
平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期連結財務諸表の作成基準           ： 中間連結財務諸表作成基準 

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無       ： 有 

④ 会計監査人の関与                 ： 有 

 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則

の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続

を受けております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当社グループ（当社、連結子会社７社及び持分法適用関連会社１社）は医薬品開発を行う企業として着実な成長を

遂げるために、パイプライン（開発品群）の充実を中期的な主要経営課題としております。当社独自のプロダクト・

ディスカバリーとして、既存のＤＲＰ®、ＮＭＥ研究開発及びアラキス・アプローチを融合し、新生のＤＲＰ®を確立

いたしました。ＤＲＰ®は開発リスクを極小化しうる新規開発品の創出をテーマとして、1.上市製品及び医薬品デー

タベースによる新規用途探索、2.第Ⅱ相臨床試験以降で開発が保留となっていた化合物の新規適応探索の２つの活動

を運営しております。新生ＤＲＰ®とインライセンス（自社開発・販売を目的とした他社よりの製品導入）という異

なる開発品創出機能を活用することで、医薬品開発に付随するリスクの経営全体に対する影響を極小化させるコント

ロール機能を持った開発パイプラインの構築に努めております。 

 現在当社では、保有する開発品のうち11品目を開発優先度の高いコア・パイプラインと位置付けております。コ

ア・パイプラインは、短中期的に収益化の可能性が高いと判断される開発品群であり、財務、開発体制整備、開発品

進捗等の状況に応じて効率的に経営資源を活用し、開発を推進しております。コア・パイプラインにおいては、Ａ

Ｄ ２３７の後期第Ⅱ相臨床試験開始、ＡＤ ３３７の第Ⅰ相臨床試験終了、ＤＲＰ®による新規医薬候補品としてＳ

Ｄ７２６の投入など、様々な段階にある研究開発を推進いたしました。 

 この結果、当第３四半期の業績は、売上高209百万円（前年同期比561.1％増）、営業損失2,688百万円（前年同期

営業損失1,358百万円）、経常損失2,723百万円（前年同期経常損失1,476百万円）、第３四半期純損失2,570百万円

（前年同期純損失1,413百万円）となりました。販売費及び一般管理費は2,729百万円であり、このうち研究開発費は

1,304百万円発生いたしました。 

  平成18年１月31日

上場会社名  株式会社そーせい （コード番号：4565  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.sosei.com ） ＴＥＬ：(03)5210-3290 

問合せ先  代表者役職・氏名 代表執行役社長ＣＥＯ   田村 眞一 

責任者役職・氏名 経営企画部長           前川 裕貴 

(1）連結経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 209 561.1 △2,688 － △2,723 － △2,570 －

17年３月期第３四半期 31 － △1,358 － △1,476 － △1,413 －

（参考）17年３月期 244 7.7 △1,753 － △1,884 － △1,820 －

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭 円 銭

18年３月期第３四半期 △32,838 46 － －

17年３月期第３四半期 △25,631 04 － －

（参考）17年３月期 △32,136 46 － －
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［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期末における総資産は、前期末に比べ16,762百万円増加し26,641百万円となりました。負債合計は、前

期末に比べ458百万円増加し611百万円となりました。 

 営業活動の結果減少した資金は2,116百万円となりました。研究開発活動の進捗に伴う研究開発費や一般管理費の

発生による税金等調整前当第３四半期純損失2,646百万円が主要な減少項目であり、一方アラキス社子会社化に伴っ

て生じた連結調整勘定償却額534百万円が主要増加項目です。 

 投資活動の結果増加した資金は2,635百万円となりました。これは主にアラキス社買収に関して、買収時同社保有

資金5,832百万円より同社株式購入対価、付随費用及び新株発行費計3,165百万円を減じた純収入2,667百万円です。 

 財務活動の結果増加した資金は35百万円となりました。 

 以上の結果、当第３四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ799百万円増加し、10,497百万

円となりました。 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △50,983円99銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当連結会計年度通期の売上高は、ＡＤ ２３７受託開発収入、子会社ＳＣコンサルティング株式会社の技術移転事

業による収入等を計画しております。また、アラキス社買収により生じた連結調整勘定償却費の発生も見込んでおり

ます。 

 この結果、連結業績予想につきましては、平成17年12月16日に公表いたしましたとおり、売上高300百万円、経常

利益△5,000百万円、当期純利益△5,000百万円を見込んでおります。 

  上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要

素が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して

投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。当社は今後も、四半期決算にて業績の開示を行ってまいります。ま

た、業績の予想につきましても随時見直しを行い、開示ルールにしたがって公表していく所存であります。  

(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

 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

18年３月期第３四半期 26,641 26,030 97.7 265,425 73

17年３月期第３四半期 10,268 10,102 98.4 165,025 10

（参考）17年３月期 9,879 9,726 98.4 157,443 52

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨） 

 
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

18年３月期第３四半期 △2,116 2,635 35 10,497

17年３月期第３四半期 △1,289 △13 10,394 10,084

（参考）17年３月期 △1,700 △21 10,424 9,697

３．平成18年３月期の連結業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） （百万円未満切捨） 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

通     期 300 △5,000 △5,000
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４．四半期連結財務諸表 

(1）四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
（平成17年３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   4,584,185   8,997,366   4,197,523  

２．売掛金   8,052   141,931   6,872  

３．有価証券   5,500,082   1,500,193   5,500,129  

４．その他   41,107   354,996   51,721  

流動資産合計   10,133,428 98.7  10,994,487 41.3  9,756,246 98.8 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※  33,205   52,262   33,351  

２．無形固定資産              

(1）連結調整勘定  －   15,438,519   －   

(2）その他  2,153 2,153  10,993 15,449,513  7,264 7,264  

３．投資その他の資産   99,593   145,683   82,852  

固定資産合計   134,952 1.3  15,647,459 58.7  123,469 1.2 

資産合計   10,268,380 100.0  26,641,946 100.0  9,879,715 100.0 

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債   164,929 1.6  611,645 2.3  152,989 1.6 

Ⅱ 固定負債   615 0.0  － －  337 0.0 

負債合計   165,544 1.6  611,645 2.3  153,327 1.6 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,842,025 56.9  15,213,474 57.1  5,869,875 59.4 

Ⅱ 資本剰余金   7,921,725 77.2  17,237,094 64.7  7,923,975 80.2 

Ⅲ 利益剰余金   △3,661,809 △35.7  △6,639,429 △24.9  △4,068,868 △41.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   896 0.0  － －  491 0.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   － －  219,163 0.8  915 0.0 

資本合計   10,102,836 98.4  26,030,301 97.7  9,726,388 98.4 

負債及び資本合計   10,268,380 100.0  26,641,946 100.0  9,879,715 100.0 
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(2）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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   31,685 100.0  209,471 100.0  244,395 100.0

Ⅱ 売上原価   9,743 30.8  168,672 80.5  13,050 5.3

売上総利益   21,941 69.2  40,799 19.5  231,345 94.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,380,859 4,358.0  2,729,467 1,303.0  1,984,708 812.1

営業損失   1,358,917 △4,288.8  2,688,667 △1,283.5  1,753,362 △717.4

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  899   88,948   1,503   

２．受取手数料  440   －   532   

３．受取保険金  1,966   －   1,966   

４．その他  576 3,882 12.3 3,921 92,870 44.3 576 4,578 1.9

Ⅴ 営業外費用           

１．新株発行費  58,366   87,393   58,396   

２．上場関連費用  26,244   －   26,244   

３．持分法による投資損失  29,884   40,050   45,681   

４．その他  7,054 121,549 383.6 4 127,448 60.8 5,472 135,794 55.6

経常損失   1,476,584 △4,660.1  2,723,246 △1,300.0  1,884,578 △771.1

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入額  155   －   155   

２．投資有価証券売却益  －   1,053   －   

３．持分変動利益  67,951 68,107 214.9 86,994 88,047 42.0 67,951 68,107 27.8

Ⅶ 特別損失           

１．固定資産売却除却損 ※２ 126 126 0.4 11,452 11,452 5.4 281 281 0.1

税金等調整前第３四半期
（当期）純損失   1,408,603 △4,445.6  2,646,651 △1,263.4  1,816,753 △743.4

法人税、住民税及び 
事業税   4,696 14.8  △76,090 △36.3  3,605 1.4

第３四半期（当期） 
純損失   1,413,300 △4,460.4  2,570,561 △1,227.1  1,820,358 △744.8
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(3）四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,648,400  7,923,975  1,648,400 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

増資による新株の発行  6,273,325 6,273,325 9,310,119 9,310,119 6,275,575 6,275,575 

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末 
（期末）残高   7,921,725  17,234,094  7,923,975 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △2,248,509  △4,068,868  △2,248,509 

Ⅱ 利益剰余金減少高        

第３四半期（当期）純損失  1,413,300 1,413,300 2,570,561 2,570,561 1,820,358 1,820,358 

Ⅲ 利益剰余金第３四半期末 
（期末）残高   △3,661,809  △6,639,429  △4,068,868 
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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     

税金等調整前当第３四半期   
（当期）純損失  △1,408,603 △2,646,651 △1,816,753 

減価償却費  5,805 17,647 8,686 

連結調整勘定償却額  － 534,894 － 

貸倒引当金の減少額  △155 － △155 

新株発行費  58,366 87,393 58,396 

持分法による投資損失  29,884 40,050 45,681 

持分変動利益  △67,951 △86,994 △67,951 

投資有価証券売却益  － △1,053 － 

固定資産売却除却損  126 11,452 281 

売上債権の増加額  △3,880 △68,957 △2,700 

未収入金の増減額  21,271 49,264 14,858 

未払金の増加額  70,031 4,564 52,622 

未払費用の減少額  － △72,587 － 

未払法人税等の増加額  21,677 7,231 21,410 

その他  △15,258 △79,479 △14,863 

小計  △1,288,685 △2,203,224 △1,700,487 

利息の受取額  899 88,948 1,503 

法人税等の支払額  △1,742 △2,079 △1,800 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,289,528 △2,116,355 △1,700,784 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の売却による収入  － 1,854 － 

連結子会社取得に伴う収入  － 2,667,163 － 

有形固定資産の取得による支出  △15,939 △10,657 △18,022 

有形固定資産の売却による収入  324 － 1,027 

無形固定資産の取得による支出  － △5,550 △6,913 

その他  1,834 △17,486 2,096 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,780 2,635,324 △21,811 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

株式の発行による収入  10,394,833 35,161 10,424,903 

財務活動によるキャッシュ・フロー  10,394,833 35,161 10,424,903 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △6,478 245,776 △3,876 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  9,085,045 799,907 8,698,430 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  999,222 9,697,652 999,222 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高 

※ 10,084,268 10,497,559 9,697,652 
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．連結の範囲に関す

る事項 

連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

Sosei Consulting株式会社 

連結子会社の数 ７社 

主要な連結子会社の名称 

Arakis Limited 

Kosei, Inc. 

ＳＣコンサルティング株式

会社 

  Arakis Limitedは、当連結

会計年度において新たに株式

を取得したため、連結の範囲

に含めております。 

 また、Arakis Limitedが新

たに連結子会社となったこと

に伴い、同社の連結子会社に

ついても連結の範囲に含めて

おります。 

連結子会社の数 ２社 

連結子会社の名称 

ＳＣコンサルティング株式

会社 

Kosei, Inc. 

 ＳＣコンサルティング株式

会社は、平成17年１月１日に

Sosei Consulting株式会社よ

り名称を変更しております。 

 Kosei, Inc.は、当連結会

計年度において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めて

おります。 

２．持分法の適用に関

する事項 

持分法適用の関連会社数 

１社 

関連会社の名称 

ステムセルサイエンス株式

会社 

同左 同左 

３．連結子会社の四半

期決算日等（事業

年度等）に関する

事項 

 連結子会社の四半期決算日

は四半期連結決算日と一致し

ております。 

     同左  連結子会社の事業年度の末

日は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 

時価のあるもの 

 第３四半期連結決

算日の市場価格等に

基づく時価法（評価

差額は全部資本直入

法により処理し、売

却原価は移動平均法

により算定）を採用

しております。 

(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 

時価のあるもの 

 同左 

(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 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場

価格等に基づく時価

法（評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算

定）を採用しており

ます。 

 時価のないもの 

 移動平均法による

原価法を採用してお

ります。 

時価のないもの 

 同左 

時価のないもの 

同左 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (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 

 定率法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物    10～15年 

工具器具備品 

４～10年 

(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 

 当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物    ４～15年 

工具器具備品 

３～10年 

(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 

 定率法を採用しており

ます。 

 なお、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

建物    10～15年 

工具器具備品 

４～10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

トウェアについては、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。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

 (3）重要な引当金の計上基準 

 貸倒引当金は、売上債権

等の貸倒損失に備えるた

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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

同左 

 (4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、

第３四半期連結決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、

第３四半期連結決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

 なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上してお

ります。 

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

 なお、在外子会社等の資

産、負債、収益及び費用は

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為

替換算調整勘定に含めて計

上しております。 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 (5）その他四半期連結財務諸

表作成のための基本とな

る重要な事項 

① 消費税等の会計処理方

法 

 消費税等の会計処理は

税抜方式によっておりま

す。 

(5）その他四半期連結財務

諸表作成のための基本

となる重要な事項 

① 消費税等の会計処理

方法 

同左 

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項 

① 消費税等の会計処理方

法 

同左 

 ② 繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時

に全額費用として処理し

ております。 

 なお、平成16年７月29

日付の一般公募による新

株の発行（14,050株）

は、引受証券会社が引受

価額（744,000円）で買

取引受を行い、当該引受

価額とは異なる発行価格

（800,000円）で、一般

投資家に販売するスプレ

ッド方式によっておりま

す。この方式では、発行

価格と引受価額の差額の

総額（786,800千円）が

引受手数料であり、引受

価額と同一の発行価格で

一般投資家に販売する方

式であれば、新株発行費

として処理されていたも

のであります。 

 この結果、従来の方式

によった場合と比較して

資本金と資本剰余金の合

計額、新株発行費、経常

損失及び税金等調整前当

期純損失はそれぞれ

786,800千円少なく計上

されております。 

② 繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時

に全額費用として処理し

ております。 

② 繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時

に全額費用として処理し

ております。 

 なお、平成16年７月29

日付の一般公募による新

株の発行（14,050株）

は、引受証券会社が引受

価額（744,000円）で買

取引受を行い、当該引受

価額とは異なる発行価格

（800,000円）で、一般

投資家に販売するスプレ

ッド方式によっておりま

す。この方式では、発行

価格と引受価額の差額の

総額（786,800千円）が

引受手数料であり、引受

価額と同一の発行価格で

一般投資家に販売する方

式であれば、新株発行費

として処理されていたも

のであります。 

 この結果、従来の方式

によった場合と比較して

資本金と資本剰余金の合

計額、新株発行費、経常

損失及び税金等調整前当

期純損失はそれぞれ

786,800千円少なく計上

されております。 

５．四半期連結キャッ

シュ・フロー計算

書（連結キャッシ

ュ・フロー計算

書）における資金

の範囲 

 資金（現金及び現金同等

物）は、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 

- 9 -



四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

      ──────  （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、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。

これにより損益に与える影響はあり

ません。 

────── 

  （会計処理の変更） 

 在外連結子会社の四半期財務諸表

項目のうち収益及び費用について

は、従来、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算しておりました

が、当第３四半期連結会計期間より

期中平均為替相場により換算する方

法に変更いたしました。 

 この変更は、在外連結子会社の収

益及び費用の重要性が増してきたこ

とに伴い、為替相場の変動をより適

切に経営成績に反映し、期間損益計

算の適正化を図るために行うもので

あります。 

 この変更による損益に与える影響

は軽微であります。 

 なお、当該会計処理の変更は当第

３四半期に行っておりますが、当第

３四半期より在外連結子会社の収益

及び費用の重要性が増加してきたた

めであります。したがって、当中間

連結会計期間は従来の方法によって

おりますが、当中間連結会計期間に

おいて当第３四半期連結会計期間と

同じ方法を採用した場合においても

影響は軽微であります。 
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追加情報 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 ──────  当社グループは平成17年８月30日に

Arakis Limitedを子会社化し、当連結

会計年度より連結の範囲に含めており

ます。 

 これにより、Arakis Limitedの当第

３四半期連結会計期間末の資産、負債

及び資本並びに子会社化した時点から

当第３四半期連結会計期間末までの連

結損益を、当社グループの第３四半期

連結財務諸表に反映させております。

また、同社子会社化に伴い、連結調整

勘定が15,885,763千円生じ、当連結会

計年度より10年で均等償却しておりま

す。 

 このため当第３四半期連結会計期間末

の財政状態及び当第３四半期連結会計

期間の経営成績は前連結会計年度と比

較して大きく変動しております。 

 Arakis Limitedを連結の範囲に含めた

ことによる当第３四半期連結財務諸表

への影響は次のとおりであります。 

流動資産 5,751,104千円

固定資産 15,457,600 

（うち連結調整勘定 15,438,519） 

流動負債 466,018 

第３四半期純損失 1,172,787 

────── 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

（四半期連結損益計算書関係） 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期連結会計期間（自平成

16年４月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

※ 有形固定資産の減価償却累計額

は20,985千円であります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額

は111,581千円であります。 

※ 有形固定資産の減価償却累計額

は19,782千円であります。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のとお

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のとお

りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費用及び金額は次のとお

りであります。 

研究開発費 870,763千円 研究開発費 1,304,329千円

連結調整勘定 

償却額 
534,894 

研究開発費 1,324,374千円

 なお、研究開発費の総額は上

記金額であり、そのうち主要な

費用及び金額は次のとおりであ

ります。 

 なお、研究開発費の総額は上

記金額であり、そのうち主要な

費用及び金額は次のとおりであ

ります。 

 なお、研究開発費の総額は上

記金額であり、そのうち主要な

費用及び金額は次のとおりであ

ります。 

人件費 141,469千円

委託費用 670,326 

人件費 385,378千円

委託費用 834,791 

人件費 231,469千円

委託費用 1,010,811 

※２．固定資産売却除却損の内訳  ※２．固定資産売却除却損の内訳  ※２．固定資産売却除却損の内訳 

工具器具備品 126千円 建物 225千円

工具器具備品 11,227 

工具器具備品 281千円

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半

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

関係は次のとおりであります。 

※ 現金及び現金同等物の第３四半

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

関係は次のとおりであります。 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係は次のとお

りであります。 

（平成16年12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成17年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 4,584,185千円

有価証券勘定 5,500,082 

現金及び現金同等物10,084,268 

現金及び預金勘定 8,997,366千円

有価証券勘定 1,500,193 

現金及び現金同等物10,497,559 

現金及び預金勘定 4,197,523千円

有価証券勘定 5,500,129 

現金及び現金同等物 9,697,652 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期連結会計期間（自平成

16年４月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 種類 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

取得原価 

（千円） 

連結貸借

対照表計

上額 

（千円）

差額 

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額 

（千円）

差額 

（千円）

取得原価 

（千円） 

連結貸借

対照表計

上額 

（千円） 

差額 

（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 801 2,312 1,511 － － － 801 1,631 829 

(2）債券 － － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － － 

小計 801 2,312 1,511 － － － 801 1,631 829 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

(1）株式 － － － － － － － － － 

(2）債券 － － － － － － － － － 

(3）その他 － － － － － － － － － 

小計 － － － － － － － － － 

合計 801 2,312 1,511 － － － 801 1,631 829 

 

前第３四半期連結会計期間末 
（平成16年12月31日）  

当第３四半期連結会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

第３四半期連結貸借対照表計上額
（千円）  

第３四半期連結貸借対照表計上額
（千円） 

連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券    

非上場株式 63,328 94,475 47,531 

フリーファイナンシャルファンド 5,500,082 1,500,193 5,500,129 
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 （注）１．事業の区分は、製品及びサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主な製品及びサービス 

(1）医薬事業………医薬品 

(2）その他事業……医薬等の技術移転仲介、医薬業界誌の販売取次 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４．医薬事業の売上高の合計が全セグメントの売上高の合計の50％以下であるのは、事業の主体は医薬事業であ

るが、現状においては研究開発段階であるためであります。また、その他事業のうち主なものは技術移転事

業であり、その売上高は30,507千円、全セグメントの売上高の合計に占める当該売上高の割合は91.1％であ

ります。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１．事業の区分は、製品及びサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主な製品及びサービス 

(1）医薬事業………医薬品 

(2）その他事業……医薬等の技術移転仲介、医薬業界誌の販売取次 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

 
医薬事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 － 31,685 31,685 － 31,685 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 1,800 1,800 △1,800 － 

計 － 33,485 33,485 △1,800 31,685 

営業費用 1,371,190 22,922 1,394,113 △3,510 1,390,603 

営業利益（又は営業損失） △1,371,190 10,563 △1,360,627 1,710 △1,358,917 

 
医薬事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 188,018 21,453 209,471 － 209,471 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 1,800 1,800 △1,800 － 

計 188,018 23,253 211,271 △1,800 209,471 

営業費用 2,348,111 24,171 2,372,283 525,856 2,898,139 

営業損失 2,160,093 918 2,161,011 527,656 2,688,667 
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前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、製品及びサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主な製品及びサービス 

(1）医薬事業………医薬品 

(2）その他事業……医薬等の技術移転仲介、医薬業界誌の販売取次 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

２．所在地別セグメント情報 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

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

の記載を省略しております。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州……英国 

(2）北米……米国 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

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

の記載を省略しております。 

 
医薬事業 
（千円） 

その他事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 204,881 39,513 244,395 － 244,395 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 2,400 2,400 △2,400 － 

計 204,881 41,913 246,795 △2,400 244,395 

営業費用 1,970,560 31,878 2,002,438 △4,680 1,997,758 

営業利益（又は営業損失） △1,765,678 10,035 △1,755,642 2,280 △1,753,362 

 
日本 
（千円） 

欧州 
（千円） 

北米 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 27,785 181,686 － 209,471 － 209,471 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,800 － － 1,800 △1,800 － 

計 29,585 181,686 － 211,271 △1,800 209,471 

営業費用 1,359,884 1,004,086 8,312 2,372,283 525,856 2,898,139 

営業損失 1,330,298 822,400 8,312 2,161,011 527,656 2,688,667 
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３．海外売上高 

前第３四半期連結会計期間（自平成16年４月１日 至平成16年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州……英国、独国、仏国 

(2）北米……米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州……英国、独国、仏国、スイス、ハンガリー 

(2）北米……米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州……英国、独国、仏国 

(2）北米……米国、カナダ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 20,654 4,111 1,561 26,326 

Ⅱ 連結売上高（千円）       31,685 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
65.2 13.0 4.9 83.1 

 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 195,109 9,611 621 205,341 

Ⅱ 連結売上高（千円）       209,471 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
93.1 4.6 0.3 98.0 

 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 27,022 7,867 2,769 37,660 

Ⅱ 連結売上高（千円）       244,395 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
11.1 3.2 1.1 15.4 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり第３四半期（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期連結会計期間（自平成

16年４月１日 至平成16年12月31日）及び前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 当該当事項はありません。 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１株当たり純資産額 165,025.09円

１株当たり第３四半期

純損失 
25,631.04円

１株当たり純資産額 265,425.73円

１株当たり第３四半期

純損失 
32,838.45円

１株当たり純資産額 157,443.52円

１株当たり当期純損失 32,136.45円

 なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益については、第３四半

期純損失を計上しているため記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり第

３四半期純利益については、第３四半

期純損失を計上しているため記載して

おりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、当期純損失を計

上しているため記載しておりません。

 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

第３四半期（当期）純損失

（千円） 
1,413,300 2,570,561 1,820,358 

普通株主に帰属しない金額

（千円） 
－ － － 

普通株式に係る第３四半期

（当期）純損失（千円） 
1,413,300 2,570,561 1,820,358 

期中平均株式数（株） 55,140 78,278 56,644 

希薄化効果を有しないた

め、潜在株式調整後１株当

たり第３四半期（当期）純

利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株引受権３種類（新株引受

権の目的となる株式の数 

4,400株） 

新株予約権６種類（新株予約

権の目的となる株式の数 

3,465株） 

 新株引受権３種類（新株引

受権の目的となる株式の数 

3,285株） 

 新株予約権８種類（新株予

約権の目的となる株式の数 

4,645株） 

新株引受権３種類（新株引受

権の目的となる株式の数  

3,888株） 

新株予約権６種類（新株予約

権の目的となる株式の数 

3,205株） 
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平成18年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準               ： 中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 

③ 会計監査人の関与                 ： 有 

 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則の取

扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを

受けております。 

２．平成18年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成17年４月１日～平成17年12月31日） 

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） △22,432円96銭 

  平成18年１月31日

上場会社名   株式会社そーせい （コード番号：4565  東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http：//www.sosei.com ） ＴＥＬ：(03)5210-3290 

問合せ先  代表者役職・氏名 代表執行役社長ＣＥＯ   田村 眞一 

責任者役職・氏名 経営企画部長       前川 裕貴 

(1）経営成績の進捗状況 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期第３四半期 8 201.9 △1,327 － △1,431 － △1,433 －

17年３月期第３四半期 2 － △1,368 － △1,455 － △1,456 －

（参考）17年３月期 208 2.4 △1,762 － △1,845 － △1,847 －

 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円 銭

18年３月期第３四半期 △18,311 75 

17年３月期第３四半期 △26,407 15 

（参考）17年３月期 △32,610 93 

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

 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

18年３月期第３四半期 27,057 26,912 99.5 274,423 26

17年３月期第３四半期 10,212 10,051 98.4 164,183 81

（参考）17年３月期 9,840 9,689 98.5 156,852 69

３．平成18年３月期の業績予想（平成17年４月１日～平成18年３月31日） （百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり年間配当金

 百万円 百万円 百万円 円 銭

通     期 50  △2,200 △2,200 0 00
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４．四半期財務諸表 

(1）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度要約貸借対照表 
（平成17年３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  4,568,770   3,638,386   4,149,806   

２．売掛金  －   134   61   

３．有価証券  5,500,082   1,500,193   5,500,129   

４．その他 ※２ 44,472   65,412   55,693   

流動資産合計   10,113,325 99.0  5,204,127 19.2  9,705,690 98.6

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 33,205   33,181   33,351   

２．無形固定資産  2,153   10,993   7,264   

３．投資その他の資産           

(1）関係会社株式      21,758,746   58,808   

(2）その他      50,564   35,321   

投資その他の資産合計  63,764   21,809,310   94,129   

固定資産合計   99,123 1.0  21,853,486 80.8  134,745 1.4

資産合計   10,212,449 100.0  27,057,614 100.0  9,840,436 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債   160,501 1.6  144,924 0.5  150,209 1.5

Ⅱ 固定負債   615 0.0  － －  337 0.0

負債合計   161,116 1.6  144,924 0.5  150,547 1.5

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   5,842,025 57.2  15,213,474 56.3  5,869,875 59.7

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  7,921,725   17,237,094   7,923,975   

資本剰余金合計   7,921,725 77.6  17,237,094 63.7  7,923,975 80.5

Ⅲ 利益剰余金           

１．第３四半期（当期） 
未処理損失  3,713,313   5,537,878   4,104,453   

利益剰余金合計   △3,713,313 △36.4  △5,537,878 △20.5  △4,104,453 △41.7

Ⅳ その他有価証券評価差額金   896 0.0  － －  491 0.0

資本合計   10,051,332 98.4  26,912,689 99.5  9,689,888 98.5

負債及び資本合計   10,212,449 100.0  27,057,614 100.0  9,840,436 100.0
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(2）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度要約損益計算書 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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   2,978 100.0  8,990 100.0  208,646 100.0

Ⅱ 売上原価   704 23.7  589 6.6  997 0.5

売上総利益   2,273 76.3  8,401 93.4  207,649 99.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,371,190 46,044.0  1,335,712 14,856.6  1,970,096 944.2

営業損失   1,368,917 △45,967.7  1,327,311 △14,763.2  1,762,446 △844.7

Ⅳ 営業外収益 ※２  5,589 187.7  10,382 115.5  6,855 3.3

Ⅴ 営業外費用 ※３  91,732 3,080.3  114,698 1,275.8  90,152 43.2

経常損失   1,455,060 △48,860.3  1,431,627 △15,923.5  1,845,743 △884.6

 Ⅵ 特別利益   － － 1,053 11.7  － －

 Ⅶ 特別損失   126 4.3  － － 281 0.1

税引前第３四半期（当期）
純損失   1,455,187 △48,864.6  1,430,574 △15,911.8  1,846,024 △884.7

法人税、住民税及び事業税   907 30.5  2,850 31.7  1,210 0.6

第３四半期（当期）純損失   1,456,095 △48,895.1  1,433,425 △15,943.5  1,847,234 △885.3

前期繰越損失   2,257,218   4,104,453   2,257,218  

第３四半期（当期）未処理
損失   3,713,313   5,537,878   4,104,453  
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

１．資産の評価基準及

び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

 移動平均法による原価

法を採用しております。 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会

社株式  

   同左 

(1）有価証券 

子会社株式及び関連会社

株式 

同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

 第３四半期決算日の

市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部

資本直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定）を採

用しております。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

  同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定）を採用しており

ます。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

  同左 

時価のないもの 

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、主な耐用年数は次

のとおりであります。 

  建物     10～15年 

  工具器具備品 ４～10年 

(1）有形固定資産 

    同左 

  

(1）有形固定資産 

同左 

 (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

ウェアについては、社内に

おける見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

(2）無形固定資産 

    同左 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準   貸倒引当金は、売上債権

等の貸倒損失に備えるため、

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。 

     同左 同左 

４．外貨建の資産及び

負債の本国通貨へ

の換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、

第３四半期期末日の直物為替

相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理して

おります。 

     同左  外貨建金銭債権債務は、期

末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 
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項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

５．その他四半期財務

諸表（財務諸表）

作成のための基本

となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理方法 

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。 

(1）消費税等の会計処理方法

同左 

(1）消費税等の会計処理方法 

同左 

 (2）繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。 

 なお、平成16年７月29日

付の一般募集による新株の

発行（14,050株）は、引受

証券会社が引受価額

（744,000円）で買取引受

を行い、当該引受価額とは

異なる発行価格（800,000

円）で、一般投資家に販売

するスプレッド方式によっ

ております。この方式で

は、発行価格と引受価額の

差額の総額（786,800千

円）が引受手数料であり、

引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する方

式であれば、新株発行費と

して処理されていたもので

あります。 

 この結果、従来の方式に

よった場合と比較して資本

金と資本準備金の合計額、

営業外費用、経常損失及び

税引前中間純損失はそれぞ

れ786,800千円少なく計上

されております。 

(2）繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。 

(2）繰延資産の処理方法 

 新株発行費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。 

 なお、平成16年７月29日

付の一般募集による新株の

発行（14,050株）は、引受

証券会社が引受価額

（744,000円）で買取引受

を行い、当該引受価額とは

異なる発行価格（800,000

円）で、一般投資家に販売

するスプレッド方式によっ

ております。この方式で

は、発行価格と引受価額の

差額の総額（786,800千

円）が引受手数料であり、

引受価額と同一の発行価格

で一般投資家に販売する方

式であれば、新株発行費と

して処理されていたもので

あります。 

 この結果、従来の方式に

よった場合と比較して資本

金と資本準備金の合計額、

営業外費用、経常損失及び

税引前中間純損失はそれぞ

れ786,800千円少なく計上

されております。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

表示方法の変更 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。   

────── 

前第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

 ──────  （四半期貸借対照表） 

 「関係会社株式」は、前第３四半期会計期間まで、投資

その他の資産の「その他」に含めて表示しておりました

が、当第３四半期会計期間末において資産の総額の100分

の５を超えたため区分掲記しております。 

  なお、前第３四半期会計期間末の「関係会社株式」は

27,500千円であります。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

（四半期損益計算書関係） 

（リース取引関係） 

当第３四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期会計期間（自平成16年４月

１日 至平成16年12月31日）及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

（有価証券関係） 

当第３四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期会計期間（自平成16年４月

１日 至平成16年12月31日）及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

（１株当たり情報） 

四半期連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

（重要な後発事象） 

当第３四半期会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年12月31日）、前第３四半期会計期間（自平成16年４月

１日 至平成16年12月31日）及び前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前第３四半期会計期間末 
（平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成17年12月31日） 

前事業年度 
（平成17年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は20,985千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は26,523千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額は19,782千円であります。 

※２．消費税等の取扱い 

 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．   ────── 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年４月１日 
至 平成16年12月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち

研究開発費の総額は870,763千円

であり、そのうち主要な費用及

び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

研究開発費の総額は637,491千円

であり、そのうち主要な費用及

び金額は次のとおりでありま

す。 

※１．販売費及び一般管理費のうち

研究開発費の総額は1,324,374千

円であり、そのうち主要な費用

及び金額は次のとおりでありま

す。 

人件費 141,469千円

委託費用 670,326 

人件費 269,429千円

委託費用 283,902 

人件費 231,469千円

委託費用 1,010,811 

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

新株発行費 58,366千円

上場関連費用 26,244 

受取利息 7,603千円

受取手数料 1,710 

受取利息 1,503千円

受取手数料 2,812 

受取保険金 1,966 

※３．   ────── ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの 

 為替差損 27,300千円

新株発行費 87,393 

為替差損 5,393千円

新株発行費 58,396 

上場関連費用 26,244 

 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 

有形固定資産 5,498千円

無形固定資産 307 

有形固定資産 6,740千円

無形固定資産 1,820 

有形固定資産 8,265千円

無形固定資産 421 

- 24 -


