新たに発見、解析

した知見を基に、細胞動態が大きく関わる癌やアレルギー、動脈硬化等の疾患に関する研究を進めるとともに、医薬品

の開発を行なっております。同テクノロジーの最大の特徴は、100個程度の少量の細胞を使ってその動態を直接モニター

し定量的に解析することが可能な点にあり、薬剤候補化合物を細胞レベルにて探索したりその効果を測定したりするこ

とが出来ます。従来技術では、5～10万個程度の細胞を必要とし、またその細胞の時間経過に伴う動態を測定することが

ほぼ不可能でした。当社では同テクノロジーを基盤とする研究開発を行なうことで、幅広い領域での創薬プロジェクト

の立上げが可能となっており、独創的な新しい創薬シードが生まれてきております。また、同テクノロジーを用いた独

自の薬剤探索法は当社の大きな強みの一つであり、製薬企業などとの共同研究等の中間的ビジネスによる収益計上にも

寄与しております。つまり、中長期での収益を目指す創薬型の事業と中間成果を事業化することで短期での収益化を図

る「ハイブリッド型」の収益構造を持つ当社にとって、同テクノロジーはコアとなるものであり、その競争力に大きく

依存しております。

 

　 (ⅱ) TAXIScan™テクノロジーが認知されないことによるリスクについて

　当社の基盤技術の一つであるTAXIScan™テクノロジーは、少量の細胞を用いた細胞走化性の解析を目的として当社が独

自開発した技術です。細胞の走化性、脱顆粒など細胞動態に焦点をあてた探索は、蛋白質の細胞内での機能解析の有力

な手法の一つであり、ポストゲノム時代の有力な薬剤探索手法になり得るものと考えております。しかしながら、

TAXIScan™テクノロジーの有用性及び競争力が当社の属するバイオ・医薬業界において認知されなかった場合は、創薬及

び創薬関連事業に係る新規契約を締結することができず、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

　②　MDヘパ細胞™プロジェクト

　(ⅰ) MDヘパ細胞™の競合リスクについて

　現時点において、ヒトの体性幹細胞からヒトの肝臓様の細胞を作製し事業化した類似製品はないと認識しており、競

合品としては、ヒト肝臓細胞や形質転換細胞が考えられます。MDヘパ細胞™は、ヒト肝臓細胞に対しては供給の絶対量や

安定供給の点で、形質転換細胞に対してはヒト肝臓細胞の機能の再現性の点で優位性が高く、競争力は十分にあるもの

と考えております。しかしながら、再生医療を目指した幹細胞研究の分野は世界的にも技術革新が急速に進んでいる分

野であり、さらに優れた技術・手法が開発された場合には、当該優位性が継続する保証はありません。

 

　(ⅱ) MDヘパ細胞™の供給について

　現在、製薬会社等に対してMDヘパ細胞™のサンプル出荷を開始しており、製薬会社等における機能評価が進行しており

ます。これら製薬会社等にてMDヘパ細胞™の有用性が確認されれば供給開始となる見込みです。しかしながら、製薬会社

等における細胞機能の評価などに時間がかかったり、顧客ニーズに対する十分な有用性が確認されなかったりした場合

には、本格供給が遅延するなどして当社の業績及び事業計画に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 
　(4)  知的財産権について

　① 当社出願に係る特許が成立しないリスクについて

　当社は事業推進上必要な特許の出願と集約を行っており、平成17年12月31日現在において24件の発明について国内23

件、海外41件（内PCT出願3件、EPO出願8件）合計64件の特許を出願しております。これらの特許には、トランスレーショ

ナル・リサーチの一環として大学や他の研究機関に所属する研究者との共同研究により発明したものも含まれておりま

す。当社は、自らが技術移転機能を担っており、大学や研究機関と共同で知的財産を探索・取得し、権利化及び事業化

へと結び付けております。一般的に、大学や研究機関の技術を産業界に移転する際は、平成10年5月制定の「大学等にお

ける技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律」に基づき承認された「承認TLO（技術移転機関）」

が仲介機能を果たしています。当社は大学等における個別の共同研究に基づき自らが技術移転機能を担うことで、大学・

研究機関との基礎研究から応用研究へと研究開発をスムーズに進めることが可能であり、当該研究による独自性の高い

研究成果をベースに事業化を行っております。
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　当社事業に関連する他社特許については、弁理士など有識者の意見・指導を受け、情報収集は都度行っております。

当社が出願している発明について、各国特許庁の審査に対して適宜適切に対応しておりますが、当該出願が全て特許査

定される保証はなく、特許を出願済であることをもって当社が確実に権利を取得できるものではありません。

　

　② 知的財産に関する訴訟及びクレーム等に係るリスクについて

　平成17年12月31日現在において、当社の事業に関連した特許等の知的財産権について、第三者との間で訴訟やクレー

ムといった問題が発生したという事実はありません。当社は現在、早期の特許出願を心がけておりますが、特許出願に

あたっては顧問弁理士と綿密な相談の上で特許出願を行っており、それに基づいた事業展開を図っております。現時点

においては、当社事業に関し他社が保有する特許等へ抵触することにより、事業に重大な影響を及ぼす可能性は低いも

のと認識しております。ただし、当社のような研究開発型企業において、このような知的財産権侵害問題の発生を完全

に回避することは困難です。今後、当社が第三者との間で法的紛争に巻き込まれた場合、当社は弁護士や弁理士と協議

の上、その内容に応じた適切な対応策を講じていく方針であります。しかしながら、法的紛争の解決には多大な労力と

時間、そして費用を要する可能性があり、その場合当社の経営に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

　③ 職務発明に係る社内対応について

　平成17年4月1日から施行された特許法の法改正に伴い、職務発明の取扱いにおいて労使間の協議による納得性、基準

の明示性、当事者の運用の納得性が重視されることとなりました。これを受けて、当社では経営陣と主として研究部と

が協議の上、職務発明規程を作成し、既に運用を開始しております。しかしながら、将来職務発明に係る対価の相当性

につき紛争が発生しないという保証はありません。その場合、少なからず当社の業績、事業に影響を及ぼす可能性があ

ります。

 

　(5) 大学との関係について

　① 国立大学法人等の共同研究パートナーへの依存について

　国立大学の自立的な運営の確保、学外者の参画による運営システムの制度化、「非公務員型」による弾力的な人事シ

ステムへの移行を図るものとして、平成15年10月1日に施行された「国立大学法人法」に基づき、平成16年4月1日より全

国の国立大学法人（89法人）及び大学機関共同利用法人（4法人）が設立され、産学連携による研究活動が推進されてお

ります。

　国立大学の法人格の取得により、大学が特許権等を管理し、自主的判断に基づき特許権等の譲渡や実施権の設定が可

能となり、研究成果の有効利用・活用が促進されています。また、教職員が公務員制度の適用を受けない非公務員型の

法人となったことで、大学の教職員の兼職・兼業の基準をはじめ、柔軟な勤務時間の設定、業績に応じた処遇・報酬な

どを各大学法人が自主的に設定することが可能となりました。

　当社は、今後とも各大学との良好な関係を維持していく方針でありますが、何らかの事情により産学連携による研究

開発の継続が困難となった場合、産学連携による研究開発成果の利用をビジネスモデルに組み込んでいる当社の事業に

悪影響を与える可能性があります。

 

　② 国立大学法人東京大学及び東京大学先端科学技術研究センターとの共同研究への依存について

　当社は、東京大学及び附置研究所である東京大学先端科学技術研究センター（以下「先端研」）との間で下記３つの

共同研究契約を締結しております。現時点では、当社の研究開発活動にとって当該共同研究は重要な部分を占めており、

当社のこれら共同研究先への依存度は高いものとなっております。

　当社においては、これらの共同研究の重要性を認識し、今後も東京大学及び先端研との良好な関係を維持・強化し共

同研究を進めていく考えであります。しかしながら、これら共同研究先にかかる契約は慣行に従い単年度毎の契約であ

るため、当該契約が確実に継続される法的保証はなく、そのため、何らかの事情により当該共同研究契約の継続が困難

となった場合には、当社事業に悪影響が生じる可能性があります。

　

研究題目  当社との共同研究者

 ベンチャー創出モデル開拓の具体的事例の構築 　玉井　克哉（東京大学先端科学技術研究センター教授） 

 細胞機能の解析による分子予防医学の研究 　松島　綱治（東京大学・大学院医学系研究科教授） 

 フロント蛋白類似体の探索及び機能解析に関する研究
　独立行政法人産業技術総合研究所

　松島　綱治（東京大学・大学院医学系研究科教授）

（注）平成16年8月、玉井克哉は当社の監査役（現任）に就任しております。
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　③ 東京大学先端科学技術研究センターと当社の関係について

　東京大学工学部境界領域研究施設を前身として昭和62年5月に発足した先端研は、平成16年4月の国立大学法人東京大

学の発足にあたり同大11番目の附置研究所として正式に認可されました。先端科学技術に関する基礎・応用研究や「知

的財産」「経済工学」といった文理の壁を超えた新しい学際領域分野の開拓などの研究活動を行っております。また、

設立以来、民間寄付金による客員教官制度、競争的資金による特任教員制度、外部資金で定員外人員を雇用するなど外

部に開かれた組織形態を目指し、流動的な人事制度の構築を図っています。

　当社においては、先端研特任助教授である玉谷卓也が、平成15年8月に東京大学の兼業承認に伴い当社取締役に就任い

たしました。平成16年4月からは、国立大学法人化により各大学における人事の自主性・自律性が採り入れられ、非公務

員化されたことから、役員の兼業に関する問題は解消されております。

　当社は、先端研と共同研究契約の締結や特任教員の受入れ等を行なうことで、大学や大学関連機関との基礎研究成果

を積極的に事業化しております。今後とも先端研との良好な関係を維持・強化していく方針でありますが、何らかの事

情により当該関係の継続が困難となった場合、当社事業に悪影響が生じる可能性があります。

 

　④ 大学との共同研究成果が生み出す収益機会を享受できないリスクについて

　当社は、大学との間で実施する共同研究については、研究費用の負担および発明が生じた際の優先実施権について下

記のように対応しております。

 

　(ⅰ) 共同研究実施等に関する研究費用負担について

　当社は、大学・大学関連機関との間で実施する共同研究については、共同研究契約を締結しております。当社は、共

同研究に参加させる当社研究員に係る費用として一定の研究料を、研究遂行に直接必要な費用として一定の研究経費を

負担するものとしております。

 

　(ⅱ) 優先実施権について

　当社及び大学は、発明等が生じた場合速やかに実施契約を締結するものとしており、大学は承継した知的財産権を自

己実施しないことを約しております。また、発明が大学の研究者のみによりなされた場合であっても、当社又は当社の

指定する者は大学が承継した知的財産権を優先的に実施する契約（専用実施権、通常実施権、又は独占的通常実施権）

を締結できるものとしております。

　国立大学法人化後は、発明など知的財産の権利も研究者個人から原則大学に帰属するように改められ、当社の共同研

究相手先である東京大学においては、新設された知的財産本部が中心となり、大学に帰属された知的財産を有効活用す

るような管理体制となっております。

　当社では上記のとおり共同研究契約を締結しておりますが、研究成果の内、大学の研究者に属する権利の持分は基本

的に大学側の帰属となるため、大学との実施契約締結に係る交渉がスムーズに運ばなかった場合には共同研究成果を当

社で思うように事業化できない可能性があります。その場合、共同研究成果に基づく収益機会を享受できないことから、

当該共同研究に関する研究費用を回収できず、当社の業績や事業戦略に影響を及ぼす可能性があります。

 

　⑤ 寄付金について

　当社は、平成16年5月期に合計28,500千円、平成17年5月期に合計12,286千円の寄付金を支出しております。寄付先は、

東京大学を始めとして、当社が共同研究を実施している研究機関が中心であり、当社事業に関連する研究分野の振興を

目的とするものであります。当社は、自らが大学の研究成果に起源を置く大学発バイオベンチャーであり、また産学連

携によるアカデミックな研究成果を移転するトランスレーショナル・リサーチを担うビジネスモデルをとっており、こ

うした寄付行為は当社事業にとって有益なものと認識しております。従いまして、今後とも必要に応じて取締役会決議

に基づき実施していく方針であります。

 

　(6) 経営成績

　① 収益構造について

　当社のような研究開発型ベンチャーの場合、研究開発を継続的に行なうための資金の確保が重要であり、状況に応じ

て知的成果物のライセンス・譲渡等により研究資金を確保していくことが必要となります。その場合、アライアンス先

との契約により、対価として契約一時金や段階的な開発協力金、マイルストーン達成報奨金の受領、将来的には製造・

販売権の付与等によるロイヤリティ等の受領を想定しております。
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　それら収益の計上タイミングについては、都度 監査法人や顧問弁護士の指導のもと決定しておりますが、一括で収益

計上するものと、将来の役務の提供等に応じて収益計上するものとに分けられます。契約一時金は、契約時に一定の権

利付与の対価として受領するものであり、原則一括計上しております。開発協力金については、研究開発活動の成果に

対する対価として研究成果報告書を提出するなどの役務の提供に基づいて収益計上しております。マイルストーン達成

報奨金は、開発の進捗に応じて予め取り決めたマイルストーンの達成により受領するものであり、一括計上を想定して

おります。ロイヤリティは、現在研究開発中のプロジェクトが進捗し、医薬品として上市された場合などに正味売上高

の一定率を対価として受領するものであり、販売提携先からの報告に基づいて発生時に収益計上することを想定してお

ります。

　現在の当社の収益構造は、アライアンス交渉先との契約締結の可否を含め契約締結時期等の不確定要素が多いことか

ら、何らかの要因により契約締結に遅延が生じた場合など、当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

　② 特定の販売先に対する売上高の割合が高いことについて

　当社は、成長ステージを考慮し、早期回収による新規事業への資本再投下を活性化させるために、研究開発活動の成

果である知的財産から派生した権利を積極的に収益化するビジネスモデルを構築しております。

　平成16年5月期においては、ファイナンス アンド テクノロジー インターナショナル インク及び株式会社メドレック

スと「共同してeMIPの癌免疫増強剤としての開発を行なう」ことで合意し、両社とそれぞれ創薬共同開発契約を締結い

たしました。両社からの契約一時金による売上高の割合は、84.6％となっております。また、平成17年5月期においては、

株式会社メディカルシステムネットワークとの間で、ヒトの体性幹細胞から体外で分化させたヒトの肝臓細胞とほぼ同

等の機能を持つMDヘパ細胞™の日本国内における独占的販売基本契約を締結し、契約一時金500百万円を売上計上いたし

ました。当契約の契約一時金による全体の売上高に占める割合は、60.0％となっております。

　今後においても、各研究開発プロジェクトの進捗状況や事業環境を鑑みながら、研究開発成果である知的財産から派

生した権利を適切なタイミングで収益化していく方針でありますが、契約の締結については、各研究開発プロジェクト

の進捗状況及び相手先との交渉に大きく左右されることから、その状況によっては当社の事業戦略ならびに経営成績お

よび財政状態に重大な影響を及ぼす可能性があります。

 

　(7) 当社の事業体制について

　① 特定の人物への依存について

　(ⅰ) 代表取締役への依存

　代表取締役　金ヶ崎　士朗について

　当社事業の推進者は、代表取締役社長である金ヶ崎士朗です。同氏は、平成11年6月1日の当社設立から現在に至るま

で、当社の事業運営及び研究開発に関わってきた人物です。過去においては、独マックスプランク免疫生物学研究所客

員教授、東京大学医科学研究所助教授、同教授・研究部長、研究施設長を歴任し、現職に至っております。過去より培っ

てきた研究ネットワークを活用した共同研究事業の推進等、当社の事業運営の幅広い側面において重要な役割を果たし

ており、その依存度は高いものと考えられます。当社は、事業運営において、権限委譲や人員拡充等により組織的対応

の強化に努めておりますが、現在においても組織としては小規模です。当社は今後においても同氏の当社事業への関与

が必要不可欠と考えており、何らかの理由により同氏の当社での事業推進が困難となった場合、当社の事業戦略や経営

成績等に重大な影響を与える可能性があります。

 

　(ⅱ) 特定の取締役への依存

　取締役　玉谷　卓也について

　当社取締役である玉谷卓也は研究の統括に当たる一方、先端研特任助教授を兼任しております。平成14年に当社に入

社するまでは、東京都臨床医学総合研究所、日本たばこ産業株式会社医薬基礎研究所等での研究を経て、平成13年より

米国CORIXA社にて癌免疫の研究に従事しておりました。また、現在の当社と東京大学等との共同研究においても中心的

な存在となっていることから、その依存度は特に共同研究の実務面において極めて高いものと考えております。当社は

今後においても同氏の当社事業への関与が必要不可欠であると考えており、何らかの理由により当社での事業推進が困

難となった場合、当社の事業戦略や経営成績等に重大な影響を与える可能性があります。

 

　② 小規模組織であることについて

　当社は、平成17年12月31日現在、取締役4名、監査役3名、従業員41名（臨時雇用者数は含まれておりません。）と組

織としては小規模であり、内部管理体制もこのような組織規模に応じたものとなっております。今後においては、事業
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拡大に伴い人員の増強及び内部管理体制の一層の充実を図る方針であります。しかし、限りある人的資源に依存してい

るため、役職員に業務遂行上の支障が生じた場合、あるいは役職員が社外流出した場合には、当社の業務に支障をきた

すおそれがあります。

 

　③ 人材の確保について

　研究開発型企業である当社の競争力の中核は研究開発力にあり、事業拡大に応じて専門的な知識・技能を有する研究

員を確保していく必要があります。また、事業拡大を支えるためには、研究員の他に事業開発や内部管理等の人材も充

実させていく必要があります。今後においても、当社は優秀な人材の確保及び社内人材のレベル向上に努める方針であ

りますが、人員計画等が計画どおりに進む保証はなく、順調に進まない場合には、事業推進に支障が生じ業績計画に影

響を及ぼす可能性があります。

 

　(8) 経営上の重要な契約等

　上記(5)②における東京大学及び先端研との3つの共同研究契約以外の契約に関して、現時点において当社の事業展開

上、重要と思われる契約の内容について以下に記載しております。これらの契約については、いずれも当社が事業を推

進していく上で非常に重要な要素であると認識しており、当社の意向に反して当該契約の破棄や不利な契約改定が行わ

れた場合、あるいは契約期間満了後に契約が継続されない場合は、当社の事業戦略や経営成績等に悪影響を及ぼす可能

性があります。

 

　① 癌治療薬開発プロジェクトに関する契約

 契約の名称  創薬共同研究開発契約

 相手先名  株式会社メドレックス 

 締結年月日  平成16年4月26日

 契約の主な内容  癌免疫増強剤としてのeMIP分子の共同開発に関する契約

 契約期間  期間の定め無し

 

 契約の名称  創薬共同研究開発契約

 相手先名  ファイナンス アンド テクノロジー インターナショナル インク

 締結年月日  平成16年4月26日

 契約の主な内容  癌免疫増強剤としてのeMIP分子の共同開発に関する契約

 契約期間  期間の定め無し

 

 契約の名称  製造委受託契約

 相手先名  旭硝子株式会社

 締結年月日  平成16年11月1日

 契約の主な内容

 組み換え酵母が生産する蛋白質（以下「目的蛋白質」）を大量生産するためのプロセス

及び大規模製造に向けたスケールアップの検討、ならびに臨床用の目的蛋白質の試作及

びGMP製造に関する委受託契約

 契約期間  平成16年11月1日に発効し、本委託業務の最終ステップ完了の確認をもって終了

 

　② 抗炎症薬開発プロジェクトに関する契約

 契約の名称  共同研究契約

 相手先名  独立行政法人産業技術総合研究所等

 締結年月日  平成14年8月1日

 契約の主な内容  フロント蛋白質類似体の探索及び機能解析に関わる研究

 契約期間  本共同研究の成果に関わる特許権等の登録権利が総て満了し、又は消滅するまでとする

 

　③ MDヘパ細胞™プロジェクトに関する契約

 契約の名称  独占的販売基本契約

 相手先名  株式会社メディカルシステムネットワーク　（以下「MSN」）

 締結年月日  平成17年5月31日
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 契約の名称  独占的販売基本契約

 契約の主な内容
 日本国内において製品（MDヘパ細胞™）を独占的に販売する権利をMSNに付与し、その対

価として一時金を受け取る（本契約上の地位は株式会社メディシスサイエンスに承継）

 契約期間  平成17年5月31日から6年間　（以後、別途合意により更新可能）

 

 契約の名称  継続的供給契約

 相手先名  株式会社メディシスサイエンス

 締結年月日  平成17年7月11日

 契約の主な内容  製品（MDヘパ細胞™）の継続的供給にあたっての諸条件に関する契約

 契約期間  平成17年5月31日から6年間　（以後、自動更新条項あり）

（注）株式会社メディシスサイエンスは、株式会社メディカルシステムネットワークの100％出資子会社にあたります。

 

　(9) その他当社に関するリスクについて

　当社は、役員及び従業員が当社株主と共通の利益を共有することを通じて一体となり職務に奨励する動機付けを行な

うため、また、社外のリソースを有効に活用し当社事業の円滑な遂行を図るための有効な制度と考え、ストック・オプ

ション制度を採用しております。また、役職員等へ付与することで最低限の議決権比率を確保し、経営の安定化を図る

ことも大きな目的としております。さらに、今後においては、ベンチャー企業が優秀な人材を確保するツール等として

も検討していく必要があると考えております。

　平成17年12月31日現在における当社の発行済株式総数は114,840株でありますが、これに対して、現時点での新株予約

権に係る発行予定株数の合計は31,430株であり、ワラント1,120株を含めた潜在株比率は28.3％となっております。これ

らの新株予約権等が行使された場合は、当社の1株あたりの株式価値は希薄化する可能性があります。
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３．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成16年11月30日）
当中間会計期間末

（平成17年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※３ 1,202,743   4,366,333   4,376,906   

２．売掛金  130,341   76,164   571,267   

３．たな卸資産  23,269   102,653   33,403   

４．その他 ※２ 15,671   49,833   6,082   

流動資産合計   1,372,026 91.3  4,594,985 92.7  4,987,660 96.6

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  281   8,481   178   

(2）工具器具及
び備品

 119,879   251,842   169,102   

(3）建設仮勘定  1,014   －   －   

有形固定資産
合計

 121,175  8.1 260,323  5.3 169,280  3.3

２．無形固定資産  2,852  0.2 3,340  0.1 2,500  0.0

３．投資その他の
資産

 5,921  0.4 97,759  2.0 5,577  0.1

固定資産合計   129,950 8.7  361,422 7.3  177,357 3.4

資産合計   1,501,976 100.0  4,956,407 100.0  5,165,018 100

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  85,090   68,975   61,081   

２．１年以内返済
予定の長期借
入金

 －   40,000   －   

３．未払法人税等  1,880   6,033   13,111   

４．新株引受権  1,092   56   64   

５．その他  31,729   83,140   46,935   

流動負債合計   119,792 8.0  198,205 4.0  121,191 2.3

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金  400,000   180,211   200,000   

固定負債合計   400,000 26.6  180,211 3.6  200,000 3.9

負債合計   519,792 34.6  378,416 7.6  321,191 6.2
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前中間会計期間末

（平成16年11月30日）
当中間会計期間末

（平成17年11月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   837,750 55.8  1,858,900 37.5  1,832,850 35.5

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  350,950   2,985,536   2,960,278   

資本剰余金合計   350,950 23.4  2,985,536 60.2  2,960,278 57.3

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間未処理損
失（△）又は
当期未処分利
益

 △206,515   △266,445   50,698   

利益剰余金合計   △206,515 △13.7  △266,445 △5.4  50,698 1.0

資本合計   982,184 65.4  4,577,991 92.4  4,843,826 93.8

負債・資本合計   1,501,976 100.0  4,956,407 100.0  5,165,018 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   183,325 100.0  109,253 100.0  833,580 100.0

Ⅱ　売上原価   103,565 56.5  83,804 76.7  236,270 28.3

売上総利益   79,760 43.5  25,449 23.3  597,310 71.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  259,694 141.7  329,664 301.7  532,684 63.9

営業利益又は営業
損失（△）

  △179,934 △98.2  △304,215 △278.5  64,625 7.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,612 2.5  928 0.8  86,731 10.4

Ⅴ　営業外費用 ※２  2,965 1.6  3,154 2.9  71,491 8.6

経常利益又は経常
損失（△）

  △178,287 △97.3  △306,441 △280.5  79,866 9.6

 Ⅵ　特別損失   － －  9,755 8.9  － －

税引前中間純損失
(△）又は税引前当
期純利益

  △178,287 △97.3  △316,196 △289.4  79,866 9.6

法人税、住民税及
び事業税

  680 0.4  946 0.9  1,620 0.2

中間純損失（△）
又は当期純利益

  △178,967 △97.6  △317,143 △290.3  78,246 9.4

前期繰越利益又は
損失（△）

  △27,547   50,698   △27,547  

中間未処理損失
（△）又は当期未
処分利益

  △206,515   △266,445   50,698  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間純損失
（△）又は税引前当
期純利益

 △178,287 △316,196 79,866

減価償却費  32,637 52,081 77,223

受取利息及び受取配
当金

 △3 △29 △19

支払利息  2,252 2,160 6,225

新株発行費  － 975 37,618

事務所移転費用  － 2,322 －

有形固定資産除却損  － 66 －

売上債権の減少額又
は増加額（△）

 △105,837 495,103 △546,764

たな卸資産の増加額  △5,447 △69,250 △15,581

未収消費税等の増加
額

 △6,825 △16,493 －

その他流動資産の減
少額又は増加額
（△）

 5,298 △27,262 6,006

仕入債務の増加額  80,855 7,894 56,846

未払消費税等の減少
額又は増加額（△）

 － △5,561 5,561

預り金の増加額又は
減少額（△）

 △14,795 659 △14,180

前受金の減少額  △4,604 △1,400 △15,880

その他流動負債の増
加額または減少額
（△）

 △4,362 △1,905 25,514

小計  △199,119 123,164 △297,564

利息及び配当金の受
取額

 3 29 19

利息の支払額  △3,105 △2,154 △6,775

事務所移転による支
出

 － △2,243 －

法人税等の支払額  △160 △13,111 △1,360

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △202,381 105,683 △305,681

Ⅱ　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

 △8,576 △93,105 △97,051

無形固定資産の取得
による支出

 △3,000 △1,224 △3,000

敷金保証金の差入に
よる支出

 － △42,583 －

保険積立金の積立に
よる支出

 － △51,291 －

定期預金の預入れに
よる支出

 － △500,000 －

その他  △909 1,413 △753

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △12,485 △686,792 △100,804
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前中間会計期間

（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の純減額  △100,000 － △100,000

長期借入れによる収
入

 400,000 20,211 200,000

株式の発行による収
入

 － 50,325 3,565,781

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 300,000 70,536 3,665,781

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額または減少額

 85,133 △510,573 3,259,296

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,117,610 4,376,906 1,117,610

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 1,202,743 3,866,333 4,376,906
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）デリバティブ

　時価法

　但し、金利スワップについて特

例処理の条件を充たしている場合

には、時価評価をしておりません。

(1）デリバティブ

   同左

　

(1）デリバティブ

 　 同左

 

(2）たな卸資産

①　商品

　移動平均法に基づく原価法

(2）たな卸資産

①　商品

　同左

(2）たな卸資産

  ①　商品

 　　 同左

 　② 　　　-

 

③　仕掛品

　個別法に基づく原価法

   ②　原材料

       移動平均法に基づく原価法

③　仕掛品

　同左

   ②　　　 -

 

  ③　仕掛品

 　　 同左

④　貯蔵品

実験用薬品

移動平均法に基づく原価法

④　貯蔵品

実験用薬品

同左

  ④　貯蔵品

 　　 実験用薬品

 　　 同左

その他

最終仕入原価法に基づく原価

法

その他

同左

 　　　その他

 　　　同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率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年

工具器具及び備品　３～８年

(1）有形固定資産

　定率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　　　　　　　３～15年

工具器具及び備品　３～10年 

(1）有形固定資産

 　 定率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年

     工具器具及び備品　３～８年 

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　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）に基づいておりま

す。

(2）無形固定資産

　同左

　

 (2）無形固定資産

　   同左 

３．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

　同左   同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

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

の条件を充たしている場合には特

例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　同左

 (1）ヘッジ会計の方法

 同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　取締役会決議に基づき、金利変

動リスクをヘッジしております。

　当中間会計期間にヘッジ会計を

適用したヘッジ対象とヘッジ手段

は以下のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッ

ジ方針

　同左

　

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

 取締役会決議に基づき、金利変動

リスクをヘッジしております。

　当事業年度にヘッジ会計を適用し

たヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。

ヘッジ手段

　金利スワップ

ヘッジ手段

　同左

 ヘッジ手段

 　同左

ヘッジ対象

　借入金

ヘッジ対象

　同左

 ヘッジ対象

 　同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価

を省略しております。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　同左

 (3）ヘッジ有効性評価の方法

 同左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び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

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　　同左  同左

６．その他中間財務諸表（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

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。

消費税等の会計処理

　同左

消費税等の会計処理

　同左

 

（会計処理方法の変更）

　従来、消費税等の会計処理は、税

込方式によっておりましたが、当事

業年度から消費税等の課税業者に該

当することとなったため、当中間会

計期間から税抜方式に変更しており

ます。この変更により経常損失、税

引前中間純損失は、それぞれ5,965

千円減少しております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（会計処理方法の変更）

　従来、消費税等の会計処理は、税

込方式によっておりましたが、当事

業年度から消費税等の課税業者に該

当することとなったため、当事業年

度から税抜方式に変更しております。

この変更により経常利益、税引前当

期純利益は、それぞれ10,807千円減

少しております。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

 －  （固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間会計期間より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会　平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第６号

　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はあり

ません。

  －

追加情報

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

－

 

 －

 

「地方税法の一部を改正する法律（平

成15年法律第９号）が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後

に開始する事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当事業

年度から「法人事業税にかかる外形標

準課税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年２

月13日　企業会計基準委員会　実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税の

資本割及び付加価値割については、販

売費及び一般管理費に計上しておりま

す。

　この結果、販売費及び一般管理費

が11,491千円増加し、営業利益、経常

利益及び税引前当期純利益が同額減少

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成16年11月30日）

当中間会計期間末
（平成17年11月30日）

前事業年度末
（平成17年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

162,840千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

257,696千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は

206,884千円であります。

※２．消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動

資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

※２．消費税等の取扱い

　同左

 ※２．　　　　  －

 

 ※３．　　　　　－

 

※３．担保に供している資産

  現金及び預金 500,000千円

  製品の継続的供給の履行を担保するた

め定期預金500,000千円に質権を設定して

おります。　　

  ※３．　　　　　－

 

 

　４．偶発債務

  製品の継続的供給契約について契約条

件を遵守できない場合、500,000千円を上

限として、契約上の債務を履行する可能

性があります。

 

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．          - ※１．営業外収益のうち主要なもの

助成金収入 4,562千円   助成金収入 86,296千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 2,252千円 支払利息 2,160千円 新株発行費 37,618千円 

上場関連費用 27,358千円 

支払利息 6,225千円 

３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額 ３．減価償却実施額

有形固定資産 31,972千円

無形固定資産 252千円

有形固定資産 51,495千円

無形固定資産 384千円

有形固定資産 76,016千円

無形固定資産 605千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に掲記されている科目と金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借

対照表に掲記されている科目と金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目と金額との関係

（平成16年11月30日現在） （平成17年11月30日現在） （平成17年５月31日現在）

 千円

現金及び預金勘定 1,202,743

現金及び現金同等物 1,202,743

 千円

現金及び預金勘定 4,366,333

担保に供している定期預金 △500,000

現金及び現金同等物 3,866,333

 千円

現金及び預金勘定  4,376,906

現金及び現金同等物  4,376,906
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①　リース取引

前中間会計期間（自　平成16年６月１日　至　平成16年11月30日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３の規定によ

り、記載を省略しております。

当中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３の規定によ

り、記載を省略しております。

前事業年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定に

より、記載を省略しております。

②　有価証券

前中間会計期間（自　平成16年６月１日　至　平成16年11月30日）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　当社は有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成16年11月30日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理が適用されているので、記載を行っておりません。

当中間会計期間末（平成17年11月30日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理が適用されているので、記載を行っておりません。

前事業年度末（平成17年５月31日）

　当社は金利スワップ取引を行っておりますが、特例処理が適用されているので、記載を行っておりません。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成16年６月１日　至　平成16年11月30日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年11月30日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年６月１日　至　平成17年５月31日）

　当社は関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

１株当たり純資産額 11,322.01円

１株当たり中間純損失

金額
2,063.03円

１株当たり純資産額 40,736.71円

１株当たり中間純損失

金額
2,884.09円

１株当たり純資産額 44,532.74円

１株当たり当期純利益

金額
863.92円

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
578.78円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり中間純損失金額は、株式

分割が期首に行われたものとして計算

しております。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、中間純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。

　

　当社は、平成16年７月30日付で株式

１株につき10株の株式分割を行ってお

ります。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前事業年度にお

ける１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。

１株当たり純資産額 13,385.04円

１株当たり当期純利益

金額
1,026.84円

　（注）　１株当たり中間純損失金額または１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日)

前事業年度
(自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日)

中間純損失（△）又は当期純利益　　

（千円）
△178,967 △317,143 78,246

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与） － － －

普通株式に係る中間純損失（△）又は当

期純利益（千円）
△178,967 △317,143 78,246

期中平均株式数（株） 86,750 109,963 90,571

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

－  第１回新株引受権

（新株引受権の目的とな

る株式の数　1,120株）

 

旧商法280条ノ19の規定に

よる新株引受権

（新株引受権の目的とな

る株式の数　1,000株）

 

新株予約権　3,289個

 －
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成16年６月１日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年６月１日
至　平成17年５月31日）

　平成16年12月２日付で第１回新株引

受権付社債の新株引受権の行使により、

株式数等が次のとおり増加しました。

　－ －

普通株式 800株

発行価額 5千円

発行総額 4,000千円

資本金 4,000千円

資本準備金 40千円

  

  

  

  

  

 

　これにより、発行済株式の総数は

87,550株、資本金841,750千円、資本

準備金350,990千円となっております。

　  

配当起算日　平成16年６月１日   

   

　平成16年12月20日付で第２回無担保

社債（新株引受権付）の新株引受権の

行使により、株式数等が次のとおり増

加しました。

  

普通株式 500株

発行価額 10千円

発行総額 5,000千円

資本金 2,500千円

資本準備金 2,550千円

  

  

  

  

  

 

　これにより、発行済株式の総数は

88,050株、資本金844,250千円、資本

準備金353,540千円となっております。

  

配当起算日　平成16年６月１日   
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４．生産、受注及び販売の状況

（1）生産実績　　 

 　当社の業務は、業務の性格上、生産として把握することが困難であるため、記載を省略しております。

 

（2）受注状況

事業部門別

前中間会計期間
（自　平成16年 6月 1日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年 6月 1日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年 6月 1日
至　平成17年 5月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

 創薬及び創薬関連

 事業
7,815 397,761 3,215 281,861 513,610 322,291

 創薬ツール供給事業 141,892 ― 64,431 ― 211,857 1,176

 合　　計 149,707 397,761 67,647 281,861 725,467 323,467

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．金額は契約締結日を基準として集計しております。

　　　 ３．新しい事業部門の内訳は下記のとおりです。

（新）事業部門 主要な事業内容 （旧）事業部門との関係 

 　創薬及び創薬関連事業

　医薬品の研究・開発、創薬シードの

供給、知的財産から派生する権利の収

益化、受託・共同研究

  創薬事業、受託・共同研究事業 

 　創薬ツール供給事業

　

  装置販売、MDヘパ細胞™等の供給

 

  装置販売事業

 

 （3）販売実績

事業部門

前中間会計期間
（自　平成16年 6月 1日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年 6月 1日
至　平成17年11月30日）

前事業年度
（自　平成16年 6月 1日
至　平成17年 5月31日）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

金額
（千円）

構成比
（％）

 創薬及び創薬関連

 事業
41,432 22.6 43,071 39.4 622,898 74.7

 創薬ツール供給事業 141,892 77.4 66,181 60.6 210,682 25.3

 合　　計 183,325 100.0 109,253 100.0 833,580 100.0

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．最近2中間会計期間の主要な販売先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す。

相手先

前中間会計期間
（自　平成16年 6月 1日
至　平成16年11月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年 6月 1日
至　平成17年11月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

 ファイナンス アンド テクノロジー

 インターナショナル インク
30,000 16.4 30,000 27.5

 HIRATA CORPORATION OF AMERICA 83,600 45.6 ― ―

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２．各中間会計期間の総販売実績に対する割合が10％を超える相手先について記載しております。
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