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１．平成18年３月期の業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 38 △81.7 △1,924 － △2,028 －
17年３月期 208 2.4 △1,762 － △1,845 －

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 △2,027 － △24,377 45 － － △11.3 △11.1 △5,325.6
17年３月期 △1,847 － △32,610 93 － － △34.4 △33.7 △884.6

（注）①期中平均株式数 18年３月期      83,179 株 17年３月期 56,644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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）配当状況  

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 0 00 0 00 0 00 0 － －
17年３月期 0 00 0 00 0 00 0 － －

(3）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

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 26,604 26,331 98.9 267,863 88
17年３月期 9,840 9,689 98.5 156,852 69

（注）①期末発行済株式数 18年３月期      98,300株 17年３月期 61,777株

②期末自己株式数 18年３月期 －株 17年３月期 －株

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり年間配当金

百万円 百万円 百万円 円 銭

通　期 50 △2,400 △2,400 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△24,415円06銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可

能性があります。
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７．個別財務諸表

(1）貸借対照表

 
 

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金   4,149,806   3,142,512  

２．売掛金   61   24,722  

３．有価証券   5,500,129   1,500,214  

４．前払費用   1,691   14,129  

５．その他   54,001   82,007  

流動資産合計   9,705,690 98.6  4,763,586 17.9

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物   14,471   13,804  

(2）工具器具備品   18,880   17,270  

有形固定資産合計   33,351 0.3  31,074 0.1

２．無形固定資産        

(1）ソフトウェア   6,796   9,873  

(2）その他   468   468  

無形固定資産合計   7,264 0.1  10,341 0.0

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   1,631   －  

(2）関係会社株式   58,808   21,748,746  

(3）出資金   －   14,179  

(4）その他   33,689   36,223  

投資その他の資産合計   94,129 1.0  21,799,149 82.0

固定資産合計   134,745 1.4  21,840,565 82.1

資産合計   9,840,436 100.0  26,604,151 100.0
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前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18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
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．買掛金   －   21,249  

２．未払金   110,951   191,973  

３．未払法人税等   22,584   42,047  

４．前受金   117   352  

５．預り金   16,376   17,508  

６．その他   180   0  

流動負債合計   150,209 1.5  273,132 1.1

Ⅱ　固定負債        

１．繰延税金負債   337   －  

固定負債合計   337 0.0  － －

負債合計   150,547 1.5  273,132 1.1

        

（資本の部）        

Ⅰ　資本金 ※２  5,869,875 59.7  15,226,074 57.2

Ⅱ　資本剰余金        

１．資本準備金   7,923,975   17,237,094  

資本剰余金合計   7,923,975 80.5  17,237,094 64.8

Ⅲ　利益剰余金        

１．当期未処理損失   4,104,453   6,132,148  

利益剰余金合計   △4,104,453 △41.7  △6,132,148 △23.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   491 0.0  － －

資本合計   9,689,888 98.5  26,331,019 98.9

負債及び資本合計   9,840,436 100.0  26,604,151 100.0
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   208,646 100.0  38,090 100.0

Ⅱ　売上原価   997 0.5  21,532 56.5

売上総利益   207,649 99.5  16,557 43.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,970,096 944.2  1,940,632 5,094.9

営業損失   1,762,446 △844.7  1,924,074 △5,051.4

Ⅳ　営業外収益        

１．受取利息  1,503   8,024   

２．受取手数料 ※２ 2,812   2,280   

３．受取保険料  1,966   －   

４．その他  573 6,855 3.3 1,131 11,435 30.1

Ⅴ　営業外費用        

１．為替差損  5,393   28,371   

２．新株発行費  58,396   87,522   

３．上場関連費用  26,244   －   

４．その他  118 90,152 43.2 4 115,899 304.3

経常損失   1,845,743 △884.6  2,028,538 △5,325.6

Ⅵ　特別利益        

１．投資有価証券売却益  －   1,053   

２．関係会社株式売却益  － － － 1,000 2,053 5.4

Ⅶ　特別損失        

１．固定資産売却除却損 ※３ 281 281 0.1 － － －

税引前当期純損失   1,846,024 △884.8  2,026,485 △5,320.2

法人税、住民税及び事業
税

  1,210 0.6  1,210 3.2

当期純損失   1,847,234 △885.3  2,027,695 △5,323.4

前期繰越損失   2,257,218   4,104,453  

当期未処理損失   4,104,453   6,132,148  
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売上原価明細書

  
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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
（％）

仕入高  － － 20,862 96.9

経費  997 100.0 669 3.1

当期売上原価  997 100.0 21,532 100.0

      

(3）損失処理案

  
前事業年度

株主総会承認日
（平成17年６月29日）

当事業年度
株主総会承認予定日
（平成18年６月23日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   4,104,453  6,132,148

Ⅱ　次期繰越損失   4,104,453  6,132,148
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1)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)子会社株式及び関連会社株式 

同左

(2)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。

(2)その他有価証券

時価のあるもの

同左

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

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

(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

３．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。

　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。

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、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
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項目
前事業年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．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

６．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。

　消費税等の会計処理方法

同左

重要な会計方針の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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。  
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．未収入金

　　　前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入

金」は、資産の総額の100分の１以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することに変更し

ております。

　　　なお、当事業年度の未収入金は12,294千円でありま

す。

──────

２．未収消費税等

　　　前事業年度まで区分掲記しておりました「未収消費

税等」は、資産の総額の100分の１以下となったため、

流動資産の「その他」に含めて表示することに変更し

ております。

　　　なお、当事業年度の未収消費税等は38,707千円であ

ります。

３．　有形固定資産に対する減価償却累計額については、

前事業年度まで各資産科目の控除科目として表示して

おりましたが、当事業年度から各資産の金額から直接

控除し、その控除残高を各資産の金額として表示し、

当該減価償却累計額を一括して注記する方法に変更し

ております。

　　　なお、当事業年度の各資産の減価償却累計額は以下

のとおりであります。

建物 2,859千円

工具器具備品 16,923千円

計 19,782千円

４．差入保証金

　　　前事業年度まで区分掲記しておりました「差入保証

金」は、資産の総額の100分の１以下となったため、

投資その他の資産の「その他」に含めて表示すること

に変更しております。

　　　なお、当事業年度の差入保証金は32,984千円であり

ます。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

※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。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は29,136千円であり

ます。

※２．授権株式数及び発行済株式総数 ※２．授権株式数及び発行済株式総数

授権株式数 普通株式　186,720株

発行済株式総数 普通株式 　61,777株

授権株式数 普通株式　 186,720株

発行済株式総数 普通株式 　 98,300株

　なお、当事業年度の発行済株式数は次のとおりであ

ります。

　なお、当事業計年度の発行済株式数は次のとおりで

あります。

（有償一般募集） （第三者割当増資）

発行年月日 平成17年７月29日

発行株式数 14,050株

発行年月日 平成17年８月30日

発行株式数 35,630株

（新株予約権等の権利行使） （新株予約権等の権利行使）

発行年月日 平成16年４月１日～

平成17年３月31日

発行株式数 557株

発行年月日 平成17年４月１日～

平成18年３月31日

発行株式数 893株

　３．資本の欠損の額は4,104,453千円であります。 　３．資本の欠損の額は6,132,148千円であります。

　４．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産は491千円であり

ます。

　４．　　　　　　　──────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は0.9％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99.1％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

※１．販売費に属する費用のおおよその割合は2.0％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は98.0％であ

ります。

　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

役員報酬 131,948千円

給与手当 147,680

減価償却費 7,248

支払手数料 129,621

研究開発費 1,324,374

役員報酬 139,018千円

給与手当 186,043

減価償却費 10,557

支払手数料 222,861

研究開発費 951,041

　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 231,469千円

委託費用 1,010,811

人件費 330,972千円

委託費用 508,030

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

 ※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取手数料 2,812千円  受取手数料 2,280千円 

※３．固定資産売却除却損  ※３．　　　　　　　──────

工具器具備品 281千円   
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（リース取引関係）

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　当社はリース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。

（有価証券関係）

前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における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。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年３月31日）

当事業年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金 1,633,508千円

その他 10,995

小計 1,644,504

評価性引当額 △1,644,504

繰延税金資産合計 －

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 337

繰延税金負債合計 337

繰延税金資産

税務上の繰越欠損金    2,401,983千円

その他 17,734

小計 2,419,717

評価性引当額 △2,419,717

繰延税金資産合計 －

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△0.4

評価性引当額 △40.3

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.1

法定実効税率 40.7％

交際費等永久に損金に算入されない

項目
△0.3

評価性引当額 △38.3

繰越欠損金の消滅 △2.1

その他 △0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △0.1
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 156,852.68円

１株当たり当期純損失 32,610.92円

１株当たり純資産額 267,863.88円

１株当たり当期純損失 24,377.45円

　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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当期純損失（千円） 1,847,234 2,027,695

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,847,234 2,027,695

普通株式の期中平均株式数（株） 56,644 83,179

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり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　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）

新株引受権３種類（新株引受権の目的

となる株式の数　3,055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）

（重要な後発事象）

前事業年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　該当事項はありません。

８．役員の異動

　該当事項はありません。
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