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平成 18 年７月期  個別中間財務諸表の概要        平成 18 年３月 16 日 

上 場 会 社 名          株式会社綜合臨床薬理研究所                上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号          2399                                      本社所在都道府県  東京都 
（ＵＲＬ  http://www.sogo-rinsho.jp/） 
代  表  者 役職名  代表取締役社長  氏名 庄司 孝 
問合せ先責任者 役職名  取締役管理本部長 氏名 倉田 忠正   ＴＥＬ (042)648－5733(代表) 
決算取締役会開催日 平成 18 年３月 16 日            中間配当制度の有無            有 
中間配当支払開始日 平成 ―年―月 ―日            単元株制度採用の有無            無 
 
１． 18 年１月中間期の業績(平成 17 年８月１日～平成 18 年１月 31 日) 
(1) 経営成績                                 （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

   1,171      △1.7 
1,192    12.5 

218        7.0 
204     △36.6 

216        4.1 
207     △35.0 

17 年７月期 2,250      299      346      
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 百万円    ％ 円   銭

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

122        6.4  
114     △32.6  

1,204  16 
1,139    77 

17 年７月期 191       1,451  44 

 
 

 (注)①期中平均株式数 18 年１月中間期 101,398 株  17 年１月中間期  100,701 株  17 年７月期  100,701 株 
    ②会計処理の方法の変更    無 
     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 
 
(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

18 年１月中間期 
17 年１月中間期 

0  00  
200  00  

        ―  ― 
      ―  ― 

   

17 年７月期      ―  ―         1,200   00  
 
(3)財政状態                                 （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１月中間期 
17 年１月中間期 

4,354       
2,763       

3,841      
2,284      

88.2     
82.7     

35,656    20 
22,690    91 

17 年７月期 2,896    2,347   81.0   22,866   50 
 (注)①期末発行済株式数 18 年１月中間期 107,740 株 17 年１月中間期 100,701 株 17 年７月期 100,701 株 
   ②期末自己株式数  18 年１月中間期   ― 株 17 年１月中間期    ― 株 17 年７月期    ― 株 

 
２．18 年７月期の業績予想(平成 17 年８月１日～平成 18 年７月 31 日) 

１株当たり年間配当金  売 上 高     経常利益 当期純利益 
期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円 銭

通   期 2,751 601 339 1,000 00  1,000  00 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)2,737 円 19 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。 
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７ 中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７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  1,246,208 2,067,002 1,226,495 

２ 売掛金  867,860 1,109,399 865,042 

３ たな卸資産  340 6,855 1,738 

４ その他 ※2 251,645 338,457 314,413 

５ 貸倒引当金  △10,319 △13,016 △11,280 

流動資産合計   2,355,735 85.2 3,508,698 80.6  2,396,410 82.7

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※1 56,814 45,691 48,197 

２ 無形固定資産  46,139 94,362 65,270 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  228,899 324,398 312,907 

(2) 関係会社株式  ― 304,900 ― 

(3) その他  82,258 82,138 80,110 

(4) 貸倒引当金  △6,000 △6,000 △6,000 

投資その他の資産合計  305,158 705,437 387,018 

固定資産合計   408,112 14.8 845,491 19.4  500,486 17.3

資産合計   2,763,847 100.0 4,354,190 100.0  2,896,896 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年１月31日) 

当中間会計期間末 

(平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年７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
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 買掛金  7,358 8,128 3,218 

２ 前受金  235,727  ― 239,611 

３ 賞与引当金  28,426 24,817 42,354 

４ 受注損失引当金  ― 5,631 ― 

５ その他 ※2 190,174 446,462 242,251 

流動負債合計   461,687 16.7 485,039 11.2  527,436 18.2

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  17,163 27,552 21,781 

固定負債合計   17,163 0.6 27,552 0.6  21,781 0.8

負債合計   478,850 17.3 512,591 11.8  549,217 19.0

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   599,350 21.7 1,364,517 31.3  599,350 20.7

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  889,800 1,640,117 889,800 

資本剰余金合計   889,800 32.2 1,640,117 37.7  889,800 30.7

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  5,900 5,900 5,900 

２ 中間(当期)未処分利益  791,277 823,922 847,523 

利益剰余金合計   797,177 28.8 829,822 19.0  853,423 29.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △1,330 △0.0 7,141 0.2  5,105 0.2

資本合計   2,284,997 82.7 3,841,598 88.2  2,347,679 81.0

負債・資本合計   2,763,847 100.0 4,354,190 100.0  2,896,896 100.0
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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   1,192,025 100.0 1,171,754 100.0  2,250,283 100.0

Ⅱ 売上原価   688,496 57.8 653,692 55.8  1,372,363 61.0

売上総利益   503,528 42.2 518,062 44.2  877,920 39.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   299,521 25.1 299,707 25.6  578,563 25.7

営業利益   204,007 17.1 218,354 18.6  299,357 13.3

Ⅳ 営業外収益 ※１  10,784 0.9 15,750 1.3  55,050 2.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,307 0.6 18,096 1.5  8,136 0.4

経常利益   207,483 17.4 216,008 18.4  346,270 15.4

Ⅵ 特別利益   1,756 0.2 ― ―  795 0.0

Ⅶ 特別損失   ― ― ― ―  5,349 0.2

税引前中間(当期) 
純利益 

  209,239 17.6 216,008 18.4  341,716 15.2

法人税、住民税 
及び事業税 

 78,000 86,000 177,000 

法人税等調整額  16,464 94,464 8.0 7,909 93,909 8.0 △26,445 150,555 6.7

中間(当期)純利益   114,775 9.6 122,099 10.4  191,161 8.5

前期繰越利益   676,502 701,822  676,502

中間配当額   ― ―  20,140

中間(当期)未処分 
利益 

  791,277 823,922  847,523
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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８月１日 
至 平成17年１月31日)

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前中間(当期)純利益  209,239 341,716

２ 減価償却費  11,951 24,969

３ 貸倒引当金の減少額  △1,756 △795

４ 賞与引当金の増加額又は減少額(△)  △13,839 88

５ 退職給付引当金の増加額  5,501 10,120

６ 受取利息及び受取配当金  △1,442 △5,925

７ 支払利息  ― 12

８ 投資有価証券売却益  △8,687 △38,207

９ 投資有価証券売却損  2,077 2,651

10 固定資産廃棄損  ― 5,349

11 売上債権の減少額  99,904 102,722

12 たな卸資産の増加額(△)又は減少額  344 △1,054

13 前渡金の増加額  △29,765 △33,481

14 前払費用の増加額  △34,377 △1,850

15 その他流動資産の増加額  △4,025 △8,811

16 仕入債務の増加額  6,163 2,023

17 未払金の減少額  △14,453 △11,094

18 未払費用の減少額  △14,687 △3,165

19 未収消費税等の増加額  △4,383 △11,611

20 未払消費税等の減少額  △44,917 △44,917

21 前受金の減少額  △38,243 △34,358

22 預り金の増加額又は減少額(△)  △4,760 13,534

23 役員賞与の支払額  △48,800 △48,800

24 その他  4,715 9,298

    小計  75,757 268,412

25 利息及び配当金の受取額  1,372 5,932

26 利息の支払額  ― △12

27 法人税等の支払額  △231,424 △316,813

   営業活動によるキャッシュ・フロー  △154,293 △42,480
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前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日)

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 定期預金の預入れによる支出  ― △12,270

２ 定期預金の払戻しによる収入  ― 12,267

３ 有価証券の取得による支出  △19,990 △19,990

４ 有形証券の償還による収入  ― 19,990

５ 有形固定資産の取得による支出  △35,349 △37,467

６ 有形固定資産の売却による収入  194 194

７ 無形固定資産の取得による支出  △35,072 △61,844

８ 投資有価証券の取得による支出  △340,747 △653,274

９ 投資有価証券の売却による収入  129,628 386,747

10 敷金・保証金の増加額  △2,510 △247

11 その他  773 1,038

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △303,073 △364,857

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 配当金の支払額  △73,311 △93,056

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △73,311 △93,056

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △530,677 △500,394

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,814,619 1,814,619

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 1,283,941 1,314,225
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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 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 １ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    定額法による償却原価法を

採用しております。 

  ②子会社株式及び関連会社株式 

――――― 

 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

    中間会計期間末日の市場価

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。 

 (2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

     ――――― 

 

  ②貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価

法を採用しております。 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

 

  ②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。 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

    同左 

 

 

 

 

 

   時価のないもの 

    同左 

 

 (2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    個別法による原価法を採用

   しております。 

  ②貯蔵品 

    同左 

 (1) 有価証券 

  ①満期保有目的の債券 

    同左 

 

  ②子会社株式及び関連会社株式

     ――――― 

 

  ③その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算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 

    同左 

 

 (2) たな卸資産 

  ①仕掛品 

    同左 

    

  ②貯蔵品 

    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。

   ただし取得価額10万円以上20

万円未満の少額減価償却資産に

ついては、一括償却資産として

３年間で均等に償却する方法を

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 8～18年

車両運搬具・工具、
器具及び備品 3～15年

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    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。 

   ただし平成10年４月１日以降

に取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法を採

用しております。また、取得価

額10万円以上20万円未満の少額

減価償却資産については、一括

償却資産として３年間で均等に

償却する方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 8～18年

車両運搬具・工具、
器具及び備品 

3～15年
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

(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。 

(3) 長期前払費用 

   均等償却によっております。 

 (2) 無形固定資産 

    同左 

 
 
 

 

(3) 長期前払費用 

    同左 

(2) 無形固定資産 
     同左 
 
 
 
 
 

(3) 長期前払費用 

     同左 

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

３ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理し

 ております。 

 新株予約権発行費 

  支出時に全額費用として処理し

 ております。 

３ 繰延資産の処理方法 

――――― 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

    同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中間

会計期間の負担額を計上してお

ります。 

 (2) 賞与引当金 

    同左 

 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当事業

年度の負担額を計上しておりま

す。 

 (3) 受注損失引当金 

     ――――― 

 

 (3) 受注損失引当金 

   受注契約に係る将来の損失に

備えるため、当中間会計期間末

における受注契約に係る損失見

込額を計上しております。 

 (3) 受注損失引当金 

     ――――― 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上し

ております。なお、退職給付債

務の見込額は、簡便法(退職給付

に係る期末自己都合要支給額を

退職給付債務とする方法)によ

り計算しております。 

 (4) 退職給付引当金 

    同左 

 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき計上

しております。なお、退職給付

債務の見込額は、簡便法（退職

給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法）

により計算しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   治験売上高については、治験

進行基準を適用しております。 

 

 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   ＳＭＯ事業収入については、

原則として進行基準を適用し

ております。その他の事業収入

については、完成基準を適用し

ております。 

５ 収益及び費用の計上基準 

  売上高計上基準 

   ＳＭＯ事業収入については、

進行基準を適用しております。

その他の事業収入については、

完成基準を適用しております。

 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります 

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

      ――――― 

 

 

 

 

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会計

処理については、税抜方式によ

っております。 

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

  消費税等の会計処理 

    同左 

７ その他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 

    同左 

 

 １株当たり配当金の内訳 

 

 平成17年１月中間期 

（中間配当） 

平成18年１月中間期 

（中間配当） 

平成17年７月期 

（年間配当） 

        円  銭        円  銭        円  銭 

普通株式 200  00 0  00 1,200  00 

（内訳）    

 普通配当 0  00 0  00 1,000  00 

 記念配当 200  00 ―  ― 200  00 
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 会計処理の変更 

 

前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年８月１日 

 至 平成18年１月31日) 

前事業年度 

(自 平成16年８月１日 

 至 平成17年７月31日) 

     ―――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日 

企業会計基準適用指針第６号）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。 

     ―――――― 

 
 

 

 表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
 至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
 至 平成18年１月31日) 

        ――――――――― （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において区分掲記しておりました「前受

金」は負債及び資本の合計額の100分の５以下となったた

め、流動負債の「その他」に含めて表示しております。な

お、当中間会計期間の「前受金」は168,261千円でありま

す。 
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追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

―――――― 

 

 

 

 

（外形標準課税） 

  「地方税法等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

人事業税における外形標準課税部

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

の付加価値割及び資本割について

は、売上原価並びに販売費及び一般

管理費に計上しております。 

  この結果、売上原価は6,101千円、

販売費及び一般管理費は2,968千円

増加し、営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益が9,070千円減少し

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17年１月31日) 

当中間会計期間末 
(平成18年１月31日) 

前事業年度末 
(平成17年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

54,732千円 

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

70,853千円 

 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

65,020千円 

 
 

※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、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 

   仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※２     ―――――― 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当該契

約に基づく当中間期末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円 

借入実行残高     ―千円 

差引額 150,000千円 
 

 ３ 運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行１行と当座貸越契約

を締結しております。当該契約に基

づく当中間期末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高     ―千円

差引額 150,000千円
 

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達

を行うため、取引銀行１行と当座貸

越契約を締結しております。当該契

約に基づく当事業年度末の借入未

実行残高は次のとおりであります。

当座貸越限度額 150,000千円

借入実行残高     ―千円

差引額 150,000千円
 

 
 

発行済株式の増加 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

平成16年９月21日付の株式分割 

(1) 分割比率 １：３ 

(2) 発行株式数 67,134株 

 

１ 第１回新株予約権の権利行使に 

  よる新株の発行 

 (1) 発行株式数 891株 

 (2) 発行価格  

   １株当たり16,667円 

 (3) 資本組入額 

   １株当たり16,667円 

 (4) 資本組入額の総額  

   14,850千円 

２ 第２回新株予約権の権利行使に 

  よる新株の発行 

 (1) 発行株式数 6,148株 

 (2) 発行価格 

   １株当たり234,000円～ 

   246,000円 

 (3) 資本組入額 

   １株当たり117,000円～ 

   123,000円 

 (4) 資本組入額の総額  

   750,317千円 

平成16年９月21日付の株式分割 

(1) 分割比率 １：３ 

(2) 発行株式数 67,134株 
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息  86千円 

有価証券利息 28千円 

受取配当金 1,327千円 

投資有価証券売却益 8,687千円 

  
 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 79千円

有価証券利息 429千円

受取配当金 5,923千円

投資有価証券売却益 5,965千円

業務委託費返戻金 2,285千円
 

※１ 営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 164千円

有価証券利息 44千円

受取配当金 5,715千円

投資有価証券売却益 38,207千円

業務委託費返戻金 6,668千円

 
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

投資有価証券売却損 2,077千円 

株式分割費用 4,420千円 

  

 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

投資有価証券売却損 352千円

新株予約権発行費 12,129千円

コミットメントフィー 4,761千円
 

※２ 営業外費用のうち重要なもの 

支払利息 12千円

投資有価証券売却損 2,651千円

株式分割費用 4,402千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 9,682千円 

無形固定資産 2,269千円 

  

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 8,043千円

無形固定資産  7,989千円

  

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,408千円

無形固定資産 4,560千円

  

 

 

(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８月１日 
至 平成17年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,246,208千円

 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△12,267千円

 

流動資産の「その他」に含まれる、
取得日から償還日までの期間が３
ヶ月以内の有価証券 

49,999千円

現金及び現金同等物 1,283,941千円

 
  

※現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

現金及び預金勘定 1,226,495千円

 

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△12,270千円

 

流動資産の「その他」に含まれる、
取得日から償還日までの期間が３
ヶ月以内の有価証券 

99,999千円

現金及び現金同等物 1,314,225千円
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(有価証券関係) 

前中間会計期間（自 平成16年８月１日 至 平成17年１月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
中間貸借対照表計上額 

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

社債 19,996 20,010 13

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額(千円) 

株式 3,503 3,640 136

債券  

 国債 49,999 49,999 ―

その他  

 投資信託 189,466 186,649 △2,816

 その他 8,173 8,610 436

合計 251,142 248,899 △2,243

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 30,000

 

当中間会計期間（自 平成17年８月１日 至 平成18年１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。 

 

前事業年度（自 平成16年８月１日 至 平成17年7月31日） 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 
貸借対照表計上額 

(千円) 
時価（千円） 差額（千円） 

国債 99,999 99,999 ―

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価(千円) 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額(千円) 

株式 ― ― ―

債券 ― ― ―

その他  

 投資信託 214,298 222,907 8,609

合計 214,298 222,907 8,609

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 90,000
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(デリバティブ取引関係) 

前中間会計期間(自 平成 16 年８月１日 至 平成 17 年１月 31 日) 

当社は、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。 

当中間会計期間(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日) 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７月31日) 

当社は、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。 

 

(持分法損益等) 

前中間会計期間(自 平成16年８月１日 至 平成17年１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。 

当中間会計期間(自 平成 17 年８月１日 至 平成 18 年１月 31 日) 

当中間会計期間より中間連結財務諸表を作成しております。 

前事業年度(自 平成16年８月１日 至 平成17年７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８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(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 22,690円91銭

 

１株当たり純資産額 35,656円20銭

 

１株当たり純資産額 22,866円50銭

 

１株当たり中間純利益 1,139円77銭

 

１株当たり中間純利益 1,204円16銭

 

１株当たり当期純利益 1,451円44銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

1,130円17銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

1,184円70銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

1,439円26銭

 
 

 当社は平成16年９月21日付で１株を

３株とする株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前事業年度の開

始の日に行われたと仮定した場合の１

株当たり情報については、以下のとおり

となります。 

前中間会計期間 

(
自 平成15年８月１日

至 平成16年１月31日) 
前事業年度 

(
自 平成15年８月１日

至 平成16年７月31日) 
１株当たり純資

産額 

  6,895円94銭 

１株当たり中間

純利益 

  1,858円16銭 

 潜在株式調整後

１株当たり中間純

利益については、

新株予約権方式に

よるストックオプ

ション制度を採用

しておりますが、

当社株式は非上場

でありかつ店頭登

録もしていないた

め、期中平均株価

が把握できません

ので、記載してお

りません。 

１株当たり純資

産額 

 22,304円36銭 

１株当たり当期

純利益 

  3,525円92銭 

潜在株式調整後

１株当たり当期

純利益 

  3,515円75銭 

 

 
 

当社は平成16年９月21日付で１株

を３株とする株式分割を行っており

ます。 

  なお、当該株式分割が前事業年度の

開始の日に行われたと仮定した場合

の１株当たり情報については、以下

のとおりとなります。 

前事業年度 

(自 平成15年８月１日 

 至 平成16年７月31日) 

１株当たり純資産額 

   22,304円36銭 

１株当たり当期純利益 

    3,525円92銭 

潜在株式調整後１株当たり 

当期純利益 

    3,515円75銭 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は以下のと 

おりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年８月１日
至 平成17年１月31日)

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日
至 平成17年７月31日)

１株当たり中間(当期)純利益  

 (1)中間(当期)純利益(千円) 114,775 122,099 191,161

 (2)普通株主に帰属しない金額 

   (千円) 
― ― 45,000

  (うち利益処分による役員 

   賞与金)(千円) 
(―) (―) (45,000)

 (3)普通株式に係る中間(当期) 

   純利益(千円) 
114,775 112,099 146,161

 (4)普通株式の期中平均株式数 

   (株) 
100,701 101,398 100,701

潜在株式調整後１株当たり 

中間(当期)純利益 
 

 (1)中間(当期)純利益調整額 

   (千円) 
― ― ―

 (2)普通株式増加数(株) 855 1,665 852

  (うち新株予約権)(株) (855) (1,665) (852)

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

算定に含まれなかった潜在株式の概要 

―――― 商法第280条ノ20及び商

法第280条ノ21の規定に

基づく新株予約権 

株主総会の決議年月日 

 平成17年10月27日 

新株予約権の数 

 992個 

新株予約権の目的とな

る株式の種類及び数 

 普通株式 992個 

―――― 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

１ 株式取得による子会社化 

  当社は、平成 17 年 12 月 26 日に株

式会社イベリカと締結した株式譲渡

契約に基づき、平成 18 年２月６日に

同社の100％子会社の株式会社ベルテ

ールの全株式を取得し、当社の子会社

となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社ベルテールは、九州地方

を中心に多岐にわたり創薬等試験

事業サービスを提供している株式

会社イベリカの 100％子会社で、株

式会社イベリカのＣＲＯ事業とＳ

ＭＯ事業との混在を解消し、ＳＭＯ

に特化したより専門性の高い高品

質のサービスを提供するために会

社分割により設立されました。株式

会社イベリカは既に九州地方にお

いて多くの医療機関と提携してお

り、治験において多くの症例実績を

あげていることから、同社と広範囲

な新薬開発支援事業で協力してい

くことにより、提携医療機関を確保

し、更なる受注能力の拡大及び業務

拡大を図ることが期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社ベルテール 

   事業内容：ＳＭＯ事業 

   従業員数：50 名 

（平成17年 12月 14日現在）

   資本金：10,000 千円 

（平成17年 12月 14日現在）

   本店所在地：福岡県福岡市博多区

    博多駅東二丁目 6-26 

   代表者：代表取締役社長 川窪 

    晃己 

 (3) 株式取得の時期 

平成 18 年 2月 6日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び

   取得後の持分比率 

取得する株式の数   200 株 

取得価額    850,000 千円 

   取得後の持分比率   100％ 

 

１ 株式取得による子会社化 

  株式会社日本臨床薬理研究所の第

三者割当増資を引き受けたことによ

り、同社に対する所有議決権の割合が

51％となった結果、同社は当社の子会

社となりました。 

 (1) 子会社化の目的 

   株式会社日本臨床薬理研究所は、

臨床検査の最大手である株式会社エ

スアールエルの 100％子会社で、第

Ⅰ相試験（臨床薬理試験・ＢＥ試験）

や第Ⅱ相、第Ⅲ相試験（ＳＭＯ事業）

などの治験支援事業を手掛けており

ます。特に、大型病院における治験

事務局業務及び治験コーディネータ

ー業務を得意としております。クリ

ニックに対する治験支援が中心の当

社にとりましては、ＳＭＯ事業展開

を強化する上で、大型病院での治験

事業を推進できるほか、株式会社エ

スアールエルとの間で相互に医療機

関のネットワークを強化できるもの

と考えております。また、臨床第Ⅰ

相試験についても一層の強化を図る

ことが期待できます。 

 (2) 子会社化する会社の概要 

   名称：株式会社日本臨床薬理研究

      所 

   事業内容：臨床試験支援業務 

   従業員数：56 名 

（平成 17年３月末現在）

   資本金：56,000 千円 

（平成 17年３月末現在）

   総資産：307,074 千円 

（平成 17年３月末現在）

   売上高：平成 17 年３月期 

       50,344 千円(３ヶ月決算）

       平成 16 年 12 月期 

       463,390 千円 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

 (5) 支払資金の調達 

   エクイティーコミットメントラ

インに基づく指定通知書によりメ

リルリンチ日本証券株式会社が新

株予約権を行使することで得られ

る約５億円と自己資金でまかない

ます。      

   

 (3) 株式取得の時期 

   平成 17 年８月１日 

 (4) 取得する株式の数、取得価額及び

取得後の持分比率 

   取得する株式の数   561 株 

   取得価額    280,500 千円 

   取得後の持分比率   51％ 

 (5) 支払資金の調達 

   自己資金 

 (6) 重要な特約 

   株式会社日本臨床薬理研究所の

子会社化に関連して、当社（以下

「甲」という。）では、平成 17 年７

月 25 日付で株式会社エスアールエ

ル（以下「乙」という。）及び株式

会社日本臨床薬理研究所（以下「丙」

という。）との三者間で、甲及び乙

による丙への出資及び甲乙丙間の

業務提携等に関して、戦略的提携契

約を締結しております。 

   当契約の目的は、増資等により丙

の財務体質の強化を図り、甲と乙が

共に丙の経営に参加し、甲乙丙間で

事業上の協力関係を構築すること

により、丙の事業の再生・発展及び

甲乙丙の事業価値の増大を目指す

ことであります。当契約において

は、一定期間における丙の経営成績

が、甲と乙が合意した事業計画を下

回った場合には、乙に財務的負担を

求める内容も含まれております。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

――――――   ２ 新株予約権の発行 

  平成 17年８月 18日開催の取締役会

決議に基づき、第２回新株予約権（第

三者割当）を発行いたしました。 

 (1) 割当先 

   メリルリンチ日本証券株式会社 

 (2) 新株予約権の払込期日及び発行日

   平成 17 年９月５日 

 (3) 新株予約権の数 

   1,000 個 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   1 個当たり 5,000 円 

 (5) 新株予約権の目的となる株式の種

   類 

   普通株式 

 (6) 新株予約権の行使時の１株当たり

   の払込金額（以下「行使価額」）

   当初は 302,400 円とする。平成 17

年９月 13 日以降は、新株予約権の

行使請求の効力発生日の前日まで

の３連続取引日の株式会社東京証

券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値の平均値 90％に相

当する金額とする。但し、行使価額

の下限は 115,200 円とする。 

 (7) 新株予約権の目的となる株式の数

   新株予約権の行使により新たに

発行する株式の数は、行使請求に係

る新株予約権の数に 5,000,000 円を

乗じ、これを行使価額で除した数と

する。 

 (8) 新株予約権の行使期間 

   平成 17 年９月６日から平成 18年

12 月６日まで 

 (9) 新株予約権の行使により発行する

   株式の発行価額のうち資本に組 

   入れる額 

   発行価額の 50％ 

 (10) 新株予約権の譲渡制限 

   譲渡には当社取締役会の承認を

要する。 

 (11) 資金の使途 

   Ｍ＆Ａ案件等に充当する予定で

あります。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

――――――  (12) コミットメント条項 

割当先であるメリルリンチ日本

証券株式会社との間で、本新株予約

権の行使について概ね以下の内容

の契約を締結しております。 

①当社は、メリルリンチ日本証券株

式会社に対して本新株予約権を

行使する一定の期間（20 取引日）

及び行使する本新株予約権の数

（上限 100 個）を指定することが

できる。なお当該指定期間が経過

した後でなければ新たな指定を

行うことはできない。 

②メリルリンチ日本証券株式会社

は発行日以降に本新株予約権の

行使を希望する旨を申し入れる

ことができるが、当社は自己の裁

量により受諾又は拒絶すること

ができる。 

③メリルリンチ日本証券株式会社

は、平成 18 年 11 月６日から平成

18 年 12 月６日までの期間に、200

個からそれまでに行使した新株

予約権の数を差し引いた数を上

限として、自己の裁量により権利

行使できる。 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

――――――  ３ 子会社の設立 

   当社は、平成 17 年９月 20 日に、

イーピーエス株式会社のグループ

会社である株式会社イーピーミン

トと、合弁会社を設立することにつ

いて合意に至りました。 

 

 (1) 目的 

   当社と株式会社イーピーミント

はともにＳＭＯ業務を行っており

ますが、最近は大病院を中心にＣＲ

Ｃの派遣依頼が増加してきており、

これに対応するための専門会社を

合弁で設立するものであります。こ

れに伴い両社の一部の拠点の移

管・統合を進めるとともに、医療機

関からのニーズに迅速に対応し、両

社のＣＲＣの生産性の向上を図っ

て参ります。 

 (2) 合弁会社の概要 

   名称：株式会社ＳＯＧＯメディプ

ラス 

   事業内容：ＳＭＯ業務 

   資本金：30 百万円 

 (3) 設立の時期 

   平成 17 年 11 月 

 (4) 取得後の持分比率 

   60％ 
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

―――――― ４ 新株予約権（ストックオプション）

の発行 

平成17年10月27日開催の定時株主

総会において、商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基づく新株予約

権を発行することを決議いたしまし

た。 

(1) 特に有利な条件をもって新株予約

  権を発行する理由 

  当社及び当社子会社の取締役、監

査役及び従業員並びに社外協力者

の当社グループの業績向上に対す

る意欲や士気を高めることを目的

として、下記(2)に記載の発行要領

に基づき新株予約権を無償で発行

するものであります。 

 (2) 新株予約権発行の要領 

  ① 新株予約権の目的となる株式

の種類及び数 

    当社普通株式1,000株を上限と

する。 

  ② 発行する新株予約権の総数 

    1,000 個を上限とする。なお、

新株予約権１個当たりの目的と

なる株式の数は１株とする。 

  ③ 新株予約権の発行価額 

    無償とする。 

④ 新株予約権の行使に際して払

込みをなすべき金額 

    各新株予約権の行使により発

行又は移転する株式１株当たり

の払込金額（以下、「行使価額」

という。）に付与株式数を乗じた

金額とする。行使価額は、発行日

の属する月の前月の各日（取引が

成立していない日を除く。）の株

式会社東京証券取引所における

当社普通株式の普通取引の終値

（以下、「終値」という。）の平均

値（終値のない日を除く。）に 1.05

を乗じた金額（１円未満の端数は

切り上げ)、又は発行日の終値（当

日に終値がない場合は、それに先
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前中間会計期間 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

―――――― 

 

 

 

 

 

――――――    立つ直近日の終値）のいずれか高

い金額とする。 

  ⑤ 新株予約権の行使可能期間 

    平成18年11月１日から平成23

   年 10 月 31 日まで 

  ⑥ その他の新株予約権の行使の 

    条件 

    各新株予約権の一部行使はで

きないものとする。その他の行

使の条件は、当社取締役会で決

定するものとする。 

  ⑦ 新株予約権の消却事由及び条 

    件 

    当社は、いつでも、当社が取得

し保有する未行使の新株予約権

を、無償にて消却することができ

るものとする。 

  ⑧ 新株予約権の譲渡制限 

       新株予約権を譲渡するには、当

社取締役会の承認を要する。 

 

 (2) その他 

  該当事項はありません。 

 




