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平成 18年 6月 12日 
 
各      位 

 
会 社 名  株式会社ファーマフーズ 
代表者名  代表取締役社長 金 武祚 
（コード番号 2929  東証マザーズ） 
問合せ先  取締役総務部長  上野竹生         
（TEL．075 － 693－ 8607） 

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日、平成 18年６月 12日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、
なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

  

 

以  上 

 



平成 18年７月期  第 3四半期財務・業績の概況（非連結） 
                                                              平成 18年 6月 12日 

上場会社名 ㈱ファーマフーズ （コード番号：2929 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.pharmafoods.co.jp/ ）   
問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役・金 武祚 ＴＥＬ：（075 ） 693  ― 8607    
              責任者役職・氏名 常務取締役・上野竹生 
 
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 
③ 会計監査人の関与 

： 無 
： 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７月期第 3四半期財務・業績の概況（平成 17年８月１日 ～ 平成 18年 4月 30日） 
(1) 経営成績の進捗状況                           （百万円未満切捨） 
  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７月期第３四半期 937  ― 218 ― 247 ―  148   ―  

17 年７月期第３四半期 ―  ―  ― ― ― ― ―     ―   

（参考）17年 7月期 705 4 31  19 

 
 

 
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７月期第３四半期  3,403      34       ―     ― 

17 年７月期第３四半期  ―     ―       ―     ― 

（参考）17 年７月期    462       69       ―     ― 
 

（注）①期中平均株式数 18年7月期第３四半期 43,700株 17年7月期第３四半期 ―株 17年7月期 41,176株

②潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、ストックオプション導入に伴う新株予約権残高がありますが、当社株式は第

３四半期末におきましては非上場であり、期中平均株価が把握できないので記載しておりません。 

③17年7月期第3四半期につきましては、第３四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。 

 

[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

当第３四半期における当社業績は、消費者の健康志向の高まりを受けて機能性食品・健康食品業界の市

場が拡大する中で、一層積極的な活動を展開いたしました。その結果、従来の菓子・一般食品等の採用に

引続き、新たに飲料メーカー・乳業メーカーのコーヒー飲料にファーマギャバが採用されたことや、α－

リポ酸やカテキン等の素材での継続した採用実績等により、売上高実績 937,683 千円となっております。

一方、費用面につきましては、概ね予算通りに推移し、売上原価が363,160千円となり、販売費及び一般

管理費も人員増加等により355,587千円となったため、営業利益は218,935千円となりました。また、研究

開発助成金等の営業外収益があったことにより経常利益は247,987千円、第３四半期純利益148,726千円と

なりました。 

   
<当第３四半期の部門別売上高> 
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 18 年７月期第３四半期 17 年７月期第３四半期 （参考）17 年７月期 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

機 能 性 素 材 部 門 859 ― ― ― 581 ―

機 能 性 製 品 部 門 34 ― ― ― 99 ―

バイオメディカル部門 25 ― ― ― 16 ―

Ｌ Ｓ Ｉ 部 門 （ 注 ） ① 19 ― ― ― 7 ―

計 937 ― ― ― 705 ―
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（注）①ライフ・サイエンス・インフォメーション（Life Science Information）部門の略。 
    ②17年 7月期第 3四半期につきましては、第３四半期財務諸表を作成しておりませんので、記載を省略しております。 
 
(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 7月期第３四半期 1,678   1,008 60.1 21,698   51 

17年 7月期第３四半期 ―     ―      ― 

（参考）17年 7月期 1,218 691          56.8 16,425     88 

（注）期末発行済株式数 18年7月期第３四半期 46,470株 17年7月期第３四半期 ― 株 17年7月期 42,100 株 

 
(3) 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 7月期第３四半期 399 △368 167  815

17年 7月期第３四半期 ― ― ―  ―

（参考）17年 7月期 △283 △9 264  616

 

[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
当第３四半期末における総資産は 1,678,526 千円（前期末比 460,229 千円増）となりました。これは

主に現金および預金が 199,094 千円、本社新社屋の土地 240,695 千円、本社新社屋および新研究所の建

設仮勘定 100,245 千円の増加があったものの、営業債権が 100,228 千円減少したことなどによるもので

あります。負債は 670,196 千円（前期末比 143,429 千円増）となりました。これは主に未払法人税等が

80,761 千円、未払消費税が 15,244 千円増加したことなどによるものであります。資本は 1,008,329 千

円（前期末比 316,800 千円増）となりました。これは利益剰余金が 148,726 千円、資本金 118,074 千円

および資本準備金が 50,000 千円増加したことによるものであります。 

キャッシュフローの状況につきましては、当第３四半期末における現金及び現金同等物は 815,823 千

円（前期末比 199,092 千円増）となりました。これは主に、新研究所及び新本社建設に係る固定資産や

研究機器の取得に対して、株式発行による資本金及び資本準備金の増加並びに第３四半期純利益を計上

したことによるものであります。 
 

（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 399,699 千円となりました。これは主に税引前第３四半期純利

益 236,827 千円、売上債権の減少による収入 100,228 千円、仕入債務の増加 21,715 千円、助成金

の受取額 19,640 千円などの増加要因があったものの、その一方でたな卸資産の増加の支出 24,405

千円、法人税等の支払額 15,841 千円などの減少要因があっ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 368,322 千円となりました。これは主に有形固定資産の取得の

支出 368,491 千円があっ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、167,715 千円となりました。これは主に株式発行による収入

166,206 千円があったことによるものであります。 
 
３．平成 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 1,253   183   108 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）1,912円 52 銭 

①1 株当たり予想当期純利益（通期）は,平成 18 年 6 月 12 日付の新株発行（発行新株数 10,000 株）を含めた期末予定発行済株
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式数 56,470 株により算出しております。 

②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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によ

って異なる結果となる可能性があります。 
 
〔業績予想に関する定性的情報等〕 
当社は、業容の拡大を目指し、既存の技術・製品に加えて新たな技術・製品の開発に積極的に取り組

んでおります。 
機能性素材部門では、鶏卵抗体、ギャバ、α－リポ酸等を中心とした販売展開を続けており、また、

新製品の開発および上市に向けた活動を行っております。 
機能性製品部門では、通信販売会社向けのダイエット製品の販売等を中心に販売展開を続けておりま

す。 
バイオメディカル部門では、株式会社ロート製薬との提携により新たな素材を開発すべく、平成 18

年５月に京阪奈研究所を設立いたしました。 
ＬＳＩ部門では、乳業メーカー等からの委託により試験研究を行い、当社のノウハウを活かした事業

展開を行っております。 
以上により、第 3 四半期までの販売実績と今後の取り組みによる影響を考慮して、平成 18 年７月期

は、売上高 1,253,000 千円、経常利益 183,000 千円、当期純利益 108,000 千円を見込んでおります。 
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４．四半期財務諸表 

①四半期貸借対照表 

  

第９期第３四半期 

会計期間末 

（平成 18 年４月 30 日） 

前事業年度末 

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
（％）

(資産の部)    

I 流動資産    

 １．現金及び預金 820,840 621,746 

 ２．受取手形 8,404 14,646 

 ３．売掛金 174,494 268,480 

 ４．たな卸資産 152,133 127,728 

 ５．前渡金 9,343 34,754 

 ６．未収入金 12,950 2,477 

 ７．その他 12,156 6,060 

   貸倒引当金 △1,459 △2,300 

   流動資産合計 70.8  88.1

Ⅱ 固定資産 

1,188,865

 

1,073,596

 １．有形固定資産  

  (1)建物 ※1 49,968 49,968 

  (2)工具・器具・備品  100,115 73,251 

  (3)土地 ※1 278,160 37,464 

  (4)その他 110,138 6,714 

    減価償却累計額 61,766 48,053 

   有形固定資産合計 476,616 28.4 119,344 9.8

 ２．無形固定資産 

  (1)ソフトウェア 233

 

293 

   無形固定資産合計 0.0 293 0.0

 ３．投資その他の資産 

233

 

(1)関係会社株式 7,656 19,656 

   (2)その他 5,155 5,406 

12,811 25,062    投資その他の資産合計 

  固定資産合計 489,661

0.8

29.2  144,700

2.1

11.9

   資産合計 1,678,526 100.0  1,218,296 100.0
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第９期第３四半期 

会計期間末 

（平成 18年４月 30日） 

前事業年度末 

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
（％）

(負債の部)   

I 流動負債   

 １．支払手形 6,769 2,978 

 ２．買掛金 32,932 15,006 

 ３．短期借入金 100,000 200,000 

 ４．１年以内返済長期借入金 ※1 89,329 64,448 

 ５．未払金  30,982 12,965 

 ６．未払費用  19,088 16,640 

７．未払法人税等  91,401 10,640 

 ８．前受金  12,600 9,502 

 ９．その他 ※2 19,057 3,176 

   流動負債合計  24.0  27.5

Ⅱ 固定負債   

 １．長期借入金 ※1 268,036

402,160

191,408 

335,359

   固定負債合計 268,036 15.9  191,408 15.7

   負債合計 670,196 39.9  526,767 43.2

(資本の部)  

Ⅰ 資本金 452,677 27.0  334,603 27.5

Ⅱ 資本剰余金  

 １．資本準備金 350,103 300,103 

   資本剰余金合計 20.9  24.6

Ⅲ 利益剰余金 

350,103

 

300,103

 １．任意積立金 30,000 30,000 

 ２．第３四半期(当期)未処分利益 175,548 26,822 

   利益剰余金合計 205,548 12.2  56,822 4.7

資本合計 1,008,329 60.1  691,529 56.8

   負債資本合計 1,678,526 100.0  1,218,296 100.0

   

 

 

 

 

 

 



②四半期損益計算書 

  

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前 事 業 年 度 

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
（％）

Ⅰ  売上高 937,683 100.0  705,822 100.0

Ⅱ  売上原価 363,160 38.7  346,202 49.0

   売上総利益 574,522 61.3  359,620 51.0

Ⅲ  販売費及び一般管理費  

1. 役員報酬 33,514 24,819 

2. 給与手当 53,822 71,306 

3. 法定福利費 9,925 10,631 

4. 旅費交通費 14,481 14,501 

5. 支払手数料 24,167 30,859 

6. 減価償却費 1,868 1,529 

7. 研究開発費 154,701 150,477 

8. その他 63,105 355,587 38.0 51,276 355,401 50.4

   営業利益 218,935 23.3  4,218 0.6

Ⅳ  営業外収益  

 1. 研究開発助成金 32,224 22,332 

 2. 契約違約金収入 ― 11,220 

 3. その他 3.8 5.1

Ⅴ  営業外費用 

3,469 35,694 2,127 35,679

1.支払利息  3,773 6,579 

2.株式上場費用 1,000 ― 

3.新株発行費 1,193 1,907 

4.その他 674 6,642 0.7 625 8,319 1.2

経常利益 247,987 26.4  31,578 4.5

Ⅵ  特別利益 ※1 840 0.1  ― ―

Ⅶ  特別損失 ※2 12,000 1.2  15 0.0

税引前第３四半期(当期)純利益  236,827 25.3  31,563 4.5

法人税、住民税及び事業税  88,101 12,675 

法人税等調整額 ※4 ― 88,101 9.4 △164 12,510 1.7

   第３四半期(当期)純利益 148,726 15.9  19,052 2.7

   前期繰越利益 26,822  7,770

第３四半期(当期)未処分利益   175,548  26,822
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③四半期キャッシュ・フロー計算書 

  第９期第３四半期会計期間

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前事業年度の要約 

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの計算書 

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） 

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 236,827 31,563

  減価償却費 13,854 14,174

  貸倒引当金の増加額(△減少額) △840 333

  関係会社株式評価損 12,000 －

  受取利息及び受取配当金 △8 △130

  研究開発助成金 △32,224 △22,332

  支払利息 3,773 6,597

  売上債権の減少額(△増加額) 100,228 △151,895

  たな卸資産の増加額 △24,405 △98,923

  仕入債務の増加額(△減少額) 21,715 △55,037

その他資産の減少額（△増加額） 30,071 △35,162

その他負債の増加額 36,145 22,012

  その他 2,620 1,144

    小 計 399,757 △287,655

  利息及び配当金の受取額 9 130

  助成金の受取額 19,640 21,999

  利息の支払額 △3,866 △7,081

  法人税等の支払額 △15,841 △10,914

 営業活動によるキャッシュ・フロー 399,699 △283,522

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  定期預金等の預入による支出 △5,017 △7,016

定期預金等の払戻による収入 5,016 29,014

  有形固定資産の取得による支出 △368,491 △28,429

  その他 170 △3,152

 投資活動によるキャッシュ・フロー △368,322 △9,583
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  第９期第３四半期会計期間

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前事業年度の要約 

ｷｬｯｼｭﾌﾛｰの計算書 

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） 

金額 

（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  短期借入金の純増減額(△減少額) △100,000 100,000

  長期借入れによる収入 150,000 120,000

  長期借入金の返済による支出 △48,491 △154,071

  株式の発行による収入 166,206 198,902

 財務活動によるキャッシュ・フロー 167,715 264,831

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) 199,092 △28,274

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 616,730 645,005

815,823 616,730Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期期末(期末)残高 ※
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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)有価証券 

関係会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(1)有価証券 

 関係会社株式 

同左 
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 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 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

 時価法を採用しております。 

(3)たな卸資産 

商品・製品・原材料 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

貯蔵品 

最終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(2)   

 

(3)たな卸資産 

商品・製品・原材料 

同左 

 

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 

建物（附属設備を除く） 

 定額法を採用しております。 

その他 

定率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 

   工具、器具及び備品  3～8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。 

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 

(2)無形固定資産 

同左 

３．繰延資産の処理方法 新株発行費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

新株発行費 

同左 

４．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

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 

 
 
 
 



 第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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．引当金の計上基準 貸倒引当金 

債権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

込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

６．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 

７．四半期キャッシュ・

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、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 

８．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 

消費税等の会計処理 

 消費税の会計処理は、税抜方式を採

用しております。 

 

消費税等の会計処理 

 同左 

 

 

 

四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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 

当第３四半期会計期間より、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年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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(四半期貸借対照表関係) 

第９期第３四半期会計期間 

(平成 18 年４月 30 日) 

前事業年度 

(平成 17 年７月 31 日) 

※１ 担保資産及び担保債務 

（１）担保に供している資産 

 

建   物           33,018千円 

   土   地           35,701千円 

    計        68,719千円 

（２）対応債務額 

 

１年以内返済長期借入金   13,572千円       

長期借入金            20,545千円 

    計      34,117千円 

※１ 担保資産及び担保債務 

(１) 担保に供している資産 

 

建   物             33,505千円 

     土   地             35,701千円 

   計      69,206千円 

(２) 対応債務額 

 

１年以内返済長期借入金  14,192千円 

    長期借入金                30,724千円 

   計       44,916千円 

※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、

金銭的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」

に含めて表示しております。 

※２       

３ 受取手形割引高 

    

３ 受取手形割引高 

    輸出為替手形割引高     36,828 千円 
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(四半期損益計算書関係) 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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 特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益           840千円 

※１ 特別利益のうち主要なもの 

 

※２ 特別損失のうち主要なもの 

       関係会社株式評価損   12,000 千円 

※２ 特別損失のうち主要なもの 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 

無形固定資産 

13,773 千円

60 千円
 

 ３ 減価償却実施額 

有形固定資産 14,051 千円

無形固定資産 80 千円
 

※４ 当第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。 

※４          

 

 

 

 

 



(四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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当第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 18 年４月 30 日現在）

（千円）

現金及び現金勘定 820,840 

預入期間が３ケ月

を超える定期預金 

 

△5,017 

現金及び現金同等物 815,823  

※ 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７月 31 日現在）

（千円）

現金及び現金勘定  621,746 

預入期間が３ケ月 

を超える定期預金 

 

△5,016 

現金及び現金同等物 616,730  

 

 

 

（リース取引関係） 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年８月 １日 

至 平成 17 年７月 31 日 

事務用機器をリース契約により使用しておりますが、

金額が僅少なためリース取引関係の記載を省略して

おります。 

同左 

 

 

 

（有価証券関係） 

時価評価されていない主な有価証券の内容                    （単位：千円） 

第９期第３四半期会計期間末 

(平成 18 年４月 30 日) 

前事業年度 

（平成 17 年７月 31 日）  

第３四半期貸借対照表計上額 前事業年度貸借対照表計上額 

１．子会社株式及び関連会社株式 

    子会社株式 

 

 7,656 

 

19,656 

 ２．その他株式の有価証券 

     非上場株式 

 

 1,000 

  

 1,000 

（注）子会社株式の「第３四半期貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価額です。なお、当第３四 

半期会計期間において減損処理を行い、関係会社株式評価損 12,000 千円を計上しております。 
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(デリバティブ取引関係) 

第９期第３四半期会計期間末（平成 18 年４月 30 日） 

  デリバティブ取引の契約額等、時価評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 
契約額等 

（千円） 

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

通貨 為替予約取引 221,100 219,673 △1,426 

（注）時価は当該デリバティブ取引に係る契約を約定した金融機関から提示された価格に基づき算定して

おります。 

 

前事業年度末（平成 17 年７月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 

 

 (持分法損益等) 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年８月 １日 

至 平成 17 年７月 31 日 

該当事項はありません。 同左 
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（１株当たり情報） 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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 21,698.51 円

１株当たり第３四半期純利益 3,403.34 円

  

 なお、潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益

については、ストックオプション導入に伴う新株予約

権残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中

平均株価が把握できないので記載しておりません。 

 

１株当たり純資産額 16,425.88 円

１株当たり当期純利益 462.69 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、ストックオプション導入に伴う新株予約権

残高がありますが、当社株式は非上場であり、期中

平均株価が把握できないので記載しておりません。 

 

 

 

 

 



（注） １株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

第９期第３四半期会計期間

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 日 

前事業年度 

自 平成 16 年８月 １日 

至 平成 17 年７月 31 日 

第３四半期(当期)純利益（千円） 148,726 19,052 

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） （―） （―） 

普通株式に係る当四半期(当期)純利益（千円） 148,726 19,052 

期中平均株式数（株）  43,700 41,176 

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 

新株予約権 1,123 個 

 

新株予約権 1,499 個 

 

 

 

 

 

（重要な後発事象） 

第９期第３四半期会計期間 

自 平成 17 年８月 １日 

至 平成 18 年４月 30 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． 平成 17 年７月 25 日開催の取締役会の決議に基づ

き、平成 17 年９月７日に独立行政法人都市再生機

構から新本社建設予定地を 239,944 千円で取得い 

たしました。  

 

  

２.  平成 17 年９月 15 日に、平成 17 年６月７日付臨

時株主総会及び平成 17 年８月 29 日付取締役会に 

おいて承認された第三者割当による新株式の発行 

がなされております。その概要は次のとおりであ 

ります。 

(1)  発行する新株式の種類および数          

普通株式   1,000株 

(2)  発行価額                   

１株につき金100,000円 

(3)  発行価額の総額            

100,000,000円 

(4)   発行価額中資本に組入れる額           

１株につき金50,000円 

(5)  資本組入額の総額            

50,000,000円 

(6)  払込期日                    

平成17年９月15日  

(7)  配当起算日               

平成17年８月１日 
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(8)  割当先及び株式数            

ロート製薬株式会社   1,000株 

(9)  資金の使途              

開発資金 

これにより、平成 17 年９月 15 日現在の発行済

株式の総数は43,100株、資本金は384,603千円、

資本準備金は 350,103 千円となっております。 

３． 平成17年６月７日開催の臨時株主総会及び平成

17年10月27日開催の取締役会におきまして、商法

第280条ノ20及び第280条ノ21の規定により、株主

以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予

約権を発行することについて次のとおり決議し、

平成17年11月１日に実行いたしました。 

 (1)新株予約権の発行日  平成17年11月１日 

 (2)新株予約権の発行数   

380個（新株予約権１個当たりの

株式数１株） 

(3)新株予約権の発行価額       無償 

(4)新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

        当社株式      380株 

(5)新株予約権の行使に際しての払込金額 

１株につき     100,000円 

(6)新株予約権の行使により発行する株式の発行

価額の総額       38,000,000円 

(7)新株予約権の行使期間 

平成19年11月１日から平成27年６月６日 

(8)新株予約権の行使により新株を発行する場合

の発行価額のうち資本に組入れない額 

19,000,000円（１株につき50,000円） 

(9)新株予約権の割当対象者数         44名 

(10)新株予約権付与の理由 

当社の取締役及び従業員（新株予約権発行日ま

でに入社する者を含む）の当社の業績向上に対す

る意欲や士気を高めることを目的として、また、

社外のコンサルタントの当社に対する参加意識を

高めることにより当社の業績向上を図ることを目

的として、無償で新株予約権を発行するものであ

ります。 
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