
平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（連結）
 平成18年８月11日

上場会社名　　株式会社そーせい （コード番号：4565　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http://www.sosei.com　） ＴＥＬ：(03)5210-3290

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表執行役社長ＣＥＯ　　　田村　眞一

責任者役職・氏名　経営企画部長　　　前川　裕貴

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　　　　　　　：　有

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

を受けております。

２．平成19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６月30日）

(1）連結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 ％

19年３月期第１四半期 370 － △1,371 － △1,368 － △1,270 －

18年３月期第１四半期 11 18.0 △423 － △430 － △431 －

（参考）18年３月期 415 70.0 △4,406 － △4,404 － △4,175 －

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

19年３月期第１四半期 △12,903 51 － －

18年３月期第１四半期 △6,957 04 － －

（参考）18年３月期 △50,201 44 － －

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

［連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当社グループ（当社及び連結子会社６社）は医薬品開発を行う企業として成長を遂げるために、パイプライン（開

発品群）の充実を中期的な主要経営課題としております。インライセンス（主として欧米より国内への製品導入）、

および独自のプロダクト・ディスカバリー（開発品創出機能）である統合ＤＲＰ®（ドラッグ・リプロファイリング・

プラットフォーム®：既存の医薬品、医薬候補品および開発保留化合物を活用し、それらの新規適応探索もしくはそれ

らの化学的修飾により新たな化合物を創出するプロジェクト）という複数の手段により、リスクコントロールされた

パイプラインの構築に努めております。

　当第１四半期における研究開発関連の活動は以下のとおりです。

　経営の効率性を一層高めるためにポートフォリオ・レビューを実施し、コア・パイプラインの再評価を行いました。

その結果、コア・パイプラインを開発優先度の高い６品目（ＮＶＡ２３７[適応：慢性閉塞性肺疾患]、ＡＤ ４５２

[同：関節リウマチ]、ＡＤ ９２３[同：癌性突出痛]、ＳＯＵ－００３[同：夜間頻尿]、ＡＤ ３３７[同：線維筋痛症

候群]、ＳＯＨ－０７５[同：緊急避妊]）に絞りこみ、重点的に経営資源を投入していくことにいたしました。

　当第１四半期における開発品ごとの主な事項は以下のとおりです。

ＮＶＡ２３７：導出先のノバルティス社において後期第Ⅱ相臨床試験が終了いたしました。この試験により、本剤の

１日１回吸入による気管支拡張剤としての有用性が示されました。

ＳＯＵ－００１（適応：腹圧性尿失禁）：開発中止を決定いたしました。

ＳＯＴ－３７５（適応：前立腺癌）：想定されうる開発計画について短中期的な展望が望めないとの認識に至り、コ

ア・パイプラインから除外いたしました。
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　一方開発品の商業化活動といたしまして、ＡＤ ９２３のMundipharma International Corporation社への導出を果

たしております。

　当第１四半期の営業収益といたしましては、ＡＤ ９２３の契約一時金やＮＶＡ２３７の開発受託収入を計上してお

ります。営業費用といたしましては、上記研究開発活動に伴う費用のほか、Sosei R&D社買収により生じたのれん償却

額などを計上しております。

　この結果、当第１四半期の業績は、売上高370百万円、営業損失1,371百万円（前年同期営業損失423百万円）、経常

損失1,368百万円（前年同期経常損失430百万円）、当期純損失1,270百万円（前年同期純損失431百万円）となりまし

た。販売費及び一般管理費は1,576百万円であり、このうち研究開発費は805百万円、のれん償却額は401百万円となっ

ております。

(2）連結財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 23,859 23,281 97.6 236,351 09

18年３月期第１四半期 9,429 9,319 98.8 149,755 80

（参考）18年３月期 25,307 24,475 96.7 248,992 77

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨） 

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

19年３月期第１四半期 △1,365 △5 10 8,184

18年３月期第１四半期 △443 △556 22 8,718

（参考）18年３月期 △3,190 2,624 47 9,458

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末における総資産は、前期末に比べ1,447百万円減少し23,859百万円となりました。負債合計は、前期

末に比べ253百万円減少し577百万円となりました。

　営業活動の結果減少した資金は1,365百万円となりました。研究開発活動の進捗に伴う研究開発費や一般管理費の発

生による税金等調整前当第1四半期純損失1,368百万円が主要な資金減少項目でありますが、この純損失発生には、非

支出費用であるのれん償却額401百万円が含まれております。

　投資活動および財務活動による顕著な資金増減は生じませんでした。

  以上の結果、当第１四半期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ1,273百万円減少し、8,184百万

円となりました。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） （百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　　　　　期 450 △6,500 △6,300

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△63,956円14銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当連結会計年度における連結業績予想につきましては、本年６月27日に公表いたしました上記の通りに現状推移し

ております。

　上記の予想は、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予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠して

投資等の判断を行うことは差し控えて下さい。当社は今後も、四半期決算にて業績の開示を行ってまいります。また、

業績の予想につきましても随時見直しを行い、開示ルールにしたがって公表していく所存であります。 
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４．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,718,181 7,184,591 7,957,886

２．売掛金 6,437 372,945 151,300

３．有価証券 3,000,164 1,000,296 1,500,214

４．その他 39,740 536,210 461,449

流動資産合計 8,764,523 93.0 9,094,044 38.1 10,070,850 39.8

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※ 31,736 44,153 47,604

２．無形固定資産

(1）連結調整勘定 － － 15,037,950

(2）のれん － 14,638,899 －

(3）その他 10,499 10,499 11,350 14,650,249 10,341 15,048,291  

３．投資その他の資産

(1）預け金 553,150 － －

(2）その他 69,098 622,248 70,834 70,834 140,488 140,488  

固定資産合計 664,484 7.0 14,765,238 61.9 15,236,385 60.2

資産合計 9,429,007 100.0 23,859,282 100.0 25,307,235 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 109,315 1.2 577,517 2.4 831,246 3.3

Ⅱ　固定負債 389 0.0 － － － －

負債合計 109,704 1.2 577,517 2.4 831,246 3.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,892,855 62.5 － － 15,226,074 60.2

Ⅱ　資本剰余金 7,923,975 84.0 － － 17,237,094 68.1

Ⅲ　利益剰余金 △4,499,961 △47.7 － － △8,244,579 △32.6

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 567 0.0 － － － －

Ⅴ　為替換算調整勘定 1,867 0.0 － － 257,400 1.0

資本合計 9,319,303 98.8 － － 24,475,989 96.7

負債及び資本合計 9,429,007 100.0 － － 25,307,235 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 15,236,874 63.9 － －

２．資本剰余金 － － 17,237,094 72.2 － －

３．利益剰余金 － － △9,575,662 △40.1 － －

株主資本合計 － － 22,898,305 96.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．為替換算調整勘定 － － 383,458 1.6 － －

評価・換算差額等合計 － － 383,458 1.6 － －

Ⅲ　新株予約権 － － 0 0.0 － －

純資産合計 － － 23,281,764 97.6 － －

負債純資産合計 － － 23,859,282 100.0 － －
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(2）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 11,558 100.0 370,946 100.0 415,501 100.0

Ⅱ　売上原価 3,134 27.1 166,056 44.8 364,757 87.8

売上総利益 8,424 72.9 204,890 55.2 50,744 12.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※ 431,831 3,736.1 1,576,167 424.9 4,457,439 1,072.8

営業損失 423,407 △3,663.2 1,371,276 △369.7 4,406,695 △1,060.6

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 799 49,046 147,267

２．為替差益 5,258 － －

３．その他 631 6,689 57.9 116 49,163 13.3 1,153 148,421 35.7

Ⅴ　営業外費用

１．新株発行費 355 75 87,522

２．持分法による投資損失 13,694 11,503 57,012

３．為替差損 － 34,361 －

４．その他 4 14,054 121.6 － 45,940 12.4 1,999 146,534 35.2

経常損失 430,772 △3,726.9 1,368,054 △368.8 4,404,808 △1,060.1

Ⅵ　特別利益 － － － － 100,628 24.2

Ⅶ　特別損失 － － － － 11,475 2.8

税金等調整前第１四半期
（当期）純損失

430,772 △3,726.9 1,368,054 △368.8 4,315,655 △1,038.7

法人税、住民税及び事業税 320 2.7 △97,284 △26.2 △139,943 △33.7

第１四半期（当期）純損失 431,092 △3,729.6 1,270,769 △342.6 4,175,711 △1,005.0
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(3）四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書

①　四半期連結剰余金計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

前連結会計年度
（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） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 7,923,975 7,923,975

Ⅱ　資本剰余金増加高

増資による新株の発行 － － 9,313,119 9,313,119

Ⅲ　資本剰余金第１四半期末（期末）
残高

7,923,975 17,237,094

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △4,068,868 △4,068,868

Ⅱ　利益剰余金減少高

第１四半期（当期）純損失 431,092 431,092 4,175,711 4,175,711

Ⅲ　利益剰余金第１四半期末（期末）
残高

△4,499,961 △8,244,579

②　四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本
評価・換算差
額等

新株予約権 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算調整
勘定

平成18年３月31日残高（千円） 15,226,074 17,237,094 △8,244,579 24,218,588 257,400 － 24,475,989

第１四半期連結会計期間中の変動

額

新株の発行（千円） 10,800 － － 10,800 － － 10,800

第１四半期純損失（千円） － － △1,270,769 △1,270,769 － － △1,270,769

持分法適用除外による減少額

（千円）
－ － △60,313 △60,313 － － △60,313

株主資本以外の項目の第１四半

期連結会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － － 126,057 0 126,057

第１四半期連結会計期間中の変動

額合計（千円）
10,800 － △1,331,082 △1,320,282 126,057 － △1,194,225

平成18年６月30日残高（千円） 15,236,874 17,237,094 △9,575,662 22,898,305 383,458 0 23,281,764
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

 前連結会計年度
（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） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前第１四半期（当期）
純損失

△430,772 △1,368,054 △4,315,655

減価償却費 2,655 6,018 23,609

連結調整勘定償却額 － － 936,084

のれん償却額 － 401,269 －

新株発行費 355 75 87,522

持分法による投資損失 13,694 11,503 57,012

売上債権の増減額 435 △180,308 △116,693

未収入金の増減額 △2,024 △3,271 107,892

仕入債務の増減額 － △21,249 21,249

未払金の増減額 △21,736 △130,299 130,519

未払費用の減少額 － △76,043 △13,888

未払法人税等の増減額 5,934 △26,611 17,755

その他 13,554 △26,148 △271,013

小計 △417,903 △1,413,117 △3,335,606

利息の受取額 △799 49,046 147,267

法人税等の支払額 △24,678 △1,821 △2,139

営業活動によるキャッシュ・フロー △443,381 △1,365,892 △3,190,478

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 － － 1,854

連結子会社取得に伴う収入 ※２ － － 2,667,163

連結子会社売却に伴う支出 － － △10,439

有形固定資産の取得による支出 － △1,312 △11,170

無形固定資産の取得による支出 △3,800 △1,745 △5,550

預け金の増加額 △553,150 － －

その他 187 △2,178 △17,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △556,762 △5,235 2,624,404

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入 22,624 10,724 47,632

財務活動によるキャッシュ・フロー 22,624 10,724 47,632

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,787 87,191 278,889

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △979,307 △1,273,212 △239,551

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 9,697,652 9,458,100 9,697,652

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１四半期末
（期末）残高

※１ 8,718,345 8,184,888 9,458,100
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する

事項

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

ＳＣコンサルティング株式

会社

Kosei, Inc.

連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

Sosei R&D Limited

Sosei Inc.

　Sosei R&D Limitedは、平

成18年６月１日にArakis

 Limitedより名称を変更して

おります。

　Sosei Inc.は、平成18年４

月28日にKosei, Inc.より名

称を変更しております。

連結子会社の数　６社

主要な連結子会社の名称

Arakis Limited

Kosei, Inc.

　Arakis Limitedは、当連結

会計年度において新たに株式

を取得したため、連結の範囲

に含めております。

　また、Arakis Limitedが新

たに連結子会社となったこと

に伴い、同社の連結子会社に

ついても連結の範囲に含めて

おります。

　従来まで連結子会社であっ

たＳＣコンサルティング株式

会社は平成18年３月31日を

もって売却し、連結決算日に

おいて連結子会社ではなく

なっておりますが、連結子会

社であった期間の損益計算書

及び剰余金計算書は連結の範

囲に含め、貸借対照表は連結

の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関す

る事項

持分法適用の関連会社数

１社

関連会社の名称

ステムセルサイエンス株式

会社

持分法適用の関連会社数

０社

　従来まで関連会社であった

ステムセルサイエンス株式会

社は持分比率が低下し平成18

年６月23日をもって役員の兼

務が解消したことにより、当

社の影響力がなくなったこと

から、第１四半期連結決算日

において関連会社ではなく

なっておりますが、関連会社

であった期間の損失は四半期

連結損益計算書に含めており

ます。

持分法適用の関連会社数

１社

関連会社の名称

ステムセルサイエンス株式

会社

３．連結子会社の四半期

決算日等（事業年

度等）に関する事

項

　連結子会社の四半期決算日

は四半期連結決算日と一致し

ております。

同左 　連結子会社の事業年度の末

日は連結決算日と一致してお

ります。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

時価のあるもの

　第１四半期連結決

算日の市場価格等に

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。

(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

時価のあるもの

   同左

(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

時価のあるもの

　連結決算日の市場

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。

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

時価のないもの

同左

(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

(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

  当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額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　　　　４～15年

工具器具備品 

３～10年 

(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

　当社及び国内連結子会

社は定率法を、また、在

外連結子会社は当該国の

会計基準の規定に基づく

定額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　　　　４～15年

工具器具備品

３～10年

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）重要な引当金の計上基準

　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。

(3）重要な引当金の計上基準

         同左

(3）重要な引当金の計上基準

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、

第１四半期連結決算日の直

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。

　なお、在外子会社等の資

産、負債、収益及び費用は

第１四半期連結決算日の直

物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

 外貨建金銭債権債務は、第

１四半期連結決算日の直物

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。

　なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、第１四

半期連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、

収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

　在外連結子会社の財務諸

表項目のうち収益及び費用

については、従来、四半期

連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算しており

ましたが、平成17年８月30

日に新たに連結子会社を取

得したことに伴い前第３四

半期より在外連結子会社の

収益及び費用の重要性が増

加してきたため、前第３四

半期連結会計年度より期中

平均為替相場により換算す

る方法に変更いたしました。

したがって、前第１四半期

連結会計期間は従来の方法

によっておりますが、前第

１四半期連結会計期間にお

いて当第１四半期連結会計

年度と同じ方法を採用した

場合においても影響は軽微

であります。

(4）重要な外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への換算

基準

　外貨建金銭債権債務は、

連結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。

　なお、在外連結子会社等

の資産及び負債は、連結決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円

貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調

整勘定に含めて計上してお

ります。

　在外連結子会社の財務諸

表項目のうち収益及び費用

については、従来、連結決

算日の直物為替相場により

円貨に換算しておりました

が、当連結会計年度より期

中平均為替相場により換算

する方法に変更いたしまし

た。

　この変更は、在外連結子

会社の収益及び費用の重要

性が増してきたことに伴い、

為替相場の変動をより適切

に経営成績に反映し、期間

損益計算の適正化を図るた

めに行うものであります。

　この変更による損益に与

える影響は軽微であります。

　なお、当該会計処理の変

更は当第３四半期に行って

おりますが、平成17年８月

30日に新たに連結子会社を

取得したことに伴い当第３

四半期より在外連結子会社

の収益及び費用の重要性が

増加してきたためでありま

す。したがって、当中間連

結会計期間は従来の方法に

よっておりますが、当中間

連結会計期間において当連

結会計年度と同じ方法を採

用した場合においても影響

は軽微であります。
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

①　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。

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

①　消費税等の会計処理方

法

       同左

(5）その他連結財務諸表作成

のための基本となる重要

な事項

①　消費税等の会計処理方

法

同左

②　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。

②　繰延資産の処理方法

       同左

②　繰延資産の処理方法

       同左

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

　資金（現金及び現金同等

物）は、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。

           同左 同左
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四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号　平

成17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号　平成17年12月９日）を適用し

ております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は23,281,764千円であります。

　なお、中間連結財務諸表規則の改正

により、当第１四半期連結貸借対照表

の純資産の部については、改正後の中

間連結財務諸表規則に準じて作成して

おります。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度より、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。これにより損益に

与える影響はありません。

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当第１四半期連結会計期間より「ス

トック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号　平成17年

12月27日）及び「ストック・オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第11号　平成17年

12月27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。

- 11 -



注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

※　有形固定資産の減価償却累計額は

21,872千円であります。

※　有形固定資産の減価償却累計額は

124,190千円であります。 

※　有形固定資産の減価償却累計額は

117,491千円であります。

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要

な費用及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主要

な費用及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主要

な費用及び金額は次のとおりであ

ります。

支払手数料 65,579千円

研究開発費 188,645

研究開発費 805,837千円

のれん償却額 401,269

研究開発費 2,217,024千円

連結調整勘定償

却額
936,084

　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。

　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 81,330千円

委託費用 73,889

人件費 176,133千円

委託費用 608,752

人件費 524,947千円

委託費用 1,580,039

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株式

数（株）

当第１四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第１四半期連結会計

期間減少株式数（株）

当第１四半期会計期間

末株式数（株）

 発行済株式

 普通株式（注） 98,300 205 － 98,505

 　　　　合計 98,300 205 － 98,505

（注）普通株式の発行済株式総数の増加205株は、新株予約権等の権利行使による新株の発行による増加であります。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の第１四半

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

※１．現金及び現金同等物の第１四半

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

※１．現金及び現金同等物の期末残高

と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17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 5,718,181千円

有価証券勘定 3,000,164

現金及び現金同等物 8,718,345

現金及び預金勘定 7,184,591千円

有価証券勘定 1,000,296

現金及び現金同等物 8,184,888

現金及び預金勘定 7,957,886千円

有価証券勘定 1,500,214

現金及び現金同等物 9,458,100

※２．株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債

の主な内容

当社は現物出資を伴う株式の取

得により新たにArakis 

Limitedを連結いたしました。

(1）連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに株式取得価額は次の

とおりであります。

流動資産 6,186,093千円

固定資産 123,374

流動負債 △495,293

連結調整勘定 15,885,763

株式取得価額 21,699,938

（うち現物出資による取得価額

18,620,238）

（うち現金及び預金による取得価額

3,079,700）

(2）取得による収入の内訳は次の

とおりであります。

Arakis Limited

の現金及び現金

同等物

5,832,939千円

現金及び預金に

よる取得のため

の支出

△3,079,700

新株発行費 △86,075

取得による収入 2,667,163

　３．重要な非資金的取引

現物出資による資

本金の増加
9,310,119千円

現物出資による資

本剰余金の増加
9,310,119
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（リース取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）、当第１四半期連結会計期間（自平成

18年４月１日　至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（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。

（有価証券関係）

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前第１四半期連結会計期間末

（平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間末

（平成18年６月30日）

前連結会計年度

（平成18年３月31日）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

取得原価

（千円）

連結貸借

対照表計

上額

（千円）

差額

（千円）

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの

(1）株式 801 1,758 956 － － － － － －

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

小計 801 1,758 956 － － － － － －

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － － － － －

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

小計 － － － － － － － － －

合計 801 1,758 956 － － － － － －

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

前第１四半期連結会計期間末
（平成17年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

第１四半期連結貸借対照表計上額
（千円） 

第１四半期連結貸借対照表計上額
（千円）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 33,836 17,500 89,317

フリーファイナンシャルファンド 3,000,164 1,000,296 1,500,214

（デリバティブ取引関係）

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）、当第１四半期連結会計期間（自平成

18年４月１日　至平成18年６月30日）及び前連結会計年度（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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（ストック・オプション関係）

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

１．ストック・オプションの内容

第１回新株引受権 第２回新株引受権 第３回新株引受権 第１回新株予約権

付与対象者の区分及び

人数

取締役２名、従業員２

名、顧問１名、認定支

援者３名、元取締役１

名及び元従業員１名

執行役１名

取締役１名、執行役１

名、従業員３名、認定

支援者１名、元従業員

１名及び元取締役１名

取締役１名、従業員10

名及び元取締役１名

ストック・オプション

数
普通株式　1,408株 普通株式　100株 普通株式　1,338株 普通株式　765株

付与日 平成13年３月29日 平成13年５月14日 平成14年３月28日 平成15年10月21日

権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左 同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左 同左 同左

権利行使期間
自　平成16年３月29日

至　平成23年３月20日

自　平成16年５月14日

至　平成23年３月20日

自　平成17年３月28日

至　平成24年３月27日

自　平成18年10月７日

至　平成25年10月６日

第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

付与対象者の区分及び

人数
従業員１名

取締役２名、従業員１

名

従業員１名及び元従業

員１名

執行役１名、従業員16

名、顧問２名、元取締

役１名及び元従業員６

名

ストック・オプション

数
普通株式　250株 普通株式　80株 普通株式　15株 普通株式　996株

付与日 平成15年12月16日 平成15年12月16日 平成15年12月16日 平成16年６月11日

権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左 同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左 同左 同左

権利行使期間
自　平成18年12月17日

至　平成25年12月16日

自　平成18年12月17日

至　平成25年12月16日

自　平成18年10月７日

至　平成25年10月６日

自　平成19年６月12日

至　平成26年６月11日

第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権

付与対象者の区分及び

人数

取締役３名、従業員４

名及び顧問１名

取締役１名、執行役１

名、従業員29名及び元

取締役１名

取締役３名及び従業員

６名

ストック・オプション

数
普通株式　275株 普通株式　1,205株 普通株式　240株

付与日 平成16年６月11日 平成17年７月７日 平成17年７月７日

権利確定条件
権利確定条件は付され

ておりません。
同左 同左

対象勤務期間
対象勤務期間の定めは

ありません。
同左 同左

権利行使期間
自　平成19年６月12日

至　平成26年６月11日

自　平成20年６月30日

至　平成27年６月29日

自　平成20年７月８日

至　平成27年７月７日
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２．ストック・オプションの規模及びその変動状況

ストック・オプションの数及び単価情報

第１回

新株引受権

第２回

新株引受権

第３回

新株引受権

第１回

新株予約権

第２回

新株予約権

第３回

新株予約権

権利確定前

期首（株） － － － 1,260 250 80

付与（株） － － － － － －

失効（株） － － － 495 － －

権利確定（株） － － － － － －

未確定残（株） － － － 765 250 80

権利確定後

期首（株） 1,608 100 1,347 － － －

権利確定（株） － － － － － －

権利行使（株） 200 － 5 － － －

失効（株） － － 4 － － －

未行使残（株） 1,408 100 1,338 － － －

権利行使価格（円） 50,000 50,000 160,000 100,000 100,000 100,000

行使時平均株価（円） 362,000 － 362,000 － － －

公正な評価単価（円） － － － － － －

第４回

新株予約権

第５回

新株予約権

第６回

新株予約権

第７回

新株予約権

第８回

新株予約権

権利確定前

期首（株） 20 1,220 315 1,260 240

付与（株） － － － － －

失効（株） 5 224 40 55 －

権利確定（株） － － － － －

未確定残（株） 15 996 275 1,205 240

権利確定後

期首（株） － － － － －

権利確定（株） － － － － －

権利行使（株） － － － － －

失効（株） － － － － －

未行使残（株） － － － － －

権利行使価格（円） 100,000 800,000 800,000 523,800 523,800

行使時平均株価（円） － － － － －

公正な評価単価（円） － － － － －
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）

医薬事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,116 7,441 11,558 － 11,558

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 600 600 △600 －

計 4,116 8,041 12,158 △600 11,558

営業費用 427,707 8,428 436,135 △1,170 434,965

営業利益（又は営業損失） △423,590 △387 △423,977 570 △423,407

　（注）１．事業の区分は、製品及びサービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主な製品及びサービス

(1）医薬事業………医薬品

(2）その他事業……医薬等の技術移転仲介、医薬業界誌の販売取次

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。

４．医薬事業の売上高の合計が全セグメントの売上高の合計の50％以下であるのは、事業の主体は医薬事業であ

るが、現状においては研究開発段階であるためであります。また、その他事業のうち主なものは技術移転事

業であり、その売上高は6,943千円、全セグメントの売上高の合計に占める当該売上高の割合は60.1％であり

ます。

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

　医薬事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　医薬事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額に占め

る割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。
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２．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

　欧州の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（千円）

欧州
（千円）

北米
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 61,426 354,074 － 415,501 － 415,501

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － 24,906 24,906 △24,906 －

計 61,426 354,074 24,906 440,407 △24,906 415,501

営業費用 1,991,268 1,910,151 22,484 3,923,904 898,292 4,822,196

営業利益（又は営業損失） △1,929,841 △1,556,076 2,421 △3,483,496 △923,198 △4,406,695

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……英国

(2）北米……米国

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。
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３．海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）

欧州 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 4,669 4,742 224 9,635

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 11,558

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
40.4 41.0 1.9 83.4

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……英国、独国、仏国

(2）北米……米国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

当第１四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 370,094 370,094

Ⅱ　連結売上高（千円） － 370,946

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
99.8 99.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……英国、スイス

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

欧州 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 373,796 13,694 23,136 410,628

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 415,501

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
90.0 3.3 5.5 98.8

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

(1）欧州……英国、独国、仏国、スイス、ハンガリー、スウェーデン

(2）北米……米国

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（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 149,755.79円

１株当たり第１四半期

純損失
6,957.04円

１株当たり純資産額 236,351.08円

１株当たり第１四半期

純損失
12,903.50円

１株当たり純資産額 248,992.76円

１株当たり当期純損失 50,201.43円

　なお、潜在株式調整後１株当たり第

１四半期純利益については、第１四半

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株当たり第

１四半期純利益については、第１四半

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株当たり第１四半期（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第１四半期（当期）純損失

（千円）
431,092 1,270,769 4,175,711

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る第１四半期

（当期）純損失（千円）
431,092 1,270,769 4,175,711

期中平均株式数（株） 61,964 98,482 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

第１四半期（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在

株式の概要

新株引受権３種類（新株引受

権の目的となる株式の数　　

3,435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　

2,846株） 

新株予約権８種類（新株予約

権の目的となる株式の数　

3,826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）
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．新株の発行

　平成17年７月19日開催の取締役会

において、次のとおり第三者割当に

よる新株の発行を決議いたしました。

────── ──────

発行株式の種類 普通株式

発行株式数 35,630株

発行価額 １株につき522,600円

発行総額 18,620,238千円

資本組入額 １株につき261,300円

払込期日 平成17年８月30日

配当起算日 平成17年４月１日

資金の使途 本件新規発行は、

Arakis Limitedの株

式を対価として行う

ものであり、現金に

よる払込はありません。

２．Arakis Limitedの買収

　平成17年７月19日開催の取締役会

において、Arakis Limitedの株式を

取得し、子会社化することを決議い

たしました。

目的 開発パイプラインの

拡充、開発品導入手

段の強化等

株式取得先 同社の既存株主

事業内容 医薬品の研究開発

資本金 138百万円

株式取得の時期 平成17年８月30日

取得株式数 1,006,203株

取得価額 20,927,676千円

取得後持分比率 100％

支払資金の調達

及び支払方法

同社の既存株主に対

して第三者割当増資

を行い、その対価と

して同社株式の現物

出資を受け、また、

一部を保有する現金

により支払う予定で

あります。

- 21 -



平成19年３月期　第１四半期財務・業績の概況（個別）
 平成18年８月11日

上場会社名　　 株式会社そーせい （コード番号：4565　　東証マザーズ）

（ＵＲＬ　http：//www.sosei.com　） ＴＥＬ：(03)5210-3290

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表執行役社長ＣＥＯ　　　田村　眞一

責任者役職・氏名　経営企画部長　　　前川　裕貴

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19年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年６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 ％

19年３月期第１四半期 0 △83.6 △456 － △452 － △452 －

18年３月期第１四半期 5 649.2 △422 － △415 － △415 －

（参考）18年３月期 38 △81.7 △1,924 － △2,028 － △2,027 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

19年３月期第１四半期 △4,599 21

18年３月期第１四半期 △6,712 98

（参考）18年３月期 △24,377 45

（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同期増減率

(2）財政状態の変動状況 （百万円未満切捨） 

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年３月期第１四半期 26,085 25,888 99.2 262,817 91

18年３月期第１四半期 9,405 9,296 98.8 149,397 00

（参考）18年３月期 26,604 26,331 98.9 267,863 88

３．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） （百万円未満切捨） 

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　　　　　期 38 △2,050 △2,050

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△20,811円13銭

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期 － － －

19年３月期（実績） － －
－

19年３月期（予想） － －
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５．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 5,673,163 3,189,082 3,142,512

２．売掛金 50 50 24,722

３．有価証券 3,000,164 1,000,296 1,500,214

４．その他 ※２ 43,051 54,231 96,137

流動資産合計 8,716,429 92.7 4,243,660 16.3 4,763,586 17.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産 ※１ 31,736 29,160 31,074

２．無形固定資産 10,499 11,350 10,341

３．投資その他の資産

(1）関係会社株式 58,808 21,731,246 21,748,746

(2）預け金 553,150 － －

(3）その他 35,261 70,081 50,402

投資その他の資産合計 647,219 21,801,327 21,799,149

固定資産合計 689,455 7.3 21,841,837 83.7 21,840,565 82.1

資産合計 9,405,885 100.0 26,085,498 100.0 26,604,151 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債 108,520 1.2 196,619 0.8 273,132 1.1

Ⅱ　固定負債 389 0.0 － － － －

負債合計 108,910 1.2 196,619 0.8 273,132 1.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金 5,892,855 62.7 － － 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 84.2 － － 17,237,094 64.8

Ⅲ　利益剰余金

１．第１四半期（当期）未処理
損失

4,520,422 － 6,132,148

利益剰余金合計 △4,520,422 △48.1 － － △6,132,148 △23.1

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 567 0.0 － － － －

資本合計 9,296,975 98.8 － － 26,331,019 98.9

負債及び資本合計 9,405,885 100.0 － － 26,604,151 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度要約貸借対照表
（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
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 － － 15,236,874 58.4 － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 － 17,237,094 －

資本剰余金合計 － － 17,237,094 66.1 － －

３．利益剰余金

(1）その他利益剰余金

繰越利益剰余金 － △6,585,089 －

利益剰余金合計 － － △6,585,089 △25.3 － －

株主資本合計 － － 25,888,878 99.2 － －

Ⅱ　新株予約権 － － 0 0.0 － －

純資産合計 － － 25,888,878 99.2 － －

負債純資産合計 － － 26,085,498 100.0 － －
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(2）四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度要約損益計算書
（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
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 5,214 100.0 852 100.0 38,090 100.0

Ⅱ　売上原価 120 2.3 426 50.0 21,532 56.5

売上総利益 5,094 97.7 425 50.0 16,557 43.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 427,680 8,201.5 456,657 53,558.4 1,940,632 5,094.9

営業損失 422,585 △8,103.8 456,231 △53,508.4 1,924,074 △5,051.4

Ⅳ　営業外収益 ※２ 7,279 139.6 3,668 430.3 11,435 30.1

Ⅴ　営業外費用 ※３ 360 6.9 75 8.8 115,899 304.3

経常損失 415,666 △7,971.1 452,638 △53,086.9 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 － － － － － －

税引前第１四半期（当期）
純損失

415,666 △7,971.1 452,638 △53,086.9 2,026,485 △5,320.2

法人税、住民税及び事業税 302 5.8 302 35.5 1,210 3.2

第１四半期（当期）純損失 415,969 △7,976.9 452,941 △53,122.4 2,027,695 △5,323.4

前期繰越損失 4,104,453 － 4,104,453

第１四半期（当期）未処理
損失

4,520,422 － 6,132,148

(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年６月30日）

株主資本

新株予約権 純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高（千円） 15,226,074 17,237,094 △6,132,148 26,331,019 － 26,331,019

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行（千円） 10,800 － － 10,800 － 10,800

第１四半期純損失（千円） － － △452,941 △452,941 － △452,941

株主資本以外の項目の当第１

四半期会計期間中の変動額（純

額）（千円）

－ － － － 0 0

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
10,800 － △452,941 △442,141 － △442,141

平成18年６月30日残高（千円） 15,236,874 17,237,094 △6,585,089 25,888,878 0 25,888,878
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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

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び

評価方法

(1）有価証券

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) 有価証券

関連会社株式

　　　 同左

(1）有価証券

関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

　第１四半期決算日の

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。

その他有価証券

時価のあるもの

     同左

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。

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

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

 

 

 

(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

 

(2）無形固定資産

同左

３．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 同左

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、第

１四半期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 　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。
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

５．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

(1）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。

(1）消費税等の会計処理方法

　　　　 同左

(1）消費税等の会計処理方法

同左

(2）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。

(2）繰延資産の処理方法

      　 同左

(2）繰延資産の処理方法

      　 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

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当第１四半期会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は25,888,878千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正に

より、当第１四半期貸借対照表の純資

産の部については、改正後の中間財務

諸表等規則に準じて作成しております。

（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。これにより損益に与える

影響はありません。

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当第１四半期会計期間より「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号　平成17年12月

27日）及び「ストック・オプション等

に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第11号　平成17年12

月27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。

表示方法の変更

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

────── （四半期貸借対照表）

　前第１四半期会計期間末において「関係会社株式」58,808

千円は、投資その他の資産の「その他」に含めて表示して

おりましたが、当第１四半期会計期間末において資産の総

額の100分の５を超えたため区分掲記しております。
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間末
（平成18年６月30日）

前事業年度
（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は21,872千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は31,050千円であります。

※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．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、金額的重要性が乏しい

ため、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。

※２．消費税等の取扱い

             同左

※２．　　 ──────

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（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研

究開発費の総額は188,645千円で

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。

※１．販売費及び一般管理費のうち研

究開発費の総額は205,830千円で

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。

※１．販売費及び一般管理費のうち研

究開発費の総額は951,041千円で

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 81,330千円

委託費用 73,889

 人件費  69,635千円 

 委託費用 115,243

人件費 330,972千円

委託費用 508,030

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

受取利息 799千円

為替差益 5,278

 受取利息 513千円 

 為替差益 3,038

受取利息 8,024千円

受取手数料 2,280

  

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

新株発行費 355千円  新株発行費 75千円 為替差損 28,371千円

新株発行費 87,522

  

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産 2,089千円

無形固定資産 565

 有形固定資産 1,914千円 

 無形固定資産 736

有形固定資産 9,353千円

無形固定資産 2,473

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）、当第１四半期会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年６月30日）及び前事業年度（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。

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間（自平成17年４月１日　至平成17年６月30日）、当第１四半期会計期間（自平成18年４月

１日　至平成18年６月30日）及び前事業年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

　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。
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年６月30日）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年６月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．新株の発行

　平成17年７月19日開催の取締役会

において、次のとおり第三者割当に

よる新株の発行を決議いたしました。

発行株式の種類 普通株式

発行株式数 35,630株

発行価額 １株につき522,600円

発行総額 18,620,238千円

資本組入額 １株につき261,300円

払込期日 平成17年８月30日

配当起算日 平成17年４月１日

資金の使途 本件新規発行は、

Arakis Limitedの株

式を対価として行う

ものであり、現金に

よる払込はありません。

２．Arakis Limitedの買収

　平成17年７月19日開催の取締役会

において、Arakis Limitedの株式を

取得し、子会社化することを決議い

たしました。

目的 開発パイプラインの

拡充、開発品導入手

段の強化等

株式取得先 同社の既存株主

事業内容 医薬品の研究開発

資本金 138百万円

株式取得の時期 平成17年８月30日

取得株式数 1,006,203株

取得価額 20,927,676千円

取得後持分比率 100％

支払資金の調達

及び支払方法

同社の既存株主に対

して第三者割当増資

を行い、その対価と

して同社株式の現物

出資を受け、また、

一部を保有する現金

により支払う予定で

あります。

────── 　当社は、平成18年５月15日開催の取

締役会において、持株会社体制への移

行を決議いたしました。

１．会社分割の目的

　当社は、持株会社のもとで各エリ

アの子会社が独自性と自立性をもっ

て、迅速な経営判断を行い、一層の

競争力の強化に取り組むこと、また、

持株会社が、各子会社の事業環境に

応じて機動的に経営資源の配分を行

うこと等により、今後ともグローバ

ルな変化に対応できる効率的な経営

体制の強化を図ることを目的として

おります。

２．分割する事業内容

医薬品の開発及び販売にかかる事

業

　なお、当該事業の経営成績並びに

資産及び負債の金額は次のとおりで

あります。

 (1）経営成績（当事業年度）

売上高 38百万円

営業損失 1,030

経常損失 1,030

 (2）資産及び負債の金額

（平成18年３月31日現在）

流動資産 3,677百万円

流動負債 109

 (3）会社分割の形態

　当社を分割会社とし、新設する

株式会社そーせい（分割会社は

そーせいグループ株式会社へ変更

予定）に事業を承継させる分社型

新設分割（物的分割）です。

 (4）新設会社の概要

名称　株式会社そーせい

住所

東京都千代田区一番町８番地

代表者

代表取締役社長　山川善之

資本金　100百万円

事業の内容

医薬品の開発及び販売

 (5）分割期日

平成18年10月１日
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