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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 2,379 6.3 △109 － △109 －

17年３月期 2,237 33.1 326 14.0 321 21.7

 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 △78 － △22 59 － － △3.7 △3.6 △4.6

17年３月期 174 33.4 89 95 － － 8.3 10.3 14.4

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －百万円 17年3月期 －百万円

 ②期中平均株式数 18年3月期 3,487,400株 17年3月期 1,743,700株

 ③会計処理の方法の変更 有

 ④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 （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。

 
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 10 00 0 00 10 00 34 － 1.7

17年3月期 20 00 0 00 20 00 34 22.2 1.6

(3)財政状態 （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。

 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 2,906 2,061 70.9 591 4

17年3月期 3,176 2,192 69.0 1,247 27

（注）①期末発行済株式数 18年3月期 3,487,400株 17年3月期 1,743,700株

 ②期末自己株式数 18年3月期 －株 17年3月期 －株

(4)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3月期 44 △76 △83 1,464

17年3月期 △43 △388 △178 1,579

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

中間 期末  

  百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 1,085  10  4  0 00 ― 　―

通　期 2,600  105  55  　― 10 00 10 00

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期）  15円 77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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

 当社は、関係会社がないため、該当事項はありません。

 

２．経営方針

(１) 会社の経営の基本方針

　当社は、「医療機関を支援することによりその機能・質を高め、医療・健康サービス消費者(HCC:Health Care 

Consumer)のニーズを満たすことに貢献する」をコーポレート・ビジョンとして掲げています。この経営理念のも

と現在は、医療機関における臨床試験の支援を通じて、新薬の開発をバックアップし、医療の質の向上と更には医

療の最終消費者である患者等の満足度の向上に貢献すべく努力を続けております。具体的には、GCP（医薬品の臨

床試験の実施の基準。臨床試験に関する厚生労働省令）の改定、新薬開発のスピードアップ、コスト抑制の流れを

背景に、年間伸び率二桁の成長が期待されているSMO(Site Management Organization 治験施設支援機関)事業をコ

アビジネスとしております。その中で、当社は、常に「三つの質」すなわち製薬会社に提出する『データの質』、

実際に臨床試験を行う『医療機関の臨床試験実施に関する質』、そして臨床試験の円滑な実施を支援する『CRC

（Clinical Research Coordinator 治験コーディネーター）の質』にこだわり、「医療機関に選ばれ続ける、なく

てはならない企業」として成長し、株主の皆様のご期待に応えることを基本としています。

(２) 会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、「常に顧客、株主、従業員との共存共栄」を念頭に利益配分を行うこととし、株主の皆様には、積極的

かつ継続的に利益配分を行わせていただくことを基本としております。なお、経営基盤をより強固にする観点か

ら、拡大を続けておりますＳＭＯ事業のより一層の強化及び新規事業への積極的な投資が行えるよう、内部留保の

充実についても勘案し、配当を決定する方針です。

(３) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

　当社の投資単位引下げに関する考え方といたしましては、常に投資しやすい環境を保持すべく、株価、株主数、

業績動向及び経済状況等を総合的に判断し対応して参りたいと考えております。

　なお、平成17年3月31日を基準日として平成17年5月20日付をもちまして、普通株式１株を２株に分割させていた

だきました。

(４) 目標とする経営指標 

　当社における経営指標としては、株主資本利益率（ROE）を重視して参りたいと考えており、中長期的には

ROE15％以上を目標としております。目標値を継続して達成できますよう全社を挙げて経営努力を重ねて参ります。

(５) 中長期的な会社の経営戦略 

　当社は、ＳＭＯ事業をコアビジネスとして、事業の拡大を図って参りました。今後は、これまでの経験及び基盤

を活かし、新しい成長ステージに向けて、次の経営戦略をもって事業を展開して参ります。

　　①コアビジネスの拡大

　売上高シェア及び顧客満足度においてナンバーワンのＳＭＯになることを目指して、受注の拡大とサービスの

　向上に努めて、以下の施策を推進して参ります。

　　ⅰ.病診（病院・診療所）連携を核とする各地域における治験ネットワーク構築への参画を通じた提携医

　　　 療機関のより効率的な獲得及びより迅速な症例の獲得

　　ⅱ.新薬の臨床試験支援の経験で培ったノウハウを活かした提案力の強化による受注・売上の拡大

　　ⅲ.地方に基盤を有するＳＭＯとの提携及びＭ＆Ａをも含めた効率的な全国展開の推進

　　②業務の効率化

　環境変化へ適応し、業務効率と収益性の向上を図るため、ＩＴ化の推進及び雇用の多様化を実行して参りま

　す。
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　③新規事業への進出

　今後、医療業界では大きな変革が予想される一方で、製薬業界でも新たな法令等への対応の増加も予想されてお

ります。このような流れのなかで、当社といたしましては、ＳＭＯが果たす役割が一層拡大すると予想しており、

今後とも臨床試験支援の経験を活かした新規事業への進出を図って参ります。

(６) 会社の対処すべき課題　

　当社のコアビジネスでありますＳＭＯ事業は、これまで順調に拡大して参りましたが、中小ＳＭＯを中心とする

低価格攻勢による受注競争が激しさを増す一方で、ＳＭＯ業界は、かつての乱立の時代から、大手を中心とした再

編淘汰の時代に入りつつあります。また、製薬業界においては、ＳＭＯが提供するサービスの質、量、スピード、

価格等について、従来以上の高い水準を要求する傾向にあり、より重篤な病態に対する新薬の臨床試験のアウト

ソーシングを増加させる一方で、その効率化を目指し、委託するＳＭＯの選定を強化する傾向も窺われます。この

ことから、今後は従来の延長線ではない新たな提案のできるＳＭＯが選別される時代に入ると考えられます。

　こうした経営環境のなかで、当社といたしましては、継続的に企業価値を高めていくために、コンプライアンス

遵守の経営を基本に、市場のニーズに迅速かつ適確に対応できる体制作りと、業績の早期回復が最重要であると認

識しております。

　具体的には、教育訓練の充実によるサービスレベルの向上をはじめとして、平成18年2月20日に発表いたしまし

た通り、①組織の最適化、②営業力の強化策及び症例獲得とそのスピードの向上を通じた売上の拡大策、③コスト

削減策を柱とする経営改善計画に沿って、業務効率を改善し、事業の拡大を図って参ります。

　また、新規事業におきましては、将来性の観点から逐次見直しを通じたスクラップアンドビルドを徹底し、事業

展開を図って参ります。

　これらの課題全体に取り組むためのインフラとなるべきＩＴを活用した総合的なシステム化により、サービスの

質・速さ・効率の向上に努めて参ります。

（７）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　該当事項はありません。

（８）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

（１）経営成績

　　　当社は、現在ＳＭＯ（Site Management Organization 治験施設支援機関）事業をコアビジネスとし、新医薬品

開発のプロセスにおいて、製薬企業の依頼を受けて臨床試験を実施する医療機関から、その業務の一部を受託し

ております。

　当事業年度におけるＳＭＯ業界は、製薬業界における「新薬開発の期間短縮のためには臨床試験の迅速化・効

率化ならびに質の向上が不可欠」との認識の高まりや、医療業界全般における診療報酬以外の新たな収益源の確

保に対する期待などを背景として、受注案件の増加による拡大が続きました。

その一方で、製薬業界においては増え続ける研究開発費に対して歯止めを掛けるべく、ＳＭＯが提供するサービ

スの質、量、スピード、価格等について、従来以上の高い水準でのバランスを要求する傾向が強まりました。ま

た、業界内の受注競争はより激しさを増し、大手を中心とした再編も進みました。

　こうした環境のもと当社は、コアビジネスであるＳＭＯ事業のさらなる強化を中心に、経営環境の変化に備え

たIT投資や、新規事業の事業化なども積極的に推進いたしました。

　　　とくに、ＳＭＯ事業の強化に向けて、引続き積極的な受注活動を行いました。その結果、当事業年度における

受注高は35億22百万円（前年同期比15.3％増）となり、当事業年度末における受注残高は25億70百万円（前期末

比9.6％増）となりました。当社は、四半期ごとに受注残高の評価（洗い直し）を行っており、当事業年度におい

て９億18百万円の受注残高の減額処理を行った結果が、前述の当事業年度末の受注残高であります。

      また、これまで支援をして参りました病院と診療所の連携を核とする全国各地の治験ネットワークの構築を通

じ、臨床試験を実施する提携医療機関の効率的な獲得にも注力し、当事業年度末における提携医療機関数は、516

（前期比90増加）となり、そのうち病院数は196（前期比42増加）、診療所数は320（前期比48増加）となりました。

      さらに、現在稼動している「統合型原価管理システム」をベースに、より機能を向上させた新システムの開発

によるＩＴ化の推進などを通じ、早期に症例を獲得して、受注した案件を確実に管理して売上計上できるようプ

ロジェクト管理体制の見直し・強化を図りました。

 　　　一方、新規事業につきましては、当事業年度から本格的な事業化を目指しておりますが、新薬の開発段階にお

ける不整脈に関する試験を支援するE14ガイドライン関連事業（注１）、開発段階にある新薬の有効性の早期検証

を支援するＰＯＣ事業（注２）及び遠隔診断支援事業において、体制整備を進めつつ早期受注の獲得に向け積極

的な活動を行った結果、合計21百万円の受注を獲得いたしました。

　　　 これら業務に携わった当事業年度末の従業員数は249名（前期比1名増加）となりました。受注の増加に対して

も従業員数の増加を抑制しつつ、提携会社からの出向社員の受入れ及び契約社員の採用により、環境の変化に柔

軟に対応できる組織作りを進めました。

　　　さらに、当第３四半期会計期間の結果を受け、平成18年2月20日に発表いたしました通り、経営責任の明確化を

目的として、代表取締役２名及び取締役１名の月額報酬の30％カットを実施し、①組織の最適化を目的として、

本部制を廃止する一方、所管代表取締役及び取締役が各組織を直轄、②症例獲得率の向上及び営業力の強化を中

心とする収益の拡大策、③コストの削減を柱とする経営改善計画の実行に着手いたしました。

　　　以上の結果、当事業年度における売上高は23億79百万円となりました。早期の症例獲得に重点をおいた売上の

確保に注力したものの、受注単価の下落が当初予想を上回ったことに加え、製薬企業による早期症例確保策など

もあり、製薬企業との受注契約内容が以前に比べより成功報酬型（出来高払い）になる傾向が強まりました。こ

れらの影響により、売上高が予想を下回る一方、不採算なプロジェクトが増加したことに伴い、未成プロジェク

ト支出金（仕掛品）25百万円を減額し、同額を売上原価に計上した他、当事業年度末において、当事業年度以降

に赤字となることが明らかなプロジェクトにつきまして、その損失見込み額26百万円を未成プロジェクト損失引

当金として引当てた結果、売上総利益が予想を大幅に下回りました。さらに、新規事業及びＩＴ化等の先行投資

等で増加した販売費及び一般管理費の増加もあり、営業損失１億９百万円、経常損失１億９百万円、当期純損失

78百万円を計上いたしました。
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　（注１）Ｅ１４ガイドラインとは、ＩＣＨ（日米EU医薬品規制整合化会議）で話し合われている「非抗不整脈薬　

　におけるQT/QTc 間隔の延長と催不整脈作用の潜在的可能性に関する臨床的評価」ガイドラインのことです。既

に米国では臨床試験の際にその潜在的リスクを評価するための心電図による指標測定が義務付けられており、近

い将来、日本国内でも法制化されることがほぼ確実となっております。

 （注２） ＰＯＣ（Proof of Concept）事業とは、製薬企業が開発段階にある新薬の有効性の早期検証を実施するこ

とで開発品目を絞り込め、より効率のよい新薬開発を支援する事業です。

（２）財政状態

　　　当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、14億64百万円となり、前事業年度末よ

り１億15百万円減少いたしました。

　各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動の結果得られた資金は、44百万円（前事業年度は43百万円の使用）となりました。これは主に売上債

権の減少で１億55百万円、たな卸資産の減少で１億43百万円、未成プロジェクト損失引当金の計上で26百万円増

加した一方で、税引前当期純損失で１億10百万円、法人税等の支払額で１億91百万円減少したこと等によるもの

です。

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、76百万円（前事業年度は３億88百万円の使用）となりました。これは主に無

形固定資産の取得による支出で63百万円、有形固定資産の取得による支出で9百万円減少したこと等によるもので

す。

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、83百万円（前事業年度は１億78百万円の使用）となりました。これは主に長

期借入金の返済による支出で49百万円、配当金支払額で34百万円減少したこと等によるものです。

　（キャッシュ・フロー指標の推移）

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率（％） 66.9 69.0 70.9

時価ベースの自己資本比率（％） 235.1 209.7 112.8

債務償還年数（年） 1.8 － 0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
43.9 － 64.8

　(注）自己資本比率：自己資本／総資産

　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

   債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

   インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。なお、平成16年３月期期末発行済

　株式数は平成16年５月20日の株式分割後の発行済株式数にて算出し、平成17年３月期期末発行済株式数は平成17

　年５月20日の株式分割後の発行済株式数にて算出しております。

※有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としております。

※平成17年３月期の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業活動によるキャッ

　シュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。
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（３）次期の見通し

　　　次期の業績につきましては、売上高26億円、経常利益１億５百万円、当期純利益55百万円を予想しております。

ＳＭＯ業界は、受注案件の増加による拡大が続くものの、中小ＳＭＯの低価格攻勢による厳しい受注競争や構造

変化も続くことが予想されます。このような経営環境の中で、当社といたしましては、引続き積極的な受注活動

を行うとともに、症例獲得とそのスピードの向上を通じた売上の積み上げ及び費用の削減により、業績の早期回

復を図って参ります。また、ＳＭＯ業界でのリーディングカンパニーとしての地歩を固めるため、強みである高

い品質を確保しつつ、採算性を向上させるため事業モデルの見直しを含めた抜本的な対応策を前述の経営改善計

画に沿って早期かつ着実に実施し、経営環境の変化にも柔軟に対応し得る企業体質造りに向けて、諸活動を展開

して参ります。

 ※通期の見通しに関する留意事項

　通期の見通しは、当社が現時点で入手可能な情報による判断、仮定等に基づいて作成しております。見通しに

は 様々な不確定要素が内在しており、結果的に実際の業績が見通しと異なる場合があります。 
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４．事業等のリスク

　　当社の業績は、今後起こりうる様々な要因によりその影響を受ける可能性があります。このため、当社の事業展

開のリスク要因となる可能性があると思われる主な事項について、以下のとおり記載しております。

　また、当社としては必ずしも重要なリスクとは認識していない事項についても、当社の事業活動の理解上、ある

いは投資判断上重要であると思われる事項についても、投資家の皆様に対する積極的な情報開示の観点より記載し

ております。

　なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を十分認識した上で、その発生の予防、回避及び万一発生の際の対応

策の策定等に努める方針です。

①国内臨床試験が空洞化するリスク

　現在、海外の臨床データを国内の審査用に受け入れるとしても、日本人を用いて開発薬剤に対する反応の人種

差が小さいことを証明する試験が求められておりますが、医薬品規制調和国際会議（ICH：International

 Conference on Harmonization)の活動を通じて、日欧米の間で医薬品の開発に必要とされるデータ・情報の相互

有効活用が進められております。この傾向が極端に進み、かつ製薬企業が日本以外の地域で臨床試験を実施する

ことを優先した場合、国内での臨床試験の実施件数が落ち込む可能性があります。

②国内製薬企業の研究開発能力の弱体化により、国内臨床試験が減少するリスク

　近年、製薬企業の合併統合などが行われ、一部の外資系製薬企業が巨大化してきております。これは、企業規

模を大きくすることで、開発に伴うリスク（開発の不成功）に対する体力を維持すること、また開発に要する莫

大な研究・開発経費を確保することが目的です。そのため、国内企業の国際的な地位は相対的に低下すると共に、

競争力の低下も危惧されております。厚生労働省もこうした傾向を危惧して対策案を策定しておりますが、今後

この傾向に拍車がかかって国内企業の体力が著しく低下した場合には、開発能力が低下して国内企業による臨床

試験の件数が減少する可能性があります。

③医療機関で実施する臨床試験のアウトソーシング減少のリスク

　現在、臨床試験に関して外部からの支援を必要としている医療機関では、人材の不足や経験不足傾向が見られ

ますので、ＳＭＯに委託する医療機関が増加しつつあります。しかしながら、今後こうした医療機関が臨床試験

の実施を通じて経験を積み、かつ人材も自前で確保できるようになれば、外部からの支援を求めることなく臨床

試験を実施するようになる可能性があります。

④ＳＭＯの法令等による規制の強化のリスク

　平成15年7月ＧＣＰ省令が改定され、ＳＭＯが行う業務が法令上正式に認められました。ただし、厚生労働省で

は、ＳＭＯ業務について更に検討も行われつつあります。

　このため、行政主導によるＳＭＯの課題の整理状況によっては、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及

ぼす可能性があります。

⑤治験行為の社会的評価低下のリスク 

　当社が属するＳＭＯ業界は、製薬企業の新薬開発プロセスの中で、医療機関において実施される臨床試験をサ

ポートする事業を展開しております。そのため、臨床試験に対する社会的な評価が低下して不信感が生じ、被験

者が減少する等の状況が出現した場合には、ＳＭＯ業界は多大な影響を受け、当社もその例外ではありません。

⑥ＳＭＯ業界の競争激化のリスク

　我が国のＳＭＯ業界に関する正確なデータは現状において存在しておりませんが、従業員数が数名の会社まで

含めた場合には100から150社程度が存在していると言われており、昨今においても、ＳＭＯの成長性に着目した

新規参入が見られます。今後、ＳＭＯに関する法令での業務の明確化により淘汰が進み、その一方で多くの業者

が新規参入した場合には、当社においても、提携医療機関の獲得等に支障を来たす可能性や、受託料金が低下す

る可能性があります。
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⑦被験者からの損害賠償請求のリスク

　被験者の傷害や死亡といった事故が生じた場合には、基本的には臨床試験依頼者である製薬企業が補償を行う

こととなりますが、臨床試験実施医療機関と契約関係にある当社に故意もしくは重過失が見られた場合には、製

薬企業や当該被験者より被害に関する損失の賠償請求を受ける可能性があります。

　当社では、治験コーディネーターに対して、臨床試験実施に際してはＧＣＰ及び治験実施計画書(プロトコー

ル)を遵守する教育を徹底すること、被験者が臨床試験に参加する際に行うインフォームド・コンセント等により

被験者の自己責任において臨床試験を受ける旨の告知を徹底して実施することにより、被験者から賠償請求され

る可能性を低減できると考えておりますが、当社の責任の所在を完全に否定できるものではありません。従いま

して、当社が関与する臨床試験において事故が生じた場合には、当社の事業展開や経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。

⑧人材の大量離職のリスク

　当社の事業展開上、上述のように看護師、臨床検査技師及び薬剤師など医療関係の資格を有する者、かつ、医

療業務への従事経験を有する者が不可欠です。仮に当社から、これらの者が大量に離職した場合には、当社の事

業展開や経営成績などに影響が及ぶ可能性があります。

⑨人材の確保リスク

　当社の事業拡大にあたっては、看護師、臨床検査技師及び薬剤師など医療関係の資格を有する者、かつ、医療

業務への従事経験を有する者の採用が不可欠です。当社のＣＲＣでは、こうした資格を有した経験者を採用し、

東京本社における集合研修後、各拠点(オフィス)でＯＪＴ、ＯＦＦ ＪＴそれぞれ一定時間以上の教育研修を実施

した上で医療現場での業務を担当させていますが、人材採用や教育研修が計画通りに進まない場合には、当社の

事業展開や経営成績などに影響を及ぼす可能性があります。

⑩製薬企業の新薬開発プロジェクト中止により受注案件がキャンセルされるリスク

　製薬企業等との契約に基づき、受注を行っておりますが、予測が不可能な理由により製薬企業等において新開

発プロジェクトが中止或いは延期される可能性があります。その場合は、受注案件がキャンセルされることとな

り、当社の経営成績に大きな影響を与える可能性があります。

⑪売上計上時期遅延によるリスク

　当社の展開するＳＭＯ事業には、「症例実績型」（業務期間終了時に売上を一括計上する方式）と「業務実働

型」（実働に応じ毎月売上を計上する方式）との二つの売上計上方法が存在しております。特に「症例実績型」

の売上計上については、業務終了時に売上を一括計上する完成基準を採用しているため、業務終了の遅延といっ

た事象が生じた場合には、売上計上のタイミングが遅れ、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

⑫売上債権管理上のリスク

　当社は医療機関との間で業務委受託契約を締結し、ＳＭＯ事業に関するサービスの提供を行っていますが、別

途、医療機関への臨床試験依頼者である製薬企業を含めた三当事者による覚書を締結しております。この覚書に

よって、当社が医療機関へ提供したサービスの対価については、殆どの取引において製薬企業より直接当社へ支

払われる（当社にとって、サービスの提供先はあくまでも医療機関となりますが、売上債権先は製薬企業となり

ます。）こととなります。

　当社では、請求書発行後２ヶ月以内に回収しておりますが、従来は大手製薬企業が当社の提携医療施設へ依頼

した臨床試験に関し、当社がＳＭＯ事業者として関与するケースが大半でしたので、債権管理において特段の問

題は生じておりません。

　しかしながら、今後は、臨床試験が長期化する間に製薬企業の経営状況が変化する場合も考えられます。また、

今後、ゲノムベンチャー企業等の経営基盤の弱い新興企業の臨床試験案件への関与が増加する可能性もあります。

　当社では、今後、債権管理をより一層強化していく方針ですが、予測不能な事態が生じた場合には、売上債権

の回収に支障を来たす可能性があります。
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５．個別財務諸表等
(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）

対前年比

区　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円）
構成比
（％）

金　　額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 1,579,572 1,464,121  

２．営業未収入金 441,302 286,019  

３．有価証券 299,925 299,925  

４．未成プロジェクト支出
金

565,447 421,911  

５．前払費用 11,089 12,251  

６．繰延税金資産 31,605 69,790  

７．未収法人税等 － 65,976  

８．その他 4,877 4,337  

流動資産合計 2,933,821 92.4 2,624,333 90.3 △309,487

Ⅱ　固定資産  

(1）有形固定資産  

１．建物 35,169 39,590  

減価償却累計額 10,105 25,064 14,693 24,897  

２．器具備品 87,154 86,114  

減価償却累計額 53,056 34,097 60,939 25,174  

有形固定資産合計 59,161 1.9 50,071 1.7 △9,090

(2）無形固定資産  

１．商標権 1,037 1,218  

２．ソフトウェア 67,364 51,580  

３．ソフトウェア仮勘定 25,517 87,622  

４．その他 250 250  

無形固定資産合計 94,170 2.9 140,671 4.8 46,501

(3）投資その他の資産  

１．出資金 0 0  

２．長期前払費用 2,729 3,049  

３．繰延税金資産 10,771 12,064  

４．敷金保証金 75,742 76,406  

投資その他の資産合計 89,243 2.8 91,520 3.2 2,277

固定資産合計 242,575 7.6 282,264 9.7 39,688

資産合計 3,176,396 100.0 2,906,598 100.0 △269,798
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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）

対前年比

区　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円）
構成比
（％）

金　　額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１. 営業未払金 809 11,499  

２．１年以内返済予定長期
借入金

49,172 25,000  

３．未払金 13,122 2,650  

４．未払費用 85,579 76,584  

５．未払法人税等 109,215 －  

６．未払消費税等 31,115 16,912  

７．未成前受金 570,309 582,647  

８．預り金 5,494 6,135  

９．賞与引当金 71,230 65,162  

10. 未成プロジェクト損失
引当金

－ 26,000  

流動負債合計 936,049 29.5 812,592 28.0 △123,457

Ⅱ　固定負債  

１．長期借入金 31,250 6,250  

２．退職給付引当金 16,237 26,556  

固定負債合計 47,487 1.5 32,806 1.1 △14,681

負債合計 983,537 31.0 845,398 29.1 △138,138

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※１ 673,427 21.2 673,427 23.2  

Ⅱ　資本剰余金  

(1）資本準備金 1,058,227 1,058,227  

資本剰余金合計 1,058,227 33.3 1,058,227 36.4  

Ⅲ　利益剰余金  

(1）利益準備金 500 500  

(2）任意積立金  

特別償却準備金 1,278 1,278 649 649  

(3）当期未処分利益 459,426 328,396  

利益剰余金合計 461,205 14.5 329,545 11.3 △131,659

資本合計 2,192,859 69.0 2,061,199 70.9 △131,659

負債・資本合計 3,176,396 100.0 2,906,598 100.0 △269,798
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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）

対前年比

区　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円）
百分比
（％）

金　　額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 2,237,300 100.0 2,379,115 100.0 141,815

Ⅱ　売上原価 1,360,683 60.8 1,875,622 78.8 514,938

売上総利益 876,616 39.2 503,493 21.2 △373,123

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 550,585 24.6 613,455 25.8 62,869

営業利益又は営業損失
（△）

326,030 14.6 △109,962 △4.6 △435,993

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 94 197  

２．雑収入 441 536 0.0 723 921 0.0 385

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 5,232 687  

２．雑損失 185 5,417 0.2 123 811 0.0 △4,605

経常利益又は経常損失
（△）

321,149 14.4 △109,852 △4.6 △431,002

Ⅵ　特別利益

    和解金 － －  5,000 5,000 0.2 5,000

Ⅶ　特別損失  

１．オフィス移転費用 4,930 2,360  

２．固定資産売却損 ※２ － 643  

３．固定資産除却損 ※３ － 373  

４．特別報酬金 － 1,044  

５．調査費 － 500  

６．賃借契約解約損  － 4,930 0.3 265 5,187 0.2 256

税引前当期純利益又は
税引前当期純損失
（△）

316,218 14.1 △110,040 △4.6 △426,259

法人税、住民税及び事
業税

164,298 8,223  

法人税等調整額 △22,930 141,368 6.3 △39,477 △31,254 △1.3 △172,622

当期純利益又は当期純
損失（△）

174,850 7.8 △78,785 △3.3 △253,636

前期繰越利益 284,576 407,182 122,605

当期未処分利益 459,426 328,396 △131,030
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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
（％）

Ⅰ　労務費 ※２ 945,491 61.7 1,094,770 63.2

Ⅱ　経費 ※３ 587,532 38.3 637,315 36.8

当期製造費用 1,533,024 100.0 1,732,086 100.0

期首未成プロジェクト支
出金

393,106 565,447

合計 1,926,130 2,297,533

期末未成プロジェクト支
出金

565,447 421,911

当期売上原価 1,360,683 1,875,622

　（注）

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．原価計算の方法

原価計算の方法は、個別原価計算による実際原価計

算であります。

１．原価計算の方法

同左

※２．労務費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２．労務費の主な内訳は次のとおりであります。

給与手当 604,158千円

賞与 113,176

法定福利費 88,911

賞与引当金繰入額 55,285

給与手当 703,774千円

賞与 118,614

法定福利費 97,914

賞与引当金繰入額 50,170

※３．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※３．経費の主な内訳は次のとおりであります。

減価償却費 21,859千円

旅費交通費 208,579

地代家賃 66,919

減価償却費 16,727千円

旅費交通費 180,107

地代家賃 74,447
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(3) キャッシュ・フロ－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）

対前年比

区　　　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円） 金　　額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純利益又は税引前当期純損
失（△）

316,218 △110,040  

減価償却費 36,529 36,433  

賞与引当金の増減額（△は減少額） 15,530 △6,067  

退職給付引当金の増減額（△は減少
額）

11,279 10,318  

未成プロジェクト損失引当金の増減額
（△は減少額）

－ 26,000  

受取利息及び受取配当金 △94 △197  

支払利息 5,232 687  

オフィス移転費用 3,436 315  

売上債権の増減額（△は増加額） △203,419 155,282  

たな卸資産の増減額（△は増加額） △172,341 143,535  

仕入債務の増減額（△は減少額） △10,285 10,689  

未成前受金の増減額（△は減少額） 74,542 12,337  

未払消費税等の増減額（△は減少額） △839 △14,202  

役員賞与支払額 － △18,000  

その他 11,632 △10,194  

小計 87,423 236,898 149,475

利息及び配当金の受取額 94 197  

利息の支払額 △1,575 △600  

法人税等の支払額 △129,644 △191,958  

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,701 44,537 88,239
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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）

対前年比

区　　　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円） 金　　額（千円）
増減

（千円）

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 △25,224 △9,979  

無形固定資産の取得による支出 △45,522 △63,438  

投資有価証券の取得による支出 △299,925 －  

長期前払費用の取得による支出 △326 △2,160  

保証金等の預入による支出 △17,894 △664  

投資活動によるキャッシュ・フロー △388,893 △76,243 312,649

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入の返済による支出 △100,000 －  

長期借入金の返済による支出 △61,664 △49,172  

配当金の支払額 △17,257 △34,573  

財務活動によるキャッシュ・フロー △178,921 △83,745 95,175

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △611,516 △115,451 496,064

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,191,089 1,579,572 △611,516

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 1,579,572 1,464,121 △115,451
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(4) 利益処分案

前事業年度
株主総会承認日

（平成17年６月27日）

当事業年度
株主総会承認日

（平成18年６月27日）
対前年比

区　　　　　分
注記
番号

金　　額（千円） 金　　額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 459,426 328,396 △131,030

Ⅱ　任意積立金取崩高  

特別償却準備金取崩高 629 629 649 649  

合計 460,056 329,045 △131,010

Ⅲ　利益処分額  

１．利益配当金 34,874 34,874  

２．役員賞与金 18,000 －  

（うち監査役賞与金） (3,500) 52,874 （－） 34,874 △18,000

Ⅳ　次期繰越利益 407,182 294,171 △113,010
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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

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。

その他有価証券

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成プロジェクト支出金

　個別法による原価法によっております。

未成プロジェクト支出金

同左

３．固定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とおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

建物 ３～15年

器具備品 ３～15年

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　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）に基づく定額法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

　定額法によっております。

(3）長期前払費用

同左

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上することとしております。

　なお、当事業年度の貸倒引当金残高は

ありません。

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与金の支払に備えて、賞与

支給見込額の当事業年度負担額を計上し

ております。

(2）賞与引当金

同左

(3）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に基づき

計上しております。

　なお、退職給付債務の算定にあたって

は、簡便法を採用しております。

(3）退職給付引当金

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）

──────

 

 

 (4）未成プロジェクト損失引当金

  当事業年度末の仕掛プロジェクトのうち、

当事業年度以降損失が発生すると見込まれ、

かつ、当事業年度末時点で当該損失額を合

理的に見積ることが可能なプロジェクトに

ついては、当該見積もり額を計上しており

ます。

(追加情報） 

  当事業年度より、受注環境の変化により、

受注プロジェクトの損失発生に備え財務の

健全化を図るため、上記引当金を計上して

おります。この結果、営業損失、経常損失

及び税引前当期純損失がそれぞれ26百万円

増加しております。

 

５．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。

同左

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、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か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

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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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）

──────  (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。 

追加情報

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）

外形標準課税制度の導入について

　「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

降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および資本割

については、販売費及び一般管理費に計上しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が10百万円増加し、営

業利益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ同額

減少しております。

 ──────
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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．授権株式数および発行済株式総数 ※１．授権株式数および発行済株式総数

授権株式数 普通株式 3,360,000株

発行済株式総数 普通株式 1,743,700株

授権株式数 普通株式 6,720,000株

発行済株式総数 普通株式 3,487,400株

（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．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。販売費及び一般管理費

のうち、販売費に属する費用の割合はおおむね

4.1％であります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額

は、次のとおりであります。販売費及び一般管理費

のうち、販売費に属する費用の割合はおおむね

4.1％であります。

役員報酬 64,498千円

給与手当 169,542

賞与 28,147

雑給 13,235

法定福利費 31,022

業務委託料 4,244

リクルート費 21,208

旅費交通費 36,467

賞与引当金繰入額 15,944

減価償却費 12,952

支払報酬 26,539

役員報酬 70,075千円

給与手当 208,706

賞与 31,576

雑給 17,361

法定福利費 36,303

地代家賃 26,880

支払手数料 25,647

旅費交通費 26,409

賞与引当金繰入額 14,991

減価償却費 17,975

支払報酬 22,965

 ※２．固定資産売却損は、器具備品643千円であります。 

※３．固定資産除却損は、ソフトウェア294千円及び器具

備品79千円であります。  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

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３月31日現在）

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18年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金 1,579,572

現金及び現金同等物 1,579,572

（千円）

現金及び預金 1,464,121

現金及び現金同等物 1,464,121
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①　リース取引

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）

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

当額及び期末残高相当額

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、減損損失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）

器具備品 13,728 8,622 5,105

ソフトウェア 3,678 2,109 1,568

合計 17,406 10,731 6,674

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）

器具備品 36,983 15,489 21,493

ソフトウェア 26,690 6,013 20,676

合計 63,673 21,503 42,169

（２）未経過リース料期末残高相当額 （２）未経過リース料期末残高相当額等

 　 未経過リース料期末残高相当額

１年内 4,511千円

１年超 2,472千円

合計 6,984千円

１年内 13,274千円

１年超 29,347千円

合計 42,621千円

（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、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額及び減損損失

支払リース料 4,698千円

減価償却費相当額 4,351千円

支払利息相当額 354千円

支払リース料 11,491千円

減価償却費相当額 10,771千円

支払利息相当額 860千円

（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

同左

（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

同左

 

 

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損はありません。
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②　有価証券

前事業年度（平成17年３月31日現在）

１．当事業年度中に売却したその他有価証券

     該当事項はありません。

２．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）

その他の有価証券  

割引金融債（ワリショー） 299,925

３.その他の有価証券のうち満期がくるものの今後の償還予定

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

債券     

その他 299,925 － － －

当事業年度（平成18年３月31日現在）

１．当事業年度中に売却したその他有価証券

     該当事項はありません。

２．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）

その他の有価証券  

割引金融債（ワリショー） 299,925

３.その他の有価証券のうち満期がくるものの今後の償還予定

 
１年以内

（千円）

１年超５年以内

（千円）

５年超10年以内

（千円）

10年超

（千円）

債券     

その他 299,925 － － －

③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

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、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

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）

退職給付債務（千円） 16,237 26,556

退職給付引当金（千円） 16,237 26,556

　（注）　当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しており、期末自己都合要支給額を退職給付債務として

おります。

３．退職給付費用の内訳

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）

退職給付費用

勤務費用（千円） 12,571 16,014
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⑤　税効果会計

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

賞与引当金繰入超過額 28,990千円

未払事業税 10,113

未払費用超過額 3,014

減価償却超過額 454

退職給付引当金超過額 6,387

ソフトウェア評価損否認額 4,341

繰延税金資産計 53,301

繰延税金負債

未成プロジェクト支出金算入賞与引

当金超過額
△7,753千円

未成プロジェクト支出金算入交際費 △571

未成プロジェクト支出金算入退職給

付費用超過額

△1,381

未成プロジェクト支出金算入未払費

用超過額

△806

特別償却準備金 △411

繰延税金負債計 △10,924

繰延税金資産の純額 42,376

繰延税金資産

賞与引当金繰入超過額 26,521千円

繰越欠損金 28,937

未成プロジェクト損失引当金繰入額 10,582

未成プロジェクト支出金評価損 10,423

退職給付引当金超過額 10,618

その他繰延税金資産 5,242

繰延税金資産計 92,324

繰延税金負債

未成プロジェクト支出金算入賞与引

当金超過額
△4,748千円

未成プロジェクト支出金算入退職給

付費用超過額

△1,193

還付事業税 △3,754

その他繰延税金負債 △774

繰延税金負債計 △10,470

繰延税金資産の純額 81,854

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％

（調整）  

住民税均等割 2.4

交際費等永久に損金に算入されない

項目

1.8

留保金課税 1.7

ＩＴ投資減税による税額控除 △2.3

その他 0.4

  

税効果会計適用後の法人税等の負担

率
44.7

  

──────

⑥　持分法損益等

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません

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

⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

該当事項はありません

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
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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 1,247.27円

１株当たり当期純利益金額 89.95円

１株当たり純資産額 591.04円

１株当たり当期純損失金額 22.59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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

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金額につい

ては、潜在株式が存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。

　当社は、平成16年５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

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 1,167.31円

１株当たり当期純利益金額 75.14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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　当社は、平成17年５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

の前事業年度における１株当たり情報については、以下の

とおりとなります。

１株当たり純資産額 623.63円

１株当たり当期純利益金額 44.98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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額又は1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、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）

当期純利益又は当期純損失（千円） 174,850 △78,785

普通株主に帰属しない金額（千円） 18,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (18,000) (－）

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（千円）
156,850 △78,785

期中平均株式数（千株） 1,743 3,487

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

平成16年６月29日定時株主総会によ

る新株予約権方式のストックオプ

ション（株式の数38千株）

平成16年６月29日定時株主総会によ

る新株予約権方式のストックオプ

ション（株式の数100千株）
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（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）

当事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　平成17年２月14日開催の取締役会決議に基づき、次のよ

うに株式分割による新株式を発行します。

１．平成17年５月20日付をもって株式１株を２株に分割す

る。

(1）分割により増加する株式数

──────

普通株式 1,743,700株

(2）分割方法

　平成17年３月31日現在の株主名簿に記載された株主

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４月１日

　当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

事業年度における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事業年度における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 １株当たり純資産額

 583.66円 623.63円

１株当たり当期純利益金
額

１株当たり当期純利益金
額

 44.89円 44.98円

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額につい
ては、潜在株式が存在し
ないため記載しておりま
せん。

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額につい
ては、希薄化効果を有し
ている潜在株式が存在し
ないため記載しておりま
せん。

　平成17年4月28日開催の取締役会において、平成16年6

月29日開催の当社第5期定時株主総会で承認されました

商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づくス

トックオプションとして発行する新株予約権につき、未

発行分の具体的な内容を決定いたしました。

──────
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６．生産、受注及び販売の状況

（１） 生産実績

該当事項はありません。

（２） 受注状況

前事業年度 当事業年度  

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日 増減

品　　　目 　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）  

受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (千円）

症例実績型 1,757,314 1,439,202 2,443,830 1,811,950 686,516 372,748

業務実働型 1,277,617 903,223 1,004,788 726,355 △272,829 △176,868

そ　の　他 21,143 3,021 74,073 31,837 52,929 28,815

合　　　計 3,056,076 2,345,448 3,522,692 2,570,143 466,616 224,694

(注）１．当社のSMO事業は、売上計上方法の違いにより「症例実績型（業務期間終了毎に売上を計上）」と「業務実働

　　　　 型（実働に応じて毎月売上計上）」とに分類し、事業の品目としております。

　　 ２．金額は販売価格によっております。

３．上記の金額には、消費税は含まれておりません。

（３）販売実績

前事業年度 当事業年度

（自　平成16年４月１日 （自　平成17年４月１日 増減

品　　　目 　　至　平成17年３月31日） 　　至　平成18年３月31日）

金額(千円） 構成比（％） 金額(千円） 構成比（％） 金額(千円） 増減率（％）

症例実績型 1,340,803 59.9 1,539,576 64.7 198,773 14.8

業務実働型 874,469 39.1 799,688 33.6 △74,780 △8.6

そ　の　他 22,027 1.0 39,849 1.7 17,822 80.9

合　　　計 2,237,300 100.0 2,379,115 100.0 141,815 6.3

(注）１．当社のSMO事業は、売上計上方法の違いにより「症例実績型（業務期間終了毎に売上を計上）」と「業務実働

　　　　 型（実働に応じて毎月売上計上）」とに分類し、事業の品目としております。

２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。
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７．役員の異動

　

　　　（１）代表者の異動

 　　　　①新任代表取締役候補

 　　　　　　　代表取締役社長　　安田　利正（現　顧問）

　　　 　②退任予定代表取締役　

 　　　　　　　代表取締役社長　　尾芝　一郎

  　　　　　　 代表取締役副社長　平野　良一

　　　（２）その他の役員の異動

　　　　　①新任取締役候補

　　　　　　　 取締役　　慶野　晋一（現　執行役員 治験支援実施部門・営業部門担当）

　　　　　②退任予定取締役

　　　　　　　 該当事項はありません。

 　　　 　③新任監査役候補

 　　　　　　 （常　勤）監査役  中村　茂男（現　社長室長）

 　　　　　　　社外監査役　　　 石渡　宏道

 　　　 　④退任予定監査役

 　　　　　　 （常　勤）監査役　石丸　昭雄

 　　　　　　　社外監査役　　　 阿部　哲也

 　　　（３）就任及び退任予定日

 　　　　　平成18年6月27日
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