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平成 18 年 3 月期   個別財務諸表の概要 
 平成 18 年 5月 22 日 

 
上場会社名 株式会社 新日本科学 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 ２３９５ 本社所在都道府県 鹿児島県 

(URL http://www.snbl.co.jp)   

代表者 代表取締役社長 永田 良一   

問合せ先責任者 代表取締役副社長 関 利彦 TEL. 03-3500-5597 

決算取締役会開催日 平成 18 年 5 月 22 日 中間配当制度の有無 有 

配当支払開始予定日 平成 18 年 6 月 30 日 定時株主総会開催日 平成 18 年 6 月 29 日 

単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株）  

  

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 10,127 (15.2) 828 (－) 765 (－) 

17 年 3 月期 8,788 (△10.2) △143 (－) △211 (－) 

 
 
 

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 295 (－) 9 15 － 2.3 2.9 7.6 

17 年 3 月期 △608 (－) △38 59 － △5.5 △0.9 △2.4 

(注) ①期中平均株式数  18 年 3 月期 32,285,152 株 17 年 3 月期 15,771,984 株  
 ②会計処理の変更   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、対前年増減率であります。 

(2)配当状況 

1 株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
株主資本 
配当率 

円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％

18 年 3月期 3 00 0 00 3 00 103 32.8 0.7 

17 年 3 月期 5 00 0 00 5 00 78 － 0.7 
 

(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 28,505 15,025 52.7 437 48 

17 年 3 月期 24,914 10,717 43.0 679 54 

(注) ①期末発行済株式数 18 年 3 月期 34,343,920 株 17 年 3 月期 15,771,960 株  
 ②期末自己株式数 18 年 3 月期 80 株 17 年 3 月期 40 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） 

1 株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中 間 期 5,004 114 9 0 00 － － 

通  期 11,318 775 310 － 3 00 3 00 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  9 円 02 銭 
※ 上記に記載した業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々

な不確定要素が内在しており、実際の業績はこれらの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「決算短信（連結）」の 11 ページ「３．経営成績及び財政状態(4)通期の見通し」を

参照してください。 
 



  

３．財務諸表等 

(1) 【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  5,128,732  5,284,094

 ２ 受取手形  73,632  7,352

 ３ 売掛金  839,464  975,885

 ４ 半製品  197,020  233,667

 ５ 原材料  15,596  28,612

 ６ 仕掛品  2,120,861  2,535,468

 ７ 貯蔵品  68,179  86,195

 ８ 前渡金  ―  109,862

 ９ 前払費用  87,171  92,948

 10 繰延税金資産  244,440  269,719

 11 未収入金  108,036  62,834

 12 その他  67,913  82,775

   流動資産合計  8,951,048 35.9  9,769,418 34.3

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産   

  (1) 建物 ※1,4 4,544,869 5,176,883 

    減価償却累計額  △2,047,368 2,497,500 △2,231,487 2,945,396

  (2) 構築物 ※１ 447,819 478,868 

    減価償却累計額  △233,304 214,514 △263,416 215,451

  (3) 機械及び装置  539,251 580,972 

    減価償却累計額  △440,772 98,478 △417,372 163,600

  (4) 車両運搬具  59,000 69,043 

    減価償却累計額  △50,711 8,289 △53,130 15,912

  (5) 器具及び備品 ※４ 2,137,580 2,251,915 

    減価償却累計額  △1,651,486 486,093 △1,654,708 597,207

  (6) 土地 ※１ 1,340,807  1,358,731

  (7) 建設仮勘定  3,809  36,356

   有形固定資産合計  4,649,493 18.7  5,332,656 18.7

 ２ 無形固定資産   

  (1) ソフトウェア  238,349  276,183

  (2) その他  2,811  2,811

   無形固定資産合計  241,160 1.0  278,995 1.0
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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
(％)

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券  236,830  1,160,455

  (2) 関係会社株式  9,662,615  10,572,099

  (3) 出資金  500  500

  (4) 役員、従業員 
    長期貸付金 

※５ 34,898  33,698

  (5) 関係会社長期貸付金  1,164,775  1,461,952

   (6) 長期前払費用  80,311  51,751

   (7) 繰延税金資産  382,635  454,870

   (8) 敷金及び保証金  92,612  111,105

   (9) その他  50,320  28,853

     貸倒引当金  △632,785  △750,749

   投資その他の資産合計  11,072,714 44.4  13,124,539 46.0

   固定資産合計  15,963,368 64.1  18,736,191 65.7

   資産合計   24,914,417 100.0  28,505,609 100.0
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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  47,453  51,057

 ２ 一年以内返済予定の 
   長期借入金 

※１ 1,721,576  1,831,735

 ３ 未払金  400,665  582,885

 ４ 未払費用  570,334  711,211

 ５ 未払法人税等  187,879  335,694

 ６ 未払消費税等  ―  54,210

 ７ 前受金  3,154,183  3,345,963

 ８ 預り金  26,063  30,044

 ９ その他  ―  26,949

   流動負債合計  6,108,157 24.5  6,969,752 24.5

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 ※１ 7,887,169  6,441,434

 ２ 長期未払金 ※１ 201,421  69,409

   固定負債合計  8,088,590 32.5  6,510,843 22.8

   負債合計  14,196,747 57.0  13,480,596 47.3

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※３ 3,352,650 13.4  5,391,050 18.9

Ⅱ 資本剰余金   

 １ 資本準備金  4,035,050 6,073,450 

   資本剰余金合計  4,035,050 16.2  6,073,450 21.3

Ⅲ 利益剰余金   

 １ 利益準備金  8,600 8,600 

 ２ 任意積立金   

      特別償却準備金  7,762 6,653 

      別途積立金  3,582,000 3,082,000 

 ３ 当期未処分利益 
又は当期未処理損失(△) 

 △287,818 429,887 

   利益剰余金合計  3,310,543 13.3  3,527,141 12.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金  19,506 0.1  33,451 0.1

Ⅴ 自己株式 ※７ △80 △0.0  △80 △0.0

   資本合計  10,717,669 43.0  15,025,012 52.7

   負債・資本合計  24,914,417 100.0  28,505,609 100.0
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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  8,788,084 100.0  10,127,522 100.0

Ⅱ 売上原価  5,687,006 64.7  5,928,639 58.5

   売上総利益  3,101,077 35.3  4,198,882 41.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 １ 役員報酬   222,345 259,948 

 ２ 給与・手当  942,005 938,777 

 ３ 退職給付費用  15,416 12,962 

 ４ 福利厚生費   141,243 157,159 

 ５ 支払保険料  18,387 18,149 

 ６ 消耗品費  118,274 85,581 

 ７ 賃借・リース料  123,882 120,695 

 ８ 減価償却費  52,134 75,496 

 ９ 旅費交通・車両費   126,723 164,314 

 10 支払手数料  196,508 199,678 

 11 飼育動物維持管理費  210,741 245,188 

 12 研究開発費 ※７ 645,762 675,885 

 13 その他  430,967 3,244,392 36.9 416,425 3,370,263 33.3

  営業利益又は営業損失(△)  △143,314 △1.6  828,618 8.2

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息・配当金 ※１ 1,806 15,676 

 ２ 経営管理料 ※１ 34,180 31,182 

 ３ 賃貸料収入 ※１ 14,309 12,134 

 ４ 為替差益  10,663 67,209 

 ５ その他  10,260 71,220 0.8 15,726 141,929 1.4

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  139,270 168,612 

 ２ 新株発行費  － 36,245 

 ３ その他  15 139,286 1.6 ― 204,858 2.0

  経常利益又は経常損失(△)  △211,380 △2.4  765,689 7.6
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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) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 ※２ 305 ― 

 ２ 投資有価証券売却益  22,724 ― 

 ３ 過年度消費税等還付額  67,769 90,799 1.0 ― ― ―

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産売却損 ※３ 234 ― 

 ２ 固定資産除却損 ※４ 7,577 32,320 

 ３ 投資有価証券評価損  118,250 96,915 

 ４ 関係会社株式評価損 ※５ 110,900 ― 

 ５ 関係会社貸倒引当金 
繰入額 

※６ 629,185 866,147 9.8 117,963 247,199 2.5

  税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失(△) 

 △986,727 △11.2  518,490 5.1

  法人税、住民税及び事業税  159,000 330,000 

  法人税等調整額  △537,140 △378,140 △4.3 △106,967 223,032 2.2

  当期純利益 
又は当期純損失(△) 

 △608,587 △6.9  295,457 2.9

  前期繰越利益  320,768   134,430  

  当期未処分利益 
又は当期未処理損失(△) 

 △287,818  429,887
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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 材料費  493,593 8.0 683,165 9.3

Ⅱ 労務費 ※１ 3,180,088 51.4 3,801,751 51.8

Ⅲ 経費 ※２ 2,507,379 40.6 2,857,697 38.9

当期総製造費用  6,181,061 100.0 7,342,614 100.0

期首半製品・仕掛品 
たな卸高 

 2,689,507 2,317,881 

 合計  8,870,568 9,660,495 

他勘定振替高 ※３ 865,680 962,719 

期末半製品・仕掛品 
たな卸高 

 2,317,881 2,769,136 

売上原価  5,687,006 5,928,639 

   
 

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

給与・手当 2,440,530千円 2,917,922千円

福利厚生費 340,553千円 489,911千円
 
 

※２ 主な内訳は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

外注費 210,995千円 298,788千円

減価償却費 486,843千円 500,844千円

賃借・リース料 477,044千円 443,363千円
 
 

※３ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。 

項目 前事業年度 当事業年度 

研究開発費 603,314千円 669,981千円

飼育動物維持管理費 210,741千円 245,188千円

経費 51,624千円 47,550千円

 合計 865,680千円 962,719千円
 
 

（原価計算の方法） 

実際原価による個別原価計算を採用しております。 
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③ 【利益処分計算書(案)】 

 

株主総会承認(予定)年月日  
前事業年度 

(平成17年６月29日) 
当事業年度 

(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益又は 
   当期未処理損失(△) 

 △287,818  429,887

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 １ 特別償却準備金取崩額  1,108 1,108 

 ２ 別途積立金取崩額  500,000 501,108 ― 1,108

      合計  213,290  430,996

Ⅲ 利益処分額   

１ 配当金  78,859 103,031 

２ 任意積立金   

   別途積立金  ― 78,859 200,000 303,031

Ⅳ 次期繰越利益  134,430  127,964

   

（注）特別償却準備金は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。 
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重要な会計方針 

 
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)     ――――――――― 

    

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 満期保有目的の債券 

   償却原価法(定額法) 

 (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 

 (2) 子会社株式及び関連会社株式 

   同 左 

 (3) その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    決算日の市場価格等による時価法 

    (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） 

 (3) その他有価証券 

  ① 時価のあるもの 

    同 左 

 

  ② 時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

 

  ② 時価のないもの 

    同 左 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

   時価法 

 

２ デリバティブの評価基準及び評価方法 

   同 左 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 半製品 

   個別法による原価法 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 半製品 

   同 左 

 (2) 原材料 

   総平均法による原価法 

 (2) 原材料 

   同 左 

 (3) 仕掛品 

   個別法による原価法 

 (3) 仕掛品 

   同 左 

 (4) 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

 

 (4) 貯蔵品 

   同 左 

４ 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。 

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物(附属設備は除く)については、定額法によっ

ております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとおりです。 

     建物        ３年～50年 

     構築物       ７年～45年 

     機械及び装置    ４年～17年 

     器具及び備品    ４年～20年 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

   同 左 

 (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 

   均等償却によっております。 

 

 (3) 長期前払費用 

   同 左 
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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) 

５ 繰延資産の処理方法 

――――――――― 

 

５ 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。 

 

６ 引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

 債権の貸倒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。 

 

６ 引当金の計上基準 

   貸倒引当金 

  同 左 

 

 

 

７ リ―ス取引の処理方法 

   リ―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―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。 

 

７ リ―ス取引の処理方法 

   同 左 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジ処理によっております。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワッ

プ取引については、特例処理によっております。 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同 左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。 

   (a)ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・長期借入金の支払利息 

(b)ヘッジ手段・・・為替予約取引 

ヘッジ対象・・・外貨建取引(予定取引含む)

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象

は以下のとおりであります。 

     ヘッジ手段・・・金利スワップ取引 

ヘッジ対象・・・長期借入金の支払利息 

 

 (3) ヘッジ方針 

金利及び為替等の相場変動に伴うリスクの軽減

を目的にデリバティブ取引を行っております。 

 原則、実需に基づくデリバティブ取引を行って

おり、投機を目的としたデリバティブ取引は行わ

ない方針であります。 

 (3) ヘッジ方針 

同 左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件

が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継

続して相場変動又はキャッシュ・フロ―変動を完

全に相殺することが想定できるため、有効性の判

定は省略しております。 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同 左 

 

９ 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 

    消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方

式によっております。 

 

９ 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 
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会計処理の変更 

 
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。 

 

 

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) 

（収益の計上方法について） 

当社は、受託試験に対する役務提供の完了をもっ

て売上の計上を行っております。 

近年、受託試験の期間の長期化、規模の大型化が

進んでいることを背景に、当事業年度より一部の契

約については１つの受託試験を業務内容や治験症例

等の単位毎に区分して契約を締結しております。 

この契約形態の変更に伴い、１つの受託試験であ

っても業務内容、治験症例等の各単位に対する契約

内容が区分されている受託試験については、業務内

容、治験症例等の単位で役務の提供の完了にもとづ

き、売上を計上しております。 

その結果、これらの試験において、従来の受託試

験全体を一括で契約する場合と比較して、売上高は

374,590千円増加し、売上原価は288,256千円増加

し、営業損失、経常損失、及び税引前当期純損失

は、それぞれ86,334千円減少しております。 

 

（外形標準課税について） 

「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、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は48,716千円増加し、営業損

失、経常損失、税引前当期純損失は48,716千円増加

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 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 2,041,010千円

構築物 80,431千円

土地 899,636千円

  合計 3,021,079千円

 上記に対応する債務は次のとおりです。 

長期借入金 3,037,600千円

長期未払金 160,446千円

保証債務 13,600千円

  合計 3,211,646千円

 (注) 長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金

も含まれております。 

 

※１ 担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 2,506,756千円

構築物 94,855千円

土地 699,076千円

  合計 3,300,688千円

 上記に対応する債務は次のとおりです。 

長期借入金 2,928,053千円

保証債務 8,800千円

  合計 2,936,853千円

 (注) 長期借入金には一年以内返済予定の長期借入金

も含まれております。 

 

 ２ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

肇慶創薬生物科技有限公司
168,334千円 

(13,000千元)
借入債務

Translational Research㈱ 13,600千円 借入債務

計 181,934千円 ― 
 

 ２ 偶発債務 

   次の関係会社について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。 

保証先 金額 内容 

肇慶創薬生物科技有限公司
117,200千円 

(8,000千元)
借入債務

Translational Research㈱ 8,800千円 借入債務

計 126,000千円 ― 
 

※３ 会社が発行する株式 

授権株式数 

 普通株式 63,088,000株

発行済株式総数 

 普通株式 15,772,000株

  

※３ 会社が発行する株式 

授権株式数 

 普通株式 126,176,000株

発行済株式総数 

 普通株式 34,344,000株
 

※４ 過年度に取得した資産のうち、企業立地促進奨励

金の受入れによる圧縮記帳額は59,437千円であり、

貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しており

ます。 

   なお、その内訳は建物40,563千円、器具及び備品

18,874千円であります。 

 

※４ 過年度に取得した資産のうち、企業立地促進奨励

金の受入れによる圧縮記帳額は59,041千円であり、

貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しており

ます。 

   なお、その内訳は建物40,540千円、器具及び備品

18,501千円であります。 

 

※５ 役員、従業員貸付金の内訳は以下のとおりであり

ます。 

従業員に対する長期貸付金 34,898千円

合計 34,898千円

  従業員に対する長期貸付金は「奨学金貸与規定」に

基づく貸付であります。 

 

※５ 役員、従業員貸付金の内訳は以下のとおりであり

ます。 

従業員に対する長期貸付金 33,698千円

合計 33,698千円

  従業員に対する長期貸付金は「奨学金貸与規定」に

基づく貸付であります。 

 

 ６ 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額は19,506千

円であります。 

 

 ６ 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額は33,451千

円であります。 

 

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式40株で

あります。 

※７ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式80株で

あります。 
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(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 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。 

関係会社からの経営管理料 36,544千円

関係会社からの賃貸料収入 24,651千円

  

※１ 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。 

関係会社からの受取利息 13,670千円

関係会社からの経営管理料 31,182千円

関係会社からの賃貸料収入 12,134千円

  

※２ 固定資産売却益は、車輌運搬具255千円、器具及

び備品50千円であります。 

※２      ――――――――― 

※３ 固定資産売却損は、車輌運搬具234千円でありま

す。 

 

※３      ――――――――― 

 

※４ 固定資産除却損は、建物1,987千円、構築物47千

円、機械及び装置1,308千円、車輌運搬具42千円、

器具及び備品4,054千円、ソフトウェア51千円、長

期前払費用86千円であります。 

 

※４ 固定資産除却損は、建物16,412千円、構築物95千

円、機械及び装置3,761千円、車輌運搬具52千円、

器具及び備品11,997千円であります。 

 

※５ 関係会社株式評価損の内訳は次のとおりでありま

す。 

Translational Research㈱ 10,000千円

㈱バイオアクティス 52,900千円

㈱ナノ・ソリュ―ション 48,000千円

  

※５       ――――――――― 

※６ 関係会社貸倒引当金繰入額の内訳は次のとおりで

あります。 

Translational Research㈱ 580,340千円

㈱バイオアクティス 24,088千円

㈱ナノ・ソリュ―ション 24,756千円

  

※６ 関係会社貸倒引当金繰入額の内訳は次のとおりで

あります。 

Translational Research㈱ 98,212千円

㈱バイオアクティス 16,893千円

㈱ナノ・ソリュ―ション 2,857千円

  

※７ 一般管理費に含まれる研究開発費は、645,762千

円であります。 

※７ 一般管理費に含まれる研究開発費は、675,885千

円であります。 
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(リ―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) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

リ―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―ス取引 

 

１ リ―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) 

機械及び装置 53,659 50,312 3,347

車両運搬具 14,848 13,775 1,072

器具及び備品 1,852,012 1,146,200 705,812

ソフトウェア 114,073 90,028 24,044

合計 2,034,593 1,300,316 734,276

  

リ―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―ス取引 

 

１ リ―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) 

機械及び装置 27,809 27,552 257

器具及び備品 1,435,691 1,093,008 342,682

ソフトウェア 43,028 29,087 13,940

合計 1,506,529 1,149,648 356,881

  

２ 未経過リ―ス料期末残高相当額 

１年内 356,062千円

１年超 356,266千円

合計 712,329千円

  

２ 未経過リ―ス料期末残高相当額 

１年内 242,336千円

１年超 121,981千円

合計 364,317千円

  

３ 支払リ―ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リ―ス料 433,514千円

減価償却費相当額 413,517千円

支払利息相当額 18,412千円

  

３ 支払リ―ス料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リ―ス料 368,878千円

減価償却費相当額 347,414千円

支払利息相当額 9,963千円

  

４ 減価償却費相当額の算定方法 

   リ―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―ス料総額とリ―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 
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(有価証券関係) 

前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から

平成18年３月31日まで)のいずれにおいても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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産 

 減価償却超過額 26,862千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 259,952千円

 棚卸資産評価減否認 75,825千円

 未払金否認 42,795千円

 未払事業税否認 10,735千円

 長期未払金否認        22,072千円

 投資有価証券評価損否認 47,773千円

 関係会社株式評価損否認 47,747千円

 未払費用否認 115,084千円

繰延税金資産小計 648,848千円

評価性引当額 △4,040千円

繰延税金資産合計 644,808千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 4,510千円

 その他有価証券評価差額金 13,222千円

繰延税金負債合計 17,732千円

繰延税金資産の純額 627,076千円

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 

  税引前当期純損失を計上しているため、記載を省略

しております。 

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 

 減価償却超過額 26,739千円

 貸倒引当金繰入限度超過額 307,609千円

 棚卸資産評価減否認 42,480千円

 未払金否認 13,020千円

 未払事業税否認 31,893千円

 長期未払金否認        16,320千円

 投資有価証券評価損否認 86,926千円

 関係会社株式評価損否認 47,747千円

 未払費用否認 171,437千円

 仮受金否認 10,887千円

繰延税金資産小計 755,064千円

評価性引当額 △4,040千円

繰延税金資産合計 751,024千円

繰延税金負債 

特別償却準備金 3,758千円

 その他有価証券評価差額金 22,675千円

繰延税金負債合計 26,433千円

繰延税金資産の純額 724,590千円

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 40.4％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
1.2％

留保金課税 2.3％

住民税均等割 3.3％

法人税額の特別控除等 △4.6％

その他 0.4％

税効果会計適用後の 

法人税等の負担率 
43.0％
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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 679円54銭

１株当たり当期純損失 38円59銭
 

１株当たり純資産額 437円48銭

１株当たり当期純利益 9円15銭
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につい

ては、１株当たり当期純損失が計上されており、かつ

潜在株式が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につい

ては、潜在株式がないため記載しておりません。 

 
───────── 

当社は、平成17年11月18日付で普通株式１株につき

普通株式２株の割合をもって株式分割を行いました。 

前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合にお

ける（１株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下のと

おりであります。 

（前事業年度） 

１株当たり純資産額 339円77銭 

１株当たり当期純損失 19円29銭 
 

(注) １株当たり当期純利益又は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) 

損益計算書上の当期純利益 

又は当期純損失(△)(千円）
△608,587 295,457

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 

又は当期純損失(△) (千円)
△608,587 295,457

普通株式の期中平均株式数(千株） 15,771 32,285

 

 (重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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４．役員の異動（平成 18 年 6 月 29 日付） 

 

１．代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

  補欠監査役候補 

補欠監査役    宮嶌 宏彰  （現 相談役） 

補欠監査役    上山 幸正  （現 弁護士） 

（注）補欠監査役候補者 上山幸正氏は社外監査役の要件を満たしております。 

－17－ 
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