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平成 18年 ７ 月期   中間決算短信（連結） 平成18年3月15日 
上 場 会 社 名 株式会社モスインスティテュート  上場取引所（所属部）大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コ ー ド 番 号 ２３１６             本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.moss.co.jp ） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長   氏名 林  一郎 
問 合 せ 先  経 営 管 理 部    ＴＥＬ ( 03 )  5623 － 7231 
決算取締役会開催日 平成18年3月15日 
米国会計基準採用の有無   無 
 
１ 18年1月中間期の連結業績（平成17年8月1日～平成18年1月31日） 

(1) 連結経営成績                 （注）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 

 

18年1月中間期 

17年1月中間期 

百万円   ％ 

471      111.2  

  223     △55.5  

百万円   ％ 

△223       ―   

 △788       ―   

百万円   ％ 

△225        ―  

△1,003        ―  

17年7月期 624        △6.8  △1,171        ―   △1,460      ―  
 

 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 

 

18年1月中間期 

17年1月中間期 

百万円   ％ 

△273        ―  

△1,508        ―  

円   銭 

△36   93    

       △45,778   73    

円   銭 

－       

－       

17年7月期 △2,274           ―   △601    33    －          
(注) ①持分法投資損益 18年1月中間期 － 百万円  17年1月中間期 － 百万円  17年7月期 － 百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年1月中間期 7,400,240株 17年1月中間期 32,951株 17年7月期 3,781,975株  
③会計処理の方法の変更   無 
④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 

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 

18年1月中間期 

17年1月中間期 

百万円 

1,330     

1,874     

百万円 

871     

140     

％ 

65.5   

7.5   

円   銭 

117  68   

3,554  39   

17年7月期 2,289     1,139     49.8   153  96   

(注)①期末発行済株式数(連結) 18年1月中間期 7,402,771株 17年1月中間期 39,539株 17年7月期 7,399,571株 
  ②期末自己株式数     18年1月中間期     122株 17年1月中間期    1株 17年7月期     122株   
   
(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 

18年1月中間期 

17年1月中間期 

百万円 

△451      

    △433     

百万円 

△42         

△531     

百万円 

△247        

1,351     

百万円 

606     

978     

17年7月期 △742     △550     2,007     1,306     
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   4社   持分法適用非連結子会社数  － 社   持分法適用関連会社数 － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  1 社   (除外)  － 社    持分法 (新規) －  社   (除外) － 社 
 
２ 18年7月期の連結業績予想（平成17年8月1日～平成18年7月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

1,062     

百万円 

△221     

百万円 

△245     
（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）33円 09銭 
 
※ 上記に記載した数値は、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、多分に不特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。 
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１．企 業 集 団 の 状 況                   

 

当社グループは、当社、株式会社エスエムオーデータセンター（連結子会社）、株式会社クリニカルイノベーシ

ョン（連結子会社）、株式会社コスメックス（連結子会社）および北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司（連結

子会社）の計5社で構成されております。当社グループの事業目的は製薬会社等が行う臨床試験、市販後調査に関

し、当社グループの有する臨床試験データのリアルタイム（動的）管理技術を用いた各種サービスを提供し、臨床

試験のスピードアップ、品質向上、低コスト化を支援することにあります。 

当社グループの事業の種類別セグメントは、(1)e-monitoringサービス、(2)ＥＤＣ（electronic data capturing）

サービス、（3）化粧品等評価試験事業、（4）医薬品治験業務委託事業、(5)その他のサービスに分かれており、

医療分野を中核としたサービス業を事業展開しております。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該

事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

 

（１）e-monitoringサービス事業 

 製薬会社の専門家（モニター）は、医療機関で進行する臨床試験が適切に行われるように、頻繁に医療機関を訪

問し、投薬、医学的検査などが臨床試験実施計画書どおりに実施されているかどうか、問題となる有害事象などが

発生していないかどうかを手間をかけて一つ一つ確認しております。また、臨床試験は医療行為にあたるので、そ

の結果の原本はカルテとして医療機関にて保管されます。医師は、カルテから製薬会社が必要とする情報をＣＲＦ

（症例報告書）に転記し、モニターはＣＲＦを回収後、原本との照合（ＳＤＶといいます）を行ってデータの信頼

性を確保した後にコンピュータ処理し、このデータが当局への申請資料となります。当社グループでは医療機関よ

り情報記入シートにより必要な情報を集め、臨床試験データ管理と医療機関・医師情報提供機能を融合し、モニタ

ー支援業務として進捗管理と安全性管理を実施するほか、ＣＲＦの電子化支援、データマネジメント業務を統合し、

e-monitoringサービスとして提供しております。 

  

（２）ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス事業 

市販後試験等の大規模な臨床試験や医師主導型臨床研究などに対し、医療機関におけるデータ入力をいかに確実

にかつ円滑に行うかということを念頭に、医療機関側、製薬会社側双方の負担をできるだけ軽減することを目指し

て設計開発された臨床データ収集・管理システムを用いて試験進捗管理・安全性管理・ＣＲＦ電子化支援サービス

として提供しております。必要なデータを容易に入力するための専用の入力画面を組み込んだ入力端末（ノートパ

ソコン）を試験を実施する医療機関に配布してデータ入力していただく方法のほか、セキュリティ対策を講じ個々

の試験ごとにカスタマイズされたＷＥＢ入力画面に対して医療機関でのデータ入力をしていただき、入力されたデ

ータを暗号化した上でインターネット経由で取得し、取得された全てのデータについてのシステム的なデータの欠

落チェック・整合性チェックを実施するというペーパーレスを目指したワークフローを実現するサービスでありま

す。 

現在「ＣＬＡＳＳＹ」（＝Clinical All around Support System）というブランド名により、臨床試験を支える

インフラとしてデータ収集からデータマネジメント・統計解析までをトータルにサポートし、臨床試験のスピード

アップに貢献するサービスとして展開しております。 

 

（３）化粧品等評価試験事業 

 株式会社コスメックスにおきまして、化粧品・健康食品・生活用品等の安全性、有用性試験を受託して実施して

おります。皮膚科専門医師の管理のもとで恒温恒湿の試験室を用いた精度の高い試験の実施が可能であり、医師所

見評価による安全性試験や各種測定機器・デジタル画像解析・被験者アンケートなどによる有用性試験を対象にプ

ロトコルの立案支援から結果の統計解析・報告書作成までをカバーして展開しております。 

 

（４）医薬品治験業務委託事業 

  株式会社コスメックスにおきまして、臨床試験の実施にあたり、医療機関での治験実施体制の整備、治験コー

ディネーター（ＣＲＣ）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会の開催支援などを行ってお

ります。また、東京、大阪に業務提携を行っている医療機関(皮膚科、呼吸器科)を有しておりますので、この医療

機関で行う治験の全面的な支援を実施しております。 
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（５）その他のサービス事業 

マーケティングサポートサービスとして製薬会社から受託しております個別調査案件のほかスポットで受託する

薬剤割付・症例登録・データマネジメント業務、人材派遣業務およびプライバシーコンサルティングサービスなど

を実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-monitoringサービス事業 

ＥＤＣサービス事業 

その他のサービス事業 

 

その他のサービス事業 

 

顧
客(

製
薬
企
業
等) 

（連結子会社） 

株式会社コスメックス 

（連結子会社） 

株式会社エスエムオーデータセンター 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 

ＥＤＣサービス事業 

（連結子会社） 

株式会社クリニカルイノベーション 

サービスの提供 

業務委託 

スタッフの派遣 

当社 

化粧品等評価試験事業 

医薬品治験業務委託事業 

その他のサービス事業 
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２．経 営 方 針                   

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは「見つめています、データといのち」を企業理念とし、臨床試験を支援するＣＲＯ（Contract 

Research Organization ＝ 医薬品開発業務受託機関）という枠組みにとらわれず、医療情報全般を管理する

総合医療情報サービスをめざし、医療のあしたに貢献することを経営理念としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては、

経営体質の強化と新規顧客・新市場の開拓など将来の事業展開に備えるための内部留保を加味しながら、毎

期の業績を考慮して決定することを基本方針としております。 

 

（３）目標とする経営指標 

 当社の中核事業はＥＤＣ（electronic data capturing）サービスを中心とする臨床試験支援サービスをベ

ースにシナジー効果の高い分野への進出も進めつつ、当社が成長基盤を確立する段階にあることに鑑み、「売

上高伸び率」と「総資本経常利益率」を重視しております。 

 

（４）中期的な経営戦略 

 当社は医薬品開発を支援するＣＲＯ（開発業務受託機関）市場でＥＤＣ事業をサービスの中核として推進

して参りました。今後当社グループの収益を改善し大きく推進するために、以下２点に注力して参ります。 

 

１．EDC事業の推進 

当社が中核としているＥＤＣ事業は、徐々にマーケットが形成されつつあります。臨床試験の品質確

保、期間短縮等を実現するためにＥＤＣシステムは必須のものとなりつつあり、グローバルに展開する

製薬企業はもとより内資系製薬企業もその導入に対しより積極的になっています。また、近年大手シス

テム会社を初めいくつかの企業がこの分野に本格参入してきております。ＣＲＯの売上は年次業績報告

（平成１８年２月２８日発表、加盟３４社の集計）によりますと、平成１７年売上高実績で７０９億円

（平成１６年実績６１３億円）と引き続き増加傾向にあります。その内訳は、純粋なＣＲＯ業務部分は

５４２億円で前期に比較し同様に堅調に推移しております。その中で当社ＥＤＣが含まれる領域はデー

タマネジメント・統計解析／症例登録・薬剤割付の分野に位置し、ＣＲＯ業務総売上の２７％約１４６

億円の規模があります。この領域が今後、電子化の波と共にＥＤＣおよびそれに付随するサービスに置

き換わっていくものと予想しております。当社の受注額は近年、単価の切り下げ等により一時的に減速

致しましが、当社は先駆者としてのアドバンテージ、技術力、本数の増加、およびそれに伴う低コスト

での量産化技術の確立等により競争力を確保することにより、今後は本格的に受注高、売上高に寄与し

ていくものと考えております。また、より一層の業務推進のために、当社は平成１７年１１月に大手Ｃ

ＲＯのイーピーエス株式会社とＥＤＣおよび中国での業務提携を発表致しました。 
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２．子会社等の状況について 

株式会社コスメックスは化粧品試験では日本で初めての本格的な環境可変室を有したラボで、化粧

品・製薬会社からの受注が拡大しております。化粧品等のニーズの高まりとともに開発に係る基準はよ

り厳しくなりつつあり、それらの評価についての指針が策定されつつあります。このような背景のもと

客観的かつ高品質なサービスを提供することにより顧客のニーズ、信頼を確実なものとして売上、収益

の拡大につなげて参ります。また、コスメックスは「ルーナルーチェ」という被験者募集や各種アンケ

ート調査のための専用サイトを有し会員数も２万人規模にまで拡大しております。今後これらを武器に

化粧品テストでの収益改善のみならず特定機能食品試験（以下 特保）分野への被験者供給さらには特

保事業自体への参入を目指して参ります。一方、北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司は、当社と中

国の医学の中枢である協和医科大学グループ事業会社である北京協和医薬科技開発総公司との間で、平

成１７年５月に合弁会社としてスタートし、ＣＬＡＳＳＹ中国版の開発するとともに協和医科大学内で

の臨床薬理試験実施施設における臨床データ収集・管理システムを構築いたしました。今後、協和医科

大学グループからの臨床試験の電子化の受注を積極的に推進して参ります。またコスメックスとの連携

による特保への参入も計画中であり、両社ともに当グループの収益に寄与すべく連携を密にし、グルー

プ全体の収益に貢献して参ります。 

 

 

（５）会社が対処すべき課題 

 

当社が対処すべき課題として以下の２点を明確にしそれを達成して参ります。 

１．収益力の強化 

当社EDC事業は当初計画を達成することできず、それに伴い収益の悪化を招きました。新薬の開

発関連業界におきましては、スピードアップ、品質向上、低コストでの競争力のあるサービスの提

供が求められており、製薬企業もアウトソーシング率を更に高める傾向にあることから、業界全体

の将来性は明るいものと認識しております。その中でＥＤＣ事業を基軸とした売上を向上させ、収

益を回復し、営業キャッシュフローを改善して参ります。 

 

２．新たなる企業価値の創造 

EDC事業を基本とした事業発展を推進し、さらにシナジー効果を生むアライアンス並びに投資戦

略を進め、新たな収益機会を獲得することによって、当社グループの経営基盤および収益力の向上

を実現することを強力に推進致し、企業を継続的、安定的に発展させることを目指します。 
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（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 

当社グループでは、機動性のある意思決定とコンプライアンスを重視した業務執行を行うことを経営上の

最も重要な課題と位置づけております。 

このために、株主の皆様やお客様をはじめ、従業員、地域社会などの各ステークホルダーとの良好な関係

を構築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの制度の運用に関して改善・整備を

進め、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。また、投資家の皆様に対しては経営の

透明性を高めるために自発的かつタイムリーな情報開示を心がけてまいります。 

 

２．会社の機関の内容および内部統制の整備状況 

  当社の取締役会は取締役５名（内社外取締役３名）、監査役会は監査役３名（内社外監査役２名）で構成

されております。当グループは規模が小さいことから取締役会以外の業務的意思決定機関は有しておりませ

んが、幹部社員からの業務報告を受け常勤取締役が日常的な業務執行をとりおこない、業務運営上の重要事

項を審議し、経営の効率化を図っております。また、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時

取締役会を開催し、変化する経営環境に迅速に対応するようスピーディな意思決定を行っております。取締

役の業務報告につきましては、当社の代表取締役社長 林 一郎により毎月取締役会へ報告されております。 

当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む3名で監査役会を構成しております。監査役

は常に取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、会計監査人との連携を強化し、企業集団の監査を

実施しております。社外監査役２名と当社との取引などの利害関係はありません。 

今後も経営に対する責任を明確にしていくとともに、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できるよう経営組織

の構築・維持に努めてまいります。 

 

３．弁護士および会計監査の状況 

当社は、弁護士２名と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。また、商法に基づ

く会計監査人および証券取引法に基づく会計監査を中央青山監査法人に依頼しておりますが、同監査法人お

よび当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。 
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３．経 営 成 績 及 び 財 政 状 態                   

 

（１）当中間期の概況 

当中間期における我が国経済は、一時的な成長鈍化という「踊り場」を脱却し、再び回復の勢いを取り戻

し実質ＧＤＰ成長率は継続したプラス成長を続けております。また、先行きについても、穏やかではありま

すが、息の長い経済成長が続くものと予想されております。医薬品開発関連業界におきましては、引き続き

製薬企業の再編が進んでおり、アウトソーシング先であるＣＲＯ（Contract Research Organization ＝ 開

発業務受託機関）の市場も拡大しておりますが、業務委託先の選別へ向けた動きが促進されており、競争は

厳しくなっております。 

このような状況の下、当社グループは、医薬品の臨床開発領域におけるＥＤＣサービスを中核事業と据え

て引き続き業務展開を進めたほか、当社独自のシステムであるCLASSYをベースとした新サービスの展開を開

始し受注の拡大に全力を注ぐと伴に、前連結会計年度において完全子会社化した株式会社コスメックスにお

いてＳＭＯ（Site Management Organization＝治験施設支援機関）分野での収益機会を拡大し化粧品や健康

食品分野におけるサービス展開も進めてまいりました。ＥＤＣをベースとした事業展開につきましは、症例

登録や薬剤割付の業務が評価され当期の受注高は拡大いたしましたが、システム開発コスト等の経費の削減

が当初の計画を下回ったこと及び、本店移転に係る費用が当中間連結会計年度に計上されたことにより赤字

となりました。 

この結果、当中間期の業績は、売上高４７１百万円(前中間期比 111.2％増)、経常損失２２５百万円、中

間純損失２７３百万円となりました。当社グループでは、引き続き開発コストの削減を強力に推し進め期競

争力を高めると伴に、今後も徹底的な経費削減を実施することにより、経営基盤の強化と収益力の向上に全

力をあげて取り組んでまいります。 

 

次に事業の種類別セグメントの業績についてご報告申し上げます。 

e-monitoringサービス事業につきましては、順次撤退を進めており、継続案件のみが当中間期に売上計上

となったことなどから、当中間期の売上高は２２百万円(前年同期比78.4％減)となりました。 

ＥＤＣサービス事業につきましては、当社グループの中核をなす事業と位置付けており、当中間期におき

ましては、新サービスの受注が増えたこと等により、当中間期の売上高は１４４百万円(前年同期比187.3％

増)となりましたが、開発コストの削減が計画を下回り営業損失は１６百万円となりました。 

化粧品等評価試験事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、化粧品や健康食品等の評価

試験を受託しております。当中間期の売上高は５５百万円となり営業利益は１３百万円となりました。 

医薬品治験業務委託事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、医療機関での治験実施体

制の整備、治験コーディネーター（ＣＲＣ）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会

の開催支援などを行っております。当中間期の売上高は１７９百万円となり営業利益は４５百万円となりま

した。 

その他のサービス事業につきましては、製薬企業等へ向けての個別調査案件のほか、薬剤割付業務等をおこ

なっております。当中間期の売上高は６９百万円(前年同期比 29.2％増)､営業損失は５２百万円となりまし

た。 
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（２）財政状態・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財政状態につきましては、総資産は１，３３０百万円(前期比４１．９％

減)、株主資本は８７１百万円(前期比２３．５％減)となりました。 

当中間期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動によるキャッシュ・フロー

及び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・フローが減少し、前連結会計年度

末に比べ６９９百万円減少し、期末残高は６０６百万円となりました。 

 

当中間期の各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間期における営業活動による資金の減少は、４５１百万円となりました。これは、税金等調整前中

間純損失が２６８百万円となったこと、当中間期において本社移転による支出３６百万円、解約違約金の

支出４５百万円となったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間期における投資活動による資金の減少は、４２百万円となりました。これは、出資証券回収によ

る収入１００百万円、本社移転による保証金回収による収入４５百万円、投資よる支出１２０百万円、固

定資産購取得による支出６１百万円など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） 

当中間期における財務活動による資金の減少は、２４７百万円となりました。これは主として社債の返

済による支出５１百万円、借入金の返済による支出６７百万円、リース債務返済による支出１０３百万円、

リー-ス契約中途解約による支出３９百万円などによるものであります。 

 

（３） 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであります。 

(単位：百万円) 

事業の種類別セグメント 受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％) 

e-monitoringサービス事業 － － ５１ △68.3 

EDCサービス事業 ２５５ 1,056.7 ２５６ 54.1 

化粧品等評価試験事業 １１５ － １６９ － 

医薬品治験業務委託事業 １６３ － ７７ － 

その他のサービス事業 ４８ △46.4 ５７ △13.3 

合計 ５８２ － ３７２ － 

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

（４）通期の見通し 

当社主力事業であるＥＤＣについては、確実にそのマーケットは形成されつつあり、大手システム会社を初

め各社がこの分野に本格参入して参りました。当社ＥＤＣが含まれる領域はＣＲＯ業務におけるデータマネジ

メント・統計解析／症例登録・薬剤割付の分野に位置し、この領域が今後、電子化の波と共にＥＤＣおよびそ

れに付随するサービスに置き換わっていくものと予想しております。当社の先駆者としてのアドバンテージ、

技術力、今後本数の増加に伴う量産化技術の確立によるコスト競争力を確保することにより、下期以降の収益

は回復につながるものと考えております。今後もライセンスアウト、提携企業との販売促進、およびソフト開

発における大幅な原価軽減等を実現し、販売経路の拡大と商品競争力を一層強化してまいります。 

また、新たな投資戦略を進め、あらゆる収益機会を獲得することによって、更なるグループ全体の発展を目指

してまいります。 
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４. 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年１月31日現在) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成17年７月31日現在) 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  ％  ％  ％ 

(資産の部)       

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  999,002  626,705  1,326,000  

２ 売掛金  163,916  231,338  240,401  

３ たな卸資産  5,399  98,501  122,688  

４ 短期貸付金  350,000  ―  ―  

５ その他  72,074  27,954  173,813  

 貸倒引当金  △115,117  △115,616  △115,117  

流動資産合計  1,475,276 78.7 868,883 65.3 1,747,787 76.3 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※１ 20,426 1.1 106,369 8.0 60,544 2.6 

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア  229,321  62,145  197,716  

(2) 連結調整勘定  ―  150,244  168,273  

(3) その他  226  226  226  

無形固定資産合計  229,547 12.2 212,616 16.0 366,216 16.0 

３ 投資その他の資産        

 （1）投資有価証券  100,000  120,000  50,000  

（2）その他  49,182  22,242  64,910  

投資その他の資産合計  149,182 8.0 142,242 10.7 114,910 5.0 

固定資産合計  399,156 21.3 461,228 34.7 541,671 23.7 

資産合計  1,874,433 100.0 1,330,112 100.0 2,289,459 100.0 
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(単位：千円) 

前中間連結会計期間末 

(平成17年１月31日現在) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日現在) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 

(平成17年７月31日現在) 科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

  ％  ％  ％ 

(負債の部)       

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  45,166  47,541  113,088  

２ 短期借入金 ※２ 86,608  32,000  84,000  

３  １年内償還社債  102,000  146,000  102,000  

４ 未払金  144,705  85,443  130,375  

５ 前受金  52,522  115,924  120,278  

６ その他  51,206  24,473  448,005  

流動負債合計  482,209 25.7 451,382 33.9 997,747 43.6 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  146,000  ―  95,000  

２ 転換社債  1,000,000  ―  ―  

３ 長期借入金 ※２ 40,478  ―  15,000  

４ 繰延税金負債  ―  467  623  

５ その他  58,299  ―  35,993  

固定負債合計  1,244,777 66.4 467 0.0 146,616 6.4 

負債合計  1,726,987 92.1 451,849 34.0 1,144,364 50.0 

（少数株主持分） 
  

少数株主持分  

 
 

6,908 

 

7,120 

 

5,826 0.2 

   

0.4 

 

0.5 

  

(資本の部)       

Ⅰ 資本金  1,260,047 67.2 2,144,372 161.2 2,143,372 93.6 

Ⅱ 資本剰余金  1,200,502 64.1 2,082,678 156.6 2,081,678 90.9 

Ⅲ 利益剰余金  △2,319,689 △123.8 △3,362,998 △252.8 △3,085,455 △134.7 

Ⅳ 為替換算調整勘定  ― ― 7,417 0.6 ― ― 

Ⅴ 自己株式  △322 △0.0 △326 △0.0 △326 △0.0 

資本合計  140,537 7.5 871,142 65.5 1,139,268 49.8 

負債、少数株主持分及び資本
合計 

 1,874,433 100.0 1,330,112 100.0 2,289,459 100.0 
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② 中間連結損益計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比 

   ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   223,187 100.0  471,435 100.0  624,349 100.0 

Ⅱ 売上原価   666,549 298.6  444,536 94.3  1,171,501 187.6 

  売上総利益又は売上総損失
(△) 

  △443,362 △198.6  26,899 5.7  △547,152 △87.6 

Ⅲ 販売費及び 
  一般管理費 

※１  345,028 154.6  250,362 53.1  623,934 99.9 

営業損失   788,390 △353.2  223,462 △47.4  1,171,086 △187.6 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  9,188   162   26,320   

 ２ 連結調整勘定償却額  ―   2,537   ―   

 ３ 消耗品売却収入  ―   1,466   ―   

 ４ その他  51 9,240 4.1 247 4,413 0.9 2,859 29,179 4.6 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  4,374   1,516   6,195   

 ２ 新株発行費  11,865   ―   31,966   

 ３ 社債発行費  208,114   ―   206,106   

 ４ 保険解約損  ―   886   ―   

 ５ 為替差損失  ―   3,659   ―   

 ６ その他  ― 224,354 100.5 ― 6,062 1.3 74,449 318,719 51.0 

   経常損失   1,003,504 △449.6  225,111 △47.8  1,460,626 △233.9 

Ⅵ 特別損失           

１ 固定資産除却損  408,395   ―   408,395   

２ リース資産除却損  98,418   ―   98,418   

３ 事業整理損失引当金繰入額  ―   ―   300,000   

４ 事務所移転費  ― 506,814 227.1 43,726 43,726 9.3 ― 806,814 129.3 

   税金等調整前中間（当期）
純損失 

  1,510,318 △676.7  268,838 △57.0  2,267,441 △363.2 

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 1,428   786   10,228   

   法人税等調整額  △201 1,227 0.6 6,018 6,805 1.4 724 10,952 1.7 

   少数株主持分損益   △3,091 △1.4  △2,294 △0.5  △4,173 △0.6 

   中間（当期）純損失   1,508,454 △675.9  273,349 △58.0  2,274,220 △364.3 
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③ 中間連結剰余金計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 科目 

金額 金額 金額 

(資本剰余金の部)       

Ⅰ 資本剰余金期首残高   700,500  2,081,678  700,500 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

1 増資による新株式の発行      448,926  

 ２ 新株予約権の行使による
新株式の発行 

   1,000  932,252  

 ３ 転換社債による新株式の
発行 

 500,002 500,002  1,000 ― 1,381,178 

Ⅳ 資本剰余金中間期末(期末)残高   1,200,502  2,082,678  2,081,678 

(利益剰余金の部)       

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △811,235  △3,085,455  △811,235 

Ⅱ 利益剰余金減少高        

 1   中間（当期）純損失  1,508,454  273,349  2,274,220  

 2  連結子会社増加に伴う利
益剰余金減少高 

 ― 1,508,454 4,193 277,543 ― 2,274,220 

Ⅲ 利益剰余金中間期末(期末)残高   △2,319,689  △3,362,998  △3,085,455 
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 )

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 )

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
区分 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税金等調整前中間（当期）純
損失 

1,510,318 268,838 2,267,441 

減価償却費 110,580 18,333 142,843 

連結調整勘定当期償却額 ― 15,492 12,019 

貸倒引当金の増加額 115,117 499 115,117 

賞与引当金減少額 ― ― △3,204 

事業整理損失引当金の増加額 ― ― 300,000 

事業整理損失引当金戻入 ― △14,106 ―    

事務所移転費 ― 43,726 ― 

固定資産除却損 408,395 ― 408,395 

リース資産除却損 98,418 ―    98,418 

有価証券売却損 ― ― 20,005 

デリバティブ運用損 ― ― 54,076 

新株発行費 ― ― 31,966 

社債発行費 208,114 ― 206,106 

事務所移転による支出 ― △36,364 ―    

受取利息及び受取配当金 △9,188 △162 △26,320 

支払利息及び社債利息 3,442 1,516 6,195 

売上債権の増減額 56,057 9,062 △8,347 

たな卸資産の増減額 18,937 24,187 △20,872 

仕入債務の増減額 △5,877 △65,546 62,043 

前受金の増減額 △25,664 △4,354 19,834 

未払費用の減少額 △2,520 △6,602 △1,944 

未払消費税等の増減額 375 △4,458 △3,866 

未収消費税等の増減額 △33,273 25,306 △18,811 

その他 129,963 △139,502 126,073 

小計 △437,440 △401,809 △747,710 

利息及び配当金の受取額 9,188 5,956 19,077 

利息の支払額 △3,442 △1,744 △6,240 

解約違約金の支払額 ― △45,060 ― 

法人税等の支払額 △1,984 △8,873 △7,479 

 営業活動による 
 キャッシュ・フロー 

△433,678 △451,530 △742,354 
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Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
   

定期預金解約による収入 ― ― 19 

有形固定資産の取得による支出    ― △61,930 △10,703 

無形固定資産の取得による支出 △80,800 ― △80,800 

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

― ― △234,671 

連結の範囲の変更を伴わない子会
社株式の取得による支出 

― ― △50,000 

有価証券運用元本回収による収入 ― 100,000 ― 

有価証券の運用による支出 ― ― △74,082 

投資有価証券の取得による支出 △100,000 △120,000 △100,000 

子会社株式取得による支出 ― △3,500 ―    

貸付による支出 △1,350,000 ― △1,350,000 

貸付金の回収による収入 1,000,000 ― 1,350,000 

保険解約返戻金の受取額 ― 4,688 ― 

敷金・保証金回収による収入 ― 45,030 ― 

敷金・保証金取得による支出 ― △6,784 ―    

その他 △319 △266 △639 

 投資活動による 
 キャッシュ・フロー 

△531,119 △42,762 △550,877 

 
Ⅲ 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 300,000 ― ― 

短期借入金の返済による支出 △650,000 ― △350,000 
長期借入金の返済による支出 △48,904 △67,000 △76,991 
社債の発行による収入 1,791,885 ― 1,793,893 

社債の返済による支出 △51,000 △51,000 △242,000 
株式発行による収入 ― 2,000 872,534 
少数株主に対する新株発行に
よる収入 

10,000 11,093 10,000 

リース債務の返済による支出 ― △103,546 ―    
リース契約の中途解約による
支出 

― △39,074 ―    

自己株式の取得 △322 ― △326 

配当金の支払額 ― ― ― 

 財務活動による 
 キャッシュ・フロー 

1,351,658 △247,527 2,007,108 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為替
差額 

― 2,571 ―    

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 386,860 △739,249  713,877 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 592,123 1,306,000 592,123 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現金
同等物 

― 39,954 ― 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末
(期末)残高 

978,983 606,705 1,306,000 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
当社グループは、当中間連結会計期間

において788,390千円の大幅な営業損失

を計上し、当連結会計年度末においても

２期連続の営業損失を計上となる見通し

であります。また営業キャッシュ・フロ

ーも、当中間連結会計期間末において、

３期連続でマイナスとなっております。

当該状況により継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じております。 

連結財務諸表提出会社である当社は、

当該状況を大幅に改善すべく、以下の改

善策を実施してまいります。 

１．経営計画における施策 

（1）ＥＤＣサービスの拡販 

当社グループが提供するＥＤＣにつき

ましては、今後の医薬品の臨床試験に多

大なメリットを提供する高付加価値のサ

ービスであると自認しております。導入

いただきました試験が順次無事に進行

し、高い評価を頂くとともに多大なノウ

ハウが蓄積されております。今後は、営

業体制を見直すとともにノウハウを活か

した受注活動を積極的に展開し、受注に

繋げて売上高の拡大を図ります。 

（2）受注の改善 

ＥＤＣ以外の事業分野におきまして

も、製薬会社のニーズの把握に努めると

ともに、サービスメニューを拡充し、受

注額の拡大を目指します。 

特に、当社グループの事業とシナジー

効果を生むようなアライアンス、投資戦

略を実行することにより、当社グループ

の得意分野と提携先のノウハウを活かし

た顧客ニーズに合致したサービスを提供

し、収益力の向上に全力をあげて取り組

んでまいります。 

２．資金繰り 

 当社グループは、営業キャッシュ・フロ

ーがマイナスとなっているため、資金繰

りは赤字であります。そこでこれを補う

ために、平成16年８月23日及び平成17年

１月21日にそれぞれに転換社債型新株予

約権付社債を発行し、総額2,000百万円を

調達いたしました。以上により、当面の

必要資金は目処がついております。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提と

して作成されており、このような重要な

疑義の影響を連結財務諸表には、反映し

ておりません。 
 

当社グループは、当中間連結会計期間に

おいても前連結会計年度に引き続き、

223,462千円の営業損失を計上し、営業活動

によるキャッシュフローの面においても△

451,530千円となり、継続的に営業損失、営

業活動によるキャッシュフローのマイナス

が続いております。これにより、当社グル

ープは継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、

前期(平成17年7月期)においてシステム費

用に関する業務委託料削減のための委託先

の見直し、不採算事業からの撤退、コアシ

ステム以外のシステム除却を実施いたしま

した。当中間連結会計期間においては経費

削減策により大幅な経費削減を達成いたし

ましたが、未だその効果は途上であり、当

連結会計年度末にはより一層の経費削減と

なる見通しであります。その他当中間連結

会計期間におきまして、本社を移転するこ

とによる事務所家賃の減額、またシステム

費用を含む外注費についても見直しを行い

外注費の削減を見込んでいる他、今後も引

き続き組織の効率化と固定費の削減を推進

し、経費のコストダウンを図ります。 

また、当社グループが提供するEDCにつき

ましては、今後の医薬品の臨床試験に多大

なメリットを提供する高付加価値のサービ

スであると自認しております。導入いただ

きました試験が順次無事に進行し、高い評

価を頂くとともに多大なノウハウが蓄積さ

れております。当社独自開発システムで

あるCLASSYの受注も徐々にではありま

すがぞうか、またCLASSYをベースとし

た新しいWEB技術を活用した症例登録

業務、さらにはそれに付随する薬剤割

付業務も拡大し、受注状況も改善して

まいりました。 

今後も営業体制を見直し、自社での直販

はもとより、関連するCROやSMOとの業務提

携により、着実に実績を積上げて信頼回復

に努め、受注に繋げて売上高の拡大を図り

ます。 

EDC以外の事業分野におきましても製薬

会社のニーズの把握に努めるとともに、サ

ービスメニューを拡充し、受注額の拡大を

目指します。特に当社グループの事業とシ

ナジー効果を生むようなアライアンス・投

資戦略を実行し、新たな収益機会の獲得と

効果的なリソース配分を通じたグループ全

体の事業の再構築を行うことにより、当社

グループの収益力向上に全力をあげて取り

組んでまいります。 

中間連結財務諸表は、継続企業を前提

として作成しており、このような重要な

疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

しておりません。 

当社グループは、当連結会計年度におい

て、1,171,086千円の大幅な営業損失を計

上いたしました。また営業キャッシュ・フ

ローも3期連続してマイナスが継続してお

り、当該状況により継続企業の前提に関す

る重要な疑義が生じております。 

連結財務諸表提出会社である当社
は、当該状況を大幅に改善すべく、平
成16年8月23日及び平成17年1月21日
にそれぞれ転換社債型新株予約権付
社債を発行し、総額20億円を調達いた
しましたほか、平成17年7月22日に第
三者割当増資により9億円を調達し、
当面の資金について目処をつけると
ともに以下の改善策を実施してまい
ります。 
経営計画における施策 

（1）ＥＤＣサービスの拡販 

当社グループが提供するＥＤＣにつき

ましては、今後の医薬品の臨床試験に多

大なメリットを提供する高付加価値のサ

ービスであると自認しております。導入

いただきました試験が順次無事に進行

し、高い評価を頂くとともに多大なノウ

ハウが蓄積されております。しかしなが

ら当連結会計年度につきましては、当社

の経営基盤が磐石でなかったとの評価に

より、受注に繋がらなかった案件が少な

からず発生いたしました。今後は、営業

体制を見直し、自社での直販はもとより、

関連するＣＲＯやＳＭＯの協力を仰ぎ、

着実に実績を積み上げて信頼回復に努

め、受注に繋げて売上高の拡大を図りま

す。 

（2）経費削減 

システム費用に関する業務委託料につ

いて削減するために、委託先の再度の見

直しを行い、サービス提供のためのコア

システムの構築を完了いたしました。こ

れにより今後のＥＤＣサービス提供の低

コスト化の目途がついております。また、

不採算事業でありましたe-monitoringサ

ービス事業からの撤退は概ね進んでお

り、来期に完了の目途が立っているほか

コアシステム以外のシステムについての

除却を実施したため、来期以降の設備経

費は大幅に削減される見通しでありま

す。このほか組織面では派遣社員を全員

有期契約のパートタイマーに切替え人員

のスリム化を進めたほか、代表取締役の

役員報酬の返上、他の取締役・監査役の

報酬減額を実施し、人件費の削減に努め

ました。今後も引き続き、組織の効率化

と固定費の削減を推進してまいりますほ

か一般経費のコストダウンを図ります。 

（3）受注改善のための事業再編成 
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ＥＤＣ以外の事業分野におきましても

製薬会社のニーズの把握に努めるととも

に、サービスメニューを拡充し、受注額

の拡大を目指します。特に、当社グルー

プの事業とシナジー効果を生むようなア

ライアンス・投資戦略を実行し、新たな

収益機会の獲得と効果的なリソース配分

を通じたグループ全体の事業の再構築を

行うことにより、当社グループの収益力

の向上に全力をあげて取り組んでまいり

ます。 

当連結会計年度におきましては、グロ

ーバルな治験に対応するための各種レギ

ュレーションに関する情報収集を行った

ほか、ＳＭＯ分野での収益機会を獲得す

るために株式会社コスメックスの全株式

を取得して子会社化し、医薬品だけでな

く化粧品や健康食品分野でのサービス提

供を開始いたしました。また、当社株式

を日本アジアホールディングズ株式会社

に引き受けていただき資本・業務上の協

力関係が構築できました。 

連結財務諸表は、継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な疑

義の影響を、反映しておりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

( 自 平成16年8月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年8月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年8月1日 
至 平成17年7月31日 ) 

 
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 

   株式会社エスエムオーデー

タセンター 

  株式会社クリニカルイノベ

ーション 

  なお、平成16年9月に連結子

会社である株式会社クリニ

カルイノベーションを設立

いたしました。 

(1) 連結子会社の数   4社 

  連結子会社の名称 

   株式会社エスエムオーデー

タセンター 

   株式会社クリニカルイノベ

ーション 

   株式会社コスメックス 

   北京協薬臨床薬理実験技術

服務有限公司 

(1) 連結子会社の数   3社 

  連結子会社の名称 

  株式会社エスエムオーデー

タセンタ－ 

株式会社クリニカルイノベ

ーション 

株式会社コスメックス 

 (2) 非連結子会社 

  該当する会社はありません。 

(2) 非連結子会社 

  該当する会社はありません。 

(2) 非連結子会社 

  北京協薬臨床薬理実験技術

服務有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子法人等は本格的な営業

を行っておらず、総資産、売上

高、当期純利益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当する会社はありません。 該当する会社はありません。 該当する会社はありません。 

３ 連結子会社の中間決算日

(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。 

中間決算日が中間連結決算日と異な

る場合の内容等 

㈱コスメックスの中間決算日は9月

30日でありますが、連結財務諸表の

作成に当たっては、1月31日付けで仮

決算を行っております。 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有限

公司の中間決算日は6月30日であり

ます。連結財務諸表を作成するに当

たっては12月31日現在の財務諸表を

使用し中間連結決算日との間に生じ

た重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 

連結子会社の事業年度は株式会社

コスメックスを除き連結決算日と

一致しております。また、株式会社

コスメックスの決算日は３月31日

でありますが、連結財務諸表の作成

に当たっては、７月31日付けで仮決

算を行っております。 

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 

ａ その他有価証券 

（時価のあるもの） 

中間連結決算末日の市場価

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）によってお

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 

ａ その他有価証券 

（時価のあるもの） 

  ― 

 

 

 

 

 

（時価のないもの） 

移動平均による原価法によっ

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法 

① 有価証券 

ａ その他有価証券 

 

― 
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② たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法に基づく原価法に

よっております。 

ております。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法に基づく原価法に

よっております。 

 (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 

   定率法によっております。 

   なお主な耐用年数は以下の

通りであります。 

    工具器具及び備品 

      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 

同左 

(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 

   定率法によっております。 

   なお主な耐用年数は以下の

通りであります。 

    工具器具及び備品 

      ４～10年 

  ② 無形固定資産 

   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

く定額法によっております。 

 ② 無形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

   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

く定額法によっております。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

   売上債権、の貸倒損失にそ

なえるため、当社及び連結子会

社は特定の債権について回収

不能見込み額を計上しており

ます。 

(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

債権の回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上すること

としております。 

② 賞与引当金 

   連結子法人等の従業員賞与

の支給に備えるため、支給見込

額の当中間連結会計期間負担

分を計上しております。 

③ 事業整理損失引当金 

   e-monitoringサービス事業

等からの事業撤退に係る取締

役会決議に伴い、当中間連結会

計期間において今後発生が見

込まれる損失について、合理的

に見込まれる金額を計上して

おります。 

 

 

(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

債権の回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上すること

としております。 

② 賞与引当金 

   連結子法人等の従業員賞与

の支給に備えるため、支給見込

額の当連結会計年度負担分を

計上しております。 

③ 事業整理損失引当金 

 e-monitoringサービス事業

等からの事業撤退に係る取締

役会決議に伴い、当連結会計年

度末において今後発生が見込

まれる損失について、合理的に

見込まれる金額を計上してお

ります。 

 (4) 繰延資産の処理方法 

 

―――――― 

(4) 繰延資産の処理方法 

 

―――――― 

 

(4) 繰延資産の処理方法 

① 新株発行費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

② 社債発行費 

  支出時に全額費用として処理

しております。 

 (5)中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表の作成に当たって採用した

重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

 

―――――― 

 

(5)中間連結財務諸表の作成の基

礎となった連結会社の中間財務

諸表の作成に当たって採用した

重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

在外子会社等の資産及び負債

は、中間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

(5)連結財務諸表の作成の基礎と

なった連結会社の中間財務諸表

の作成に当たって採用した重要

な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

 

―――――― 
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算し、為替差額は少数株主持分及

び資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。 

 

 

(5) 重要な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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

(5) 重要な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。 

 （6）デリバティブの評価基準及

び評価方法 

 

―――――― 

（6）デリバティブの評価基準及

び評価方法 

 

―――――― 

（6）デリバティブの評価基準及び

評価方法 

  時価法によっております。 

 (7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

    消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜き方式によってお

ります。 

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

(7) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜き方式によっ

ております。 

 ② 当中間連結会計期間に係る納

付税額及び法人税等調整額

は、提出会社の当期において

予定している利益処分による

特別償却準備金の取崩しを前

提として、当中間連結会計期

間に係る金額を計算しており

ます。 

 ②      同左  

 

       

５ 中間連結キャッシュ・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 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(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 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(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。 

  
 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 
（中間連結貸借対照表） 

 「立替金」は、前中間連結会計期間末において区分掲記しておりま

したが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5以下と

なったため、流動資産「その他」に含めております。 

 なお、当中間連結会計期間末における「立替金」の金額は1,891千

円であります。 

 

 「未払金」は、前中間連結会計期間末において流動負債「その他」

に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において、負

債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の5を超えたため、区分掲

記いたしました。 

 なお、前中間連結会計期間末の「未払金」の金額は、15,370千円で

あります。 

 

 

 

 

―――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成17年１月31日現在) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年１月31日現在) 

前連結会計年度末 
(平成17年７月31日現在) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

11,192千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

24,828千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

15,338千円 

※２ 担保提供資産 

（担保に供している資産） 

  敷金及び保証金   15,000千円 

  （上記に対応する債務） 

短期借入金      2,608千円 

長期借入金      8,478千円 

 計        11,087千円 

 

※２    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２    ―――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(中間連結損益計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りで

あります。 

支払手数料 114,022千円 

貸倒引当金繰入 115,117千円 

  
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りで

あります。 

給与手当 46,147千円 

業務委託料 25,867千円 

支払手数料 38,567千円 
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次の通りで

あります。 

給料手当 70,438千円 

支払手数料 186,250千円 

貸倒引当金 115,117千円 

  

  

  

  
 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
１ 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間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 

現金及び預金勘定 999,002千円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,019千円 

現金及び 
現金同等物 

978,983千円 

  

１ 現金及び現金同等物の中間連結会

計期間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 

現金及び預金勘定 626,705千円 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,000千円 

現金及び 
現金同等物 

606,705千円 

  

１ 現金及び現金同等物の連結会計期

間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 

 

現金及び預金勘定 1,326,000千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,000千円

現金及び 
現金同等物 

1,306,000千円

 

 



 

 21

(リース取引関係) 
 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 
１.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 

借手側 

 ① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
工具器具 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

取得価額 
相当額 

126,361千円 22,265千円 148,626千円

減価償却累 
計額相当額 

46,891千円 7,503千円 54,395千円

中間期末 
残高相当額 

79,469千円 14,761千円 94,230千円

    

  

  

  

 

１.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 

借手側 

 ① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 
工具器具 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

取得価額 
相当額 

9,167千円 －千円 9,167千円

減価償却累 
計額相当額 

3,075千円 －千円 3,075千円

中間期末 
残高相当額 

6,091千円 －千円 6,091千円

 

１.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 

借手側 

 ① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 
工具器具 
備品 

ソフト 
ウェア 

合計 

取得価額 
相当額 

130,516千円 22,265千円 152,781千円

減価償却累 
計額相当額 

61,348千円 9,730千円 71,078千円

期末残高 
相当額 

69,167千円 12,534千円 81,702千円

 

 ② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 32,118千円

１年超 64,877千円

合計 96,995千円

 

  

  

  
 

 ② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 1,792千円

１年超 4,357千円

合計 6,149千円
  

② 未経過リース料期末残高相 

当額 

１年以内 33,045千円

１年超 51,674千円

合計 84,720千円
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 40,057千円

減価償却費相当額 36,578千円

支払利息相当額 4,311千円

 

  
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 954千円

減価償却費相当額 916千円

支払利息相当額 52千円
  

③ 支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 58,416千円

減価償却費相当額 53,261千円

支払利息相当額 6,241千円
 

③ 減価償却費相当額の算定方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。 
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法は、

リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法によって

おります。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース

料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利

息法によっております。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース

料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利

息法によっております。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法は、リース

料総額とリース物件の取得価額

相当額の差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については、利

息法によっております。 

２. オペレーティング・リース取引未経

過リース料期末残高相当額 

１年以内 11,837千円

１年超 3,894千円

合計 15,732千円

 

 
 

２. オペレーティング・リース取引未経

過リース料期末残高相当額 

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
 

２. オペレーティング・リース取引未経

過リース料期末残高相当額 

１年以内 8,567千円

１年超 －千円

合計 8,567千円
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年１月31日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの。 

      該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末(平成18年１月31日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの。 

      該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末(平成17年７月31日現在) 

その他有価証券で時価のあるもの。 

      該当事項はありません。 

 

 (デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

取引の状況に関する事項 

① 取引の内容、取引に対する取扱方針及び利用目的 

 当社は、余資運用目的で主として株価指数に係るオプション取引を行っております。 

② リスクの内容 

当該デリバティブ取引は反対売買による差金決済をしており、株式相場の動向により変動するリスクを

有しております。なお、これらの契約先は信用度の高い国内金融機関であるため、相手先の契約不履行に

よる信用リスクはほとんどないと判断しております。 

③ 取引に係わるリスク管理体制 

当該デリバティブ取引の実行は経営管理部で行っておりますが、取引にあたっては、事前に社長の指示

を受けるとともに、毎月の実行状況を取締役会に報告しております。 

取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度末において、注記の対象となる取引がありませんので記載しておりません。 
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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 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

(単位：千円) 

 
臨床検査値 
管理サー 
ビス事業 

e-monitoring 
サービス 
事業 

EDC 
サービス 
事業 

その他の 
サービス 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

13,316 105,812 50,137 53,920 223,187 ― 223,187 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― 

計 13,316 105,812 50,137 53,920 223,187 ― 223,187 

 営業費用 12,964 392,211 248,765 152,486 806,157 205,420  1,011,578 

営業利益又は営業損失(△) 621 △286,398 △198,627 △98,565 △582,970 (205,420) △788,390 

(注)  １ 事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

 (1) 臨床検査値管理サービス事業……CRFの電子化支援業務、データ提供業務 

 (2) e－monitoringサービス事業 ……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

 (3) EDCサービス事業 …………………大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

 (4) その他のサービス事業……………システム保守、各種調査 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は205,420千円

であり、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年8月１日 至 平成18年１月31日) 

(単位：千円) 

 
e-monitoring 
サービス 
事業 

EDC 
サービス 
事業 

化粧品等 
評価試験 
事業 

医薬品治験 
業務委託 
事業 

その他 
サービス 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

22,837 144,065 55,627 179,239 69,666 471,435 ― 471,435 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― 352 352 △352 ― 

計 22,837 144,065 55,627 179,239 70,018 471,787 △352 471,435 

 営業費用 79,819 160,736 41,914 133,856 122,648 538,974 155,923 694,898 

営業利益又は営業損失(△) △56,982 △16,671 13,713 45,383 △52,629 △67,186 △156,275 △223,462 

（注）1．事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

   2．各事業の主なサービス 

    （1）e－monitoringサービス事業……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （2）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （3）化 粧 品 等 評 価 試 験 事 業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

    （4）医薬品治験業務委託事業……医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター（ＣＲＣ）による被

験者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験者募集説明会の開催支援業務 

    （5）その他の事業……システム保守、各種調査、臨床検査値管理サービス事業、被験者募集業務、 

特定労働者派遣業務 

   3．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は156,275千円であ

り、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 
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4. 従来、医薬品治験業務委託事業は、その他のサービス事業に含めておりましたが、当該事業区分の売上割合が増加し

ており今後もこの傾向が予想されるため、当中間連結会計期間より「医薬品治験業務委託事業」として区分表示す

ることに変更しました。この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、その他のサービス事業の売

上高は、179,239千円減少し、営業利益は、45,383千円減少しており、医薬品治験業務委託事業については、それぞ

れ同額増加しております。 

     また、従来、臨床検査値管理サービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が減少してお

り今後もこの傾向が予想されるため、当中間連結会計期間より「その他のサービス事業」に含めて表示しておりま

す。この結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、「その他サービス事業」の売上高は608千円増加

し、営業利益が356千円増加しております。 

なお、前中間連結会計期間及び前連結会計年度において当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類

別セグメント情報は、次のとおりであります。 

 

前中間連結会計期間(自 平成16年8月１日 至 平成17年１月31日) 

(単位：千円) 

 
e-monitoring 
サービス 
事業 

EDC 
サービス 
事業 

化粧品等 
評価試験 
事業 

医薬品治験 
業務委託 
事業 

その他 
サービス 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

105,812 50,137 ― ― 67,237 223,187 ― 223,187 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 105,812 50,137 ― ― 67,237 223,187 ― 223,187 

 営業費用 408,184 236,466 ― ― 164,110 808,762 202,815 1,011,578 

営業利益又は営業損失(△) △302,372 △186,329 ― ― △96,872 △585,574 △205,815 △788,390 

  

前連結会計年度(自 平成16年8月１日 至 平成17年7月31日) 

(単位：千円) 

 
e-monitoring 
サービス 
事業 

EDC 
サービス 
事業 

化粧品等 
評価試験 
事業 

医薬品治験 
業務委託 
事業 

その他 
サービス 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

146,542 149,891 64,210 33,319 230,384 624,349 ― 624,349 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 146,542 149,891 64,210 33,319 230,384 624,349 ― 624,349 

 営業費用 610,373 293,206 51,453 51,523 386,758 1,393,314 402,121 1,795,436 

営業利益又は営業損失(△) △463,830 △143,314 12,757 △18,203 △156,373 △768,965 △402,121 △1,171,086 
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前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

(単位：千円) 

 
臨床検査値 
管理サー 
ビス事業 

e-monitoring 
サービス 
事業 

EDC 
サービス 
事業 

化粧品等 
評価試験 
事業 

その他の 
サービス 
事業 

計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

20,111 146,542 149,891 64,210 243,592 624,349 ― 624,349 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― ― ― ― ― 

計 20,111 146,542 149,891 64,210 243,592 624,349 ― 624,349 

 営業費用 22,192 610,373 293,206 51,453 416,089 1,393,314 402,121 1,795,436 

営業利益又は営業損失(△) △2,080 △463,830 △143,314 12,757 △172,496 △768,965 (402,121) △1,171,086 

（注）1．事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

   2．各事業の主なサービス 

    （1）臨床検査値管理サービス事業……CRFの電子化支援業務、データ提供業務 

    （2）e－monitoringサービス事業……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （3）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （4）化 粧 品 等 評 価 試 験 事 業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

    （5）その他の事業……システム保守、各種調査、医薬品の治験業務委託、被験者募集業務、 

特定労働者派遣業務 

   3．当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は402,121千円であ

り、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

     

２ 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

       全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90%を超えるため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、該当

事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年8月１日 
至 平成17年１月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日 ) 

 

１株当たり純資産額    3,554.39円 １株当たり純資産額    117.68円 １株当たり純資産額 153.96円 

１株当たり 
中間純損失 

45,778.73円 
１株当たり 
中間純損失 

36.93円 
１株当たり 
当期純損失 

601.33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、1株当たり中間純

損失のため記載しておりません。 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、1株当たり中間純

損失のため記載しておりません。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、1株当たり中間純

損失のため記載しておりません。 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.１株当たり中間純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度 

中間純損失又は当期純損失（千円）       1,508,454       286,813   2,274,220 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

普通株式に係る中間純損失又は当

期純損失（千円）      1,508,454       286,813   2,274,220 

期中平均株式数（株）       32,951 7,400,240   3,781,975 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概

要 

平成14年10月29日、平成

15年10月29日及び平成

16年10月27日開催の定

時株主総会において決

議されたものと、平成16

年12月26日付取締役会

において決議されたも

のすべて（普通株式

10,331株）分でありま

す。 

平成14年10月29日、平

成15年10月29日及び平

成16年10月27日開催の

定時株主総会において

決議されたものと、平

成16年12月26日付取締

役会において決議され

たものすべて（普通株

式79,600株）分であり

ます。 

平成14年10月29日、平成

15年10月29日及び平成

16年10月27日開催の定

時株主総会において決

議されたものと、平成16

年12月26日付取締役会

において決議されたも

のすべて（普通株式

82,800株）分でありま

す。 

 

 

(重要な後発事象) 
 

前中間連結会計期間 

( 自 平成16年8月１日 
至 平成17年1月31日 ) 

 

当中間連結会計期間 

( 自 平成17年8月１日 
至 平成18年1月31日 ) 

 

前連結会計年度 

( 自 平成16年8月１日 
至 平成17年7月31日 ) 

 
   

１．平成17年1月4日開催の当社取締役会の決議に基づき、次

のように株式分割による新株式を発行しております。 

(1) 平成17年１月31日をもって普通株式１株につき100株に

分割します。 

① 効力発生日 

  平成17年３月23日 

② 分割により増加する株式数 

  普通株式 3,914,361株 

③ 分割方法 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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  平成17年1月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記

載または記録された株主の所有株式数を、１株につき100

株の割合をもって分割します。 

(2) 配当起算日 

平成17年2月1日 

  当該株式分割が前期首に行われたを仮定した場合の前

中間会計期間及び前事業年度における１株当たり情報並

びに当期首に行われたと仮定した場合の当中間会計期間

における１株当たり情報はそれぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前中間 
会計期間 

当中間 
会計期間 

前事業年度 

１株当たり純資産
額 
  
259.20円 
  
１株当たり中間純
損失 
  
128.09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、１株当たり中
間純損失のため記
載しておりません。 

１株当たり純資産
額 
  
33.15円 
  
１株当たり中間純
損失 
  
456.04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、１株当た
り中間純損失のた
め記載しておりま
せん。 

１株当たり純資産
額 
  
195.41円 
  
１株当たり当期純
損失 
  
344.98円 
  
なお、潜在株式調整
後１株当たり当期
純利益金額につい
ては、１株当たり当
期純損失のため記
載しておりません。 

２．平成16年11月26日の取締役会決議に基づき当社と中国北

京協和医薬科技開発総公司は、共同して治験関連事業

を展開することを目的として平成16年12月14日に合弁

会社を設立することで基本合意いたしました。 

会社の名称 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 

事業内容  中国協和医科大学及び関連病院における治験

及び市販後調査受託体制及び実施体制の構築

支援 

      中国協和医科大学及び関連病院における治験

実施業務支援及び市販後調査の受託業務支援 

      中国協和医科大学及び関連病院における特殊

分析業務受託支援 

資本金   700万人民元 

設立時期  平成17年４月 

取得金額  630万人民元 

取得後の持分比率  90％ 

３．平成17年３月８日開催の取締役会において、当社が株式

会社コスメックスの発行済議決権付普通株式の全部を

譲受け、同社を子会社化する旨を記載した株式譲渡合

意書を全コスメックス株主との間で締結することを決

議し、平成17年３月30日に株式取得が完了しました。 

  株式会社コスメックスは皮膚科領域、呼吸器領域を中心

に治験事業を展開している中堅SMOであり、当社がSMO

事業部門に進出することは、医療現場における治験管

理・実施に関する知識・技術の蓄積が促進されるとと

もに、当社事業の大きな柱であるEDCシステム事業展開

に極めて意義のあるものとなります。 

 株式取得の主な相手先 

        株式会社サンリツ 

商号    株式会社コスメックス 

資本金   18,000千円 

売上高   376,860千円(平成16年３月期実績) 
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主な事業内容 

医薬品の治験業務受託 

化粧品・日用品等の安全性、有用性試験の受

託 

被験者募集 

医療機関開設支援及びコンサルティング 

コンピュータソフトウェアの開発設計販売 

特定労働者派遣事業 

取得株式数 360株 

株式取得金額 

      277,200千円 

取得後の持分比率 

      100％ 

資金調達の方法 

      自己資金及び新株予約権付社債の発行 

 
 
 

５. そ の 他 

該当事項はありません。 


