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平成 18 年６月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
    平成 18 年５月 15 日 

上場会社名 株式会社総合医科学研究所 （コード番号： 2385 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http:// www.soiken.com/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長   梶本 佳孝 ＴＥＬ：（06）6871 - 8888 

              取締役財務部長   田部 修 
 
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 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無及びその内容 ： 有 
（内容） 連結（新規）  １社 株式会社エビデンスラボ 

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きを受けております。 

 
２．平成 18 年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年７月１日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 連結経営成績の進捗状況                      （百万円未満切捨表示） 

 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６月期第３四半期 1,603 － 617 － 608 － 355 －

17 年６月期第３四半期 － － － － － － － －

(参考)17 年６月期 － － － － － － － －

 

 
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６月期第３四半期 1,519 37 1,412 43 

17 年６月期第３四半期 － － － － 

(参考)17 年６月期 － － － － 

 (注)１．期中平均株式数   当第３四半期 233,877 株 
２．当期が連結初年度であるため、平成 17 年６月期第３四半期及び平成 17 年６月期につきましては

記載しておりません。 
３．平成 17 年８月 19 日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当第３四半期連結会計期間の売上高の内訳は、評価試験事業の売上高が 1,521 百万円、バイオマーカー開

発事業の売上高が 81 百万円となっております。 

 評価試験事業においては、主として特定保健用食品（以下「トクホ」といいます）の許可取得を目的とし

た臨床評価試験の受託手数料について、受注済の試験の処理を順調に終了した結果、ほぼ計画どおりの売上

計上を行いました。 

 一方、バイオマーカー開発事業においては、「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」（以下「疲労

プロジェクト」といいます）につきまして、疲労定量化法の確立と疲労に効果のある成分の探索を行う「第

一期」を完了して「第二期」に移行し、抗疲労トクホ候補製品のトクホ申請に向けた臨床評価試験を順次実

施しております。また、糖尿病の原因治療食薬の開発を目的とする「膵（すい）ベータ細胞量及び機能の評

価システム」にかかる大阪大学との共同研究等の新規プロジェクトの組成に向けた活動にも、引き続き注力

いたしました。当第３四半期においては、疲労プロジェクトにおける抗疲労候補成分の検証受託手数料、財

団法人循環器病研究振興財団からの研究受託手数料および「精神検査方法及び精神機能検査装置（ATMT）」

にかかるライセンス収入等を売上計上いたしました。 
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 また、平成 18 年１月 17 日付で、株式会社博報堂と共同で、ウェブサイトを介したトクホの市販後調査等

を行う株式会社エビデンスラボを設立（当社議決権比率 60％、連結子会社）いたしましたが、当第３四半

期において売上は計上しておりません。 

 以上のようなことから、当第３四半期の業績につきましては、売上高 1,603 百万円、経常利益 608 百万円、

四半期純利益 355 百万円となりました。 

 なお、当期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

 

(2) 連結財政状態の変動状況 

 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６月期第３四半期 4,497 3,831 85.2 16,274 56 

17 年６月期第３四半期 － － － － － 

(参考)17 年６月期 － － － － － 

 (注)１．期末発行済株式数   当第３四半期 235,418 株 
２．期末自己株式数    当第３四半期   918 株 
３．当期が連結初年度であるため、平成 17 年６月期第３四半期及び平成 17 年６月期につきましては

記載しておりません。 
４．平成 17 年８月 19 日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

 
(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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年６月期第３四半期 △105 △76 40 2,555 

17 年６月期第３四半期 － － － － 

(参考)17 年６月期 － － － － 

 (注) 当期が連結初年度であるため、平成 17 年６月期第３四半期及び平成 17 年６月期につきましては記載
しておりません。 

 

[連結財政状況の変動状況に関する定性的情報等] 

＜連結財政状態の変動状況＞ 

 当期が連結初年度であるため、連結財政状態の変動状況に関しまして、記載すべき事項はございません。 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 2,555 百万円となりました。当第３四

半期のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は 105 百万円となりました。これは主として税金等調整前第３四半期純利

益による収入 604 百万円に対し、売上債権の増加 187 百万円、たな卸資産の増加 108 百万円及び法人税等

の支払 400 百万円が生じたこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は 76 百万円となりました。これは主として有形固定資産の取得による支

出 29 百万円及び関係会社株式の取得による支出 33 百万円が生じたこと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） 

 財務活動の結果得られた資金は 40 百万円となりました。これは主として配当金の支払による支出 44 百

万円に対し、連結子会社の設立に際し少数株主からの払込による収入 80 百万円が生じたことによるもの

であります。 

 なお、当期より連結財務諸表を作成しておりますので、前年同期との比較は行っておりません。 
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３．平成 18 年６月期の通期連結業績予想（平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

前回発表予想（Ａ） 2,770  1,180  664  

今回修正予想（Ｂ） 2,515  960  540  

増 減 額（Ｂ－Ａ） △255  △220  △124  

増 減 率（％） △9.2  △18.6  △18.7  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,293 円 79 銭 

 

[連結業績予想に関する定性的情報等] 

 当期（平成 18 年６月期）につきましては、前期（平成 17 年６月期）と同様、主としてトクホの臨床評価

試験の受託手数料（評価試験事業）及び疲労プロジェクトの契約一時金（バイオマーカー開発事業）を売上

計上することを予定しております。 

 臨床評価試験の受託手数料（評価試験事業）につきましては、当期に売上計上を予定している試験は既に

受注済であり、また順調に処理が進んでいることから、現時点においては当初計画どおりの売上計上ができ

るものと見込んでおります。ただし、評価試験事業の売上計上は当社からの報告書が顧客に検収された時点

をもって行っているため、検収手続きに要する時間の多寡等の顧客側の事情に影響されることもあり、当該

事業の売上の計上時期には不確実性があります。 

 一方、疲労プロジェクトの契約一時金（バイオマーカー開発事業）につきましては、一部を除いて売上計

上が来期（平成 19 年６月期）となる見通しとなりました。疲労プロジェクトは、現在、プロジェクト第二

期に移行しており、第一期に有効性が確認された成分を用いて開発した抗疲労トクホ候補製品について、ト

クホ申請に必要な臨床評価試験を順次実施しております。疲労プロジェクト第二期の契約一時金につきまし

ては、各抗疲労トクホ候補製品について個別に実施する臨床評価試験の終了時に、当該候補製品を開発した

参加企業の分を売上計上することとしておりますが、現在進行中および今後開始する予定である臨床評価試

験の終了の予定時期に鑑み、一部を除いて売上計上が来期（平成 19 年６月期）となる見通しとなったもの

であります。なお、契約一時金を受領しないロイヤリティ契約の参加企業についても臨床評価試験を順次開

始していること、疲労プロジェクトの進行年度は毎年 10 月１日から９月 30 日までであり第二期は本年９月

30 日までであること等から、プロジェクト自体の進行については現時点において特段の遅れは生じておら

ず、計画通りの時期に抗疲労トクホの申請が可能であるものと認識しております。 

 以上のようなことから、当期（通期）の連結業績予想を上記のとおり修正するものであります。 

 

（注）上記業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき、不確定要素については仮定を置いた上で当社にて作

成したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記数値と異なることがあります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期連結財務諸表 

当期が連結初年度のため、前第３四半期及び前連結会計期間につきましては記載しておりません。 

 

（1）四半期連結貸借対照表 

  
当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金   2,555,358

２．受取手形及び売掛金   395,339

３．たな卸資産   308,350

４．信託受益権   500,000

５．抵当証券   500,000

６．その他   42,399

流動資産合計   4,301,448 95.6

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  69,055 1.5

２．無形固定資産   11,741 0.3

３．投資その他の資産   114,905 2.6

固定資産合計   195,703 4.4

資産合計   4,497,151 100.0
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当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．未払法人税等   60,555

２．前受金   480,014

３．その他 ※２  47,487

流動負債合計   588,057 13.1

負債合計   588,057 13.1

   

（少数株主持分）   

少数株主持分   77,770 1.7

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金   832,707 18.5

Ⅱ 資本剰余金   1,670,757 37.1

Ⅲ 利益剰余金   1,527,799 34.0

Ⅳ 自己株式   △199,940 △4.4

資本合計   3,831,324 85.2

負債・資本合計   4,497,151 100.0

   



 
 

 

- 6 -

（2）四半期連結損益計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   1,603,043 100.0

Ⅱ 売上原価   481,950 30.1

売上総利益   1,121,092 69.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  503,899 31.4

営業利益   617,193 38.5

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  258 

２．抵当証券利息  1,377 

３．助成金収入  396 

４．信託収益  405 

５．雑収入  2 2,439 0.1

Ⅴ 営業外費用   

１．事務所移転費用  8,659 

２．創立費用  1,912 

３．雑損失  921 11,493 0.7

経常利益   608,139 37.9

Ⅵ 特別損失   

１．固定資産除却損  3,995 3,995 0.2

税金等調整前第３四半期
純利益 

  604,143 37.7

法人税、住民税及び事業
税 

※３  251,027 15.6

少数株主損失（△）   △2,229 △0.1

第３四半期純利益   355,345 22.2
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（3）四半期連結剰余金計算書 

  
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,668,164

Ⅱ 資本剰余金増加高  

増資による新株式の
発行 

2,592 2,592

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末
残高 

 1,670,757

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,218,892

Ⅱ 利益剰余金増加高  

第３四半期純利益  355,345 355,345

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金  46,438 46,438

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末
残高 

 1,527,799
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（4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
当第３四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日

  至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前第３四半期純利益  604,143 

減価償却費  20,215 

受取利息及び受取配当金  △258 

有形固定資産除却損  3,995 

売上債権の増加額  △187,977 

たな卸資産の増加額  △108,002 

前受金の増加額  65,174 

未払消費税等の減少額  △25,594 

その他  △77,419 

小計  294,277 

利息及び配当金の受取額  160 

法人税等の支払額  △400,313 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △105,875 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △29,562 

無形固定資産の取得による支出  △9,280 

差入保証金の差入による支出  △3,975 

信託受益権の純増加額  △405 

関係会社株式の取得による支出  △33,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △76,222 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △44,655 

株式の発行による収入  4,662 

少数株主からの払込による収入  80,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー  40,006 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △142,091 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,697,450 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高  2,555,358 
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（5）注記事項等 

重要な会計方針 

期別 

科目 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数    １社 

  連結子会社の名称 

  ㈱エビデンスラボ 

なお、㈱エビデンスラボについ

ては、当第３四半期連結会計期間

に設立したため、連結の範囲に含

めております。 

(2)非連結子会社の名称 

㈱日本臨床システム 

㈱ウイルス医科学研究所 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、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、いずれも連結財務諸

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 該当事項はありません。 

３．連結子会社の第３四半期決算日等

に関する事項 

連結子会社の第３四半期会計期間末

日と第３四半期連結決算日は一致して

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 

仕掛品 

 個別法による原価法を採用して

おります。 



 
 

 

- 10 -

 
期別 

科目 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成18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（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

 建物        10～50年

 器具及び備品    ３～15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) 重要な引当金の計上基準 

 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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

 なお、貸倒実績及び貸倒懸念債

権等特定の債権がないため、当会

計期間は貸倒引当金を計上してお

りません。 

 (4) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。

５．四半期連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 
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（四半期連結貸借対照表関係） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

69,254千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含め

ております。 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主なもの 

    給料手当       51,324千円 

    支払手数料      84,152千円 

    研究開発費     144,034千円 

２ 減価償却実施額 

    有形固定資産      19,265千円 

無形固定資産        950千円 

※３ 第３四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計

を適用しているため、法人税等調整額

は「法人税、住民税及び事業税」に含

めて表示しております。 

 
（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 

  至 平成18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 

（平成18年３月31日現在） 

   現金及び預金勘定   2,555,358千円 

   現金及び現金同等物  2,555,358千円 
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（リース取引関係） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

（有価証券関係） 

当第３四半期連結会計期間末（平成 18 年３月 31 日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,000 

 

（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７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社グループは、同一セグメントに属する生体評価システム事業を行っており、当該セグメント以外に事業の

種類がないため、該当事項はありません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

３．海外売上高 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 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） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額 16,274.56円

１株当たり第３四半期
純利益金額 

1,519.37円

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期純利益
金額 

1,412.43円

  
 

（注）１．１株当たり第３四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額の算定上の基礎は、

以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日）

１株当たり第３四半期純利益金額  

損益計算書上の第３四半期純利益 

（千円） 
355,345 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （―）

普通株式に係る第３四半期純利益 

（千円） 
355,345 

期中平均株式数（株） 233,877 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
純利益金額 

 

第３四半期純利益調整額（千円） ― 

普通株式増加数（株） 17,708 

（うち新株予約権） （17,708）

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 

 平成16年９月28日開催

の定時株主総会決議によ

る平成17年８月29日発行

の新株予約権（ストック

オプション）238個（普通

株式476株）。 

    

（重要な後発事象） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
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（6）生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

 当社は、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績について記載すべき事項はありま

せん。 

 

２．受注実績 

 当第３四半期連結会計期間における受注実績を示すと、次のとおりであります。 
  

区 分 受 注 高 
前年同期比（％）

受 注 残 高 
前年同期比（％）

評価試験 （千円） 1,111,685 70.0 1,238,552 77.7 

バイオマーカー開発 （千円） 178,649 49.1 97,000 32.3 

合 計 （千円） 1,290,334 66.1 1,335,552 70.5 

（注）１．金額は、契約締結日を基準として集計しております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当第３四半期は連結初年度であるため、前年同期比較の比較対象として前期の個別数値を使用しております。 

 

３．販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 
 

期  別 
 
区 分 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
  至 平成18年３月31日） 前年同期比（％） 

評価試験 （千円） 1,521,393 137.7 

バイオマーカー開発 （千円） 81,649 127.1 

合計 （千円） 1,603,043 137.1 

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第３四半期は連結初年度であるため、前年同期比較の比較対象として前期の個別数値を使用しております。 

３．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合につきましては、当第３四半期連結会

計期間に販売した相手先の販売実績の総販売実績に対する割合が全て100 分の10 未満となったため、記載し

ておりません。 
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平成 18 年６月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成 18 年５月 15 日 

上場会社名 株式会社総合医科学研究所 （コード番号： 2385 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http:// www.soiken.com/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長   梶本 佳孝 ＴＥＬ：（06）6871 - 8888 

              取締役財務部長   田部 修 
 
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６月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年７月１日～平成 18 年３月 31 日） 

(1) 経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨表示） 

 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６月期第３四半期 1,603 37.1 624 57.0 617 54.8 358 53.9

17 年６月期第３四半期 1,168 13.4 397 △16.2 398 △8.5 233 △7.8

(参考)17 年６月期 2,105  970 972   572  

 

 
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６月期第３四半期 1,533 67 1,425 72 

17 年６月期第３四半期 2,013 05 1,852 44 

(参考)17 年６月期 4,938 85 4,547 03 

 (注)１．期中平均株式数   当第３四半期 233,877 株 前第３四半期 115,812 株 前事業年度 115,829 株 

２．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

３．平成 17 年８月 19 日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

 

(2) 財政状態の変動状況 

 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６月期第３四半期 4,425    3,834    86.7   16,288 77 

17 年６月期第３四半期 3,633    3,176    87.4   27,493 41 

(参考)17 年６月期 4,295    3,517    81.9   30,295 64 

 (注)１．期末発行済株式数   当第３四半期 235,418 株 前第３四半期 115,537 株 前事業年度 116,097 株 

２．期末自己株式数    当第３四半期   918 株 前第３四半期   459 株 前事業年度   459 株 

３．平成 17 年８月 19 日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

 
３．平成 18 年６月期の業績予想（平成 17 年７月１日～平成 18 年６月 30 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 2,505   995  560  200 00 200 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）2,378 円 75 銭 

 

（注）上記業績予想は、現時点において入手可能な情報に基づき、不確定要素については仮定を置いた上で当社にて作成

したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記数値と異なることがあります。 
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〔添付資料〕 

４．四半期財務諸表 

（1）（要約）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期末 

（平成17年３月31日現在） 
当第３四半期末 

（平成18年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年６月30日現在） 

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   2,489,511 2,371,035  2,697,450

２．受取手形   ― ―  1,354

３．売掛金   224,067 395,339  206,007

４．たな卸資産   216,495 308,350  200,348

５．信託受益権   ― 500,000  499,594

６．抵当証券   500,000 500,000  500,000

７．その他   70,272 43,575  48,344

流動資産合計   3,500,347 96.3 4,118,300 93.1  4,153,101 96.7

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１  64,386 1.8 69,055 1.5  64,238

２．無形固定資産   3,627 0.1 2,993 0.1  3,412

３．投資その他の資産   65,249 1.8 234,905 5.3  75,164

固定資産合計   133,262 3.7 306,954 6.9  142,815 3.3

資産合計   3,633,609 100.0 4,425,255 100.0  4,295,916 100.0
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前第３四半期末 

（平成17年３月31日現在） 
当第３四半期末 

（平成18年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成17年6月30日現在） 

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．未払法人税等   ― 64,261  218,647

２．前受金   401,951 480,014  414,839

３．その他 ※２  55,151 46,310  145,195

流動負債合計   457,103 12.6 590,586 13.3  778,682 18.1

負債合計   457,103 12.6 590,586 13.3  778,682 18.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   829,215 22.8 832,707 18.8  830,115 19.3

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,667,265 1,670,757 1,668,164 

資本剰余金合計   1,667,265 45.9 1,670,757 37.8  1,668,164 38.8

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金  10,000 10,000 10,000 

２．第３四半期（当期）
未処分利益 

 869,966 1,521,144 1,208,892 

利益剰余金合計   879,966 24.2 1,531,144 34.6  1,218,892 28.4

Ⅳ 自己株式   △199,940 △5.5 △199,940 △4.5  △199,940 △4.6

資本合計   3,176,506 87.4 3,834,668 86.7  3,517,233 81.9

負債・資本合計   3,633,609 100.0 4,425,255 100.0  4,295,916 100.0
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（2）（要約）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自  平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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．評価試験事業収入  1,104,696 1,521,393 1,697,695 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事業
収入 

 64,228 1,168,925 100.0 81,649 1,603,043 100.0 408,253 2,105,948 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １．評価試験事業売上
原価 

 298,079 438,712 470,407 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事業
売上原価 

 ― 298,079 25.5 43,237 481,950 30.1 10,015 480,422 22.8

売上総利益   870,845 74.5 1,121,092 69.9  1,625,526 77.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   473,246 40.5 496,860 31.0  655,347 31.1

営業利益   397,599 34.0 624,231 38.9  970,179 46.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,517 0.2 2.439 0.2  4,362 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  1,209 0.1 9,181 0.6  1,574 0.1

経常利益   398,907 34.1 617,489 38.5  972,967 46.2

Ⅵ 特別損失 ※４  ― ― 3,995 0.2  ― ―

税引前第３四半期
（当期）純利益 

  398,907 34.1 613,493 38.3  972,967 46.2

法人税、住民税及び
事業税 

 165,772 254,803 385,630 

法人税等調整額 ※５ ― 165,772 14.2 ― 254,803 15.9 15,275 400,905 19.0

第３四半期（当期）
純利益 

  233,135 19.9 358,690 22.4  572,061 27.2

前期繰越利益   636,831 1,162,454  636,831

第３四半期（当期）
未処分利益 

  869,966 1,521,144  1,208,892
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（3）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 当第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間については、四半期

連結財務諸表において記載しております。 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
 （自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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    

税引前第３四半期（当期）純利益  398,907 972,967 

減価償却費  17,873 26,790 

受取利息及び受取配当金  △187 △261 

売上債権の増加額  △206,853 △190,148 

たな卸資産の増加額  △63,165 △47,018 

前受金の増加額  145,258 158,147 

未払消費税等の減少額  △28,790 △7,246 

その他  △5,964 66,850 

小計  257,077 980,080 

利息及び配当金の受取額  191 266 

法人税等の支払額  △449,122 △449,317 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △191,853 531,029 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △18,237 △24,819 

差入保証金の差入による支出  △165 △10,278 

信託受益権の純減少額  500,000 405 

抵当証券の純減少額  ― 0 

投資有価証券の取得による支出  △5,000 △5,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  476,597 △39,691 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △39,180 △39,271 

株式の発行による収入  ― 1,435 

自己株式の取得による支出  △201,115 △201,115 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △240,295 △238,950 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  44,447 252,386 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,445,063 2,445,063 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末 
（期末）残高 

 2,489,511 2,697,450 
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（4）注記事項等 

重要な会計方針 

期別  
 

科目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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。 

その他有価証券 

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。 

(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 

時価のないもの 

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 

時価のないもの 

同左 

 (2)たな卸資産 

  仕掛品 

   個別法による原価法を採用

しております。 

(2)たな卸資産 

  仕掛品 

      同左 

 

(2)たな卸資産 

  仕掛品 

      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。 

なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物        10～24年 

器具及び備品   ３～15年 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。 

なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物        10～50年 

器具及び備品   ３～15年 

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主要な耐用年数は次のとお

りであります。 

建物        10～24年 

器具及び備品   ３～15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 

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

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

なお、貸倒実績及び貸倒懸念債

権等特定の債権がないため、当会

計期間は貸倒引当金を計上してお

りません。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

４．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。 

 

           

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。 
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期別  
 

科目 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

手許現金及び随時引き出し可能

な預金からなっております。 

 

           

手許現金及び随時引き出し可能

な預金からなっております。 

６．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 

消費税等の処理方法 

 消費税等の会計処理は、税抜方

式によっております。 

消費税等の処理方法 

同左 

消費税等の処理方法 

同左 

 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期末 
（平成17年３月31日現在） 

当第３四半期末 
（平成18年３月31日現在） 

前事業年度末 
（平成17年６月30日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

42,687千円 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含め

ております。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

69,254千円 

※２ 消費税等の取扱い 

同左 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

51,389千円 

※２ 

            

 

 
（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの 

    受取利息       187千円        受取利息       258 千円 受取利息       261千円 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

    自己株式取得費用   1,175千円 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

    事務所移転費用   8,659千円 

※２ 営業外費用のうち主なもの 

    自己株式取得費用   1,175千円 

３ 減価償却実施額 

    有形固定資産    17,228千円 

無形固定資産     644千円 

３ 減価償却実施額 

    有形固定資産    19,265千円 

無形固定資産     648千円 

３ 減価償却実施額 

    有形固定資産    25,930千円 

無形固定資産     859千円 

※４           

 

※４ 特別損失のうち主なもの 

    固定資産除却損   3,995千円 

※４           

 

※５ 第３四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含めて

表示しております。 

※５ 

       同左 

※５ 

             

 

 
（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第３四半期会計期間より連結財務諸表を作成しているため、当第３四半期会計期間については、四半期連結財務諸表

における注記事項として記載しております。 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） 

   現金及び預金勘定   2,489,511千円 

   現金及び現金同等物  2,489,511千円 

 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 

（平成17年６月30日現在） 

   現金及び預金勘定   2,697,450千円 

   現金及び現金同等物  2,697,450千円 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

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 

該当事項はありません。 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

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相

当額 

 (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 

  

 

取得価
額相当
額 
 (千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円) 

車両運搬具 ― ― ― 

合計 ― ― ― 

  

   

 

取得価
額相当
額 
 (千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円) 

期末残
高相当
額 
(千円)

車両運搬具 ― ― ―

合計 ― ― ―

  
(2）未経過リース料第３四半期末残高相当額  (2）未経過リース料期末残高相当額 
 
１年内 ─ 千円

１年超 ─ 千円

合計 ─ 千円
  

  
１年内 ― 千円

１年超 ― 千円

合計 ― 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 

 (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 930千円

減価償却費相当額 869千円

支払利息相当額 60千円
  

   
支払リース料 930千円

減価償却費相当額 869千円

支払利息相当額 60千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法  (4）減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残存価額  

を当該残価保証額とする定額法によって

おります。 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額  

を当該残価保証額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  (5）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法は定額法によっております。 

 リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期へ

の配分方法は定額法によっております。
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（有価証券関係） 

前第３四半期末（平成 17 年３月 31 日現在） 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,000 

 

当第３四半期末（平成 18 年３月 31 日現在） 

 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,000 

 

前事業年度末（平成 17 年６月 30 日現在） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

前第３四半期会計期間（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（持分法損益等） 

前第３四半期会計期間（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 27,493.41円

１株当たり第３四半期
純利益金額 

2,013.05円

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期純利益
金額 

1,852.44円

  

 

１株当たり純資産額 16,288.77円

１株当たり第３四半期
純利益金額 

1,533.67円

潜在株式調整後１株当
たり第３四半期純利益
金額 

1,425.72円

  

 

１株当たり純資産額 30,295.64円

１株当たり当期純利益
金額 

4,938.85円

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

4,547.03円

  
   

（注）１．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前第３四半期会計期間
（自 平成16年７月１日
至 平成17年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日
至 平成18年３月31日）

前事業年度 
（自 平成16年７月１日
至 平成17年６月30日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額   

損益計算書上の第３四半期（当期）純

利益（千円） 
233,135 358,690     572,061 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ― 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） （―）

普通株式に係る第３四半期（当期）純
利益（千円） 

233,135 358,690        572,061 

期中平均株式数（株） 115,812 233,877         115,829 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純利益金額 

   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―   

普通株式増加数（株） 10,041 17,708           9,981 

（うち新株予約権） （10,041） （17,708） （9,981） 

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 

 

        

 平成16年９月28日

開催の定時株主総会

決議による平成17年

８月29日発行の新株

予約権（ストックオプ

ション）238個（普通

株式476株）。 
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２．株式分割について 

前第３四半期会計期間（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

当社は、平成 16 年８月 20 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第３四半期会計期間及び前事業年度における

１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなります。 

前第３四半期会計期間 
(自 平成15年７月１日 
  至 平成16年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成15年７月１日 
  至 平成16年６月30日) 

１株当たり純資産額       25,825.14 円 １株当たり純資産額       27,448.44 円

１株当たり第３四半期純利益金額  2,276.88 円 １株当たり当期純利益金額    3,928.96 円

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額 2,099.03 円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  3,621.01 円

 

当第３四半期会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

当社は、平成 17 年８月 19 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第３四半期会計期間及び前事業年度における

１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなります。 

前第３四半期会計期間 
(自 平成16年７月１日 
  至 平成17年３月31日) 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
  至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額       13,746.70 円 １株当たり純資産額       15,147.82 円

１株当たり第３四半期純利益金額  1,006.52 円 １株当たり当期純利益金額    2,469.42 円

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額  926.22 円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  2,273.51 円

 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

当社は、平成 16 年８月 20 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における１株当たり情報の各数値はそれぞ

れ以下のとおりとなります。 

前事業年度 
(自 平成16年７月１日 
  至 平成17年６月30日) 

１株当たり純資産額       27,448.44 円

１株当たり第３四半期純利益金額  3,928.96 円

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額 3,621.01 円
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（重要な後発事象） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 

 

           

 

 

           

（ストックオプション） 

１．平成16年９月28日開催の定時株

主総会決議に基づき、平成17年８

月29日開催の取締役会において、

当社の取締役及び従業員に対し

て、商法第280条ノ20及び商法280

条ノ21の規定に基づき、新株予約

権の発行を決議いたしました。 

１．付与対象者の区分及び人数 

当社取締役  １名 

当社従業員  ７名 

２．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 476株 

３．新株予約権の総数 

238個（新株予約権１個当たり

の目的となる株式数２株） 

４．新株予約権の発行価額 

無償とする。 

５．新株予約権の行使時の払込金

額及び資本組入額 

払込金額  429,030円 

資本組入額 214,515円 

６．新株予約権の行使期間 

平成18年９月29日から平成26

年９月28日まで 

 その他の発行内容につきまして

は、平成16年９月28日開催の定時

株主総会決議と同様であります。

２．平成17年９月29日開催の当社の

定時株主総会において、当社及び当

社子会社の取締役及び従業員並びに

社外のコンサルタント及び協力者に

対して、商法第280条ノ20及び商法第

280条ノ21の規定に基づき、新株予約

権の発行を決議いたしました。 
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前第３四半期会計期間 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

 

 

 

 （株式分割） 

平成17年５月13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８月19日付をもって普

通株式を１株につき２株に分割

する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式116,556株 

(2）分割方法 

平成17年６月30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２株の割合をもって分割

する。 

２．配当起算日 

平成17年７月１日 

これにより発行済株式総数は

233,112株となりました。 

 当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の前期における１株

当たり情報及び当期首に行われたと

仮定した場合の当期における１株当

たり情報は、それぞれ以下のとおり

となります。 
 

前事業年度 当事業年度 

１株当たり純資
産額 

13,724.22円 

１株当たり純資
産額 

15,147.82円

１株当たり当期
純利益金額 

1,964.48円 

１株当たり当期
純利益金額 

2,469.42円

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 

1,810.50円 

潜在株式調整後
１株当たり当期
純利益金額 

2,273.51円

 


