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１． 18年６月期の業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 

(1)経営成績                                  （百万円未満切捨） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年６月期 
17年６月期 

2,296     9.0 
2,105    32.6 

907    △6.4 
970    21.9 

902    △7.2 
972    25.6 

 

 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       

自己資本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円   ％  円 銭  円 銭 ％ ％ ％

18年６月期 
17年６月期 

527   △7.8  
572   29.7  

2,250 72
4,938 85

2,097 43
4,547 03

14.0  
17.1  

20.5  
24.0  

39.3 
46.2 

(注) ①期中平均株式数 18年６月期  234,337株  17年６月期  115,829株 
     ②会計処理の方法の変更 無 
   ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は対前期増減率 
   ④平成17年８月19日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 
(2)財政状態 

 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

18年６月期 
17年６月期 

4,528   
4,295   

4,005  
3,517  

88.4   
81.9   

16,932  09
30,295  64

(注) ①期末発行済株式数 18年６月期  236,546株  17年６月期  116,097株 
   ②期末自己株式数  18年６月期    918株  17年６月期    459株 
   ③平成17年８月19日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 

２．19年６月期の業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

620  
1,350  

40  
100  

23  
58  

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  245円20銭 
 

３．配当状況 

・現金配当 １株あたり配当金（円） 

 期末 年間 
配当金総額 配当性向 純資産配当率 

 円 円 百万円 ％ ％

17 年６月期 400.00 400.00 46 8.1 1.3 

18 年６月期 200.00 200.00 47 8.9 1.2 

19 年６月期（予想） 200.00 200.00    

(注) 平成 17 年８月 19 日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
 
 
 
 
 

[添付資料] ※上記業績予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報に基づき、不確定な要素については仮定を置いた上
で、当社にて作成したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記業績予想と異なることがあり
ます。 
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[添付資料] 

１．財務諸表等 

(１) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30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  2,697,450  2,721,146 

２．受取手形  1,354  1,953 

３．売掛金  206,007  256,548 

４．仕掛品  197,701  238,648 

５．貯蔵品  2,647  1,398 

６．前渡金  －  149 

７．前払費用  7,967  10,636 

８．繰延税金資産  29,372  27,509 

９．信託受益権  499,594  448,000 

10. 抵当証券  500,000  500,000 

11．その他  11,005  4,853 

流動資産合計  4,153,101 96.7  4,210,843 93.0

    

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  34,035 41,514  

減価償却累計額  12,384 21,651 15,800 25,714 

(2）器具及び備品  81,592 99,865  

減価償却累計額  39,004 42,587 63,125 36,739 

有形固定資産合計  64,238 1.5  62,454 1.4

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  3,129  2,484 

(2）電話加入権  282  282 

無形固定資産合計  3,412 0.1  2,767 0.0

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  5,000  5,000 

(2）関係会社株式  10,000  180,000 

(3）長期前払費用  908  505 

(4）繰延税金資産  55  972 

(5）保険積立金  3,209  6,419 

(6）差入保証金  55,991  59,537 

投資その他の資産合計  75,164 1.7  252,434 5.6

固定資産合計  142,815 3.3  317,655 7.0

資産合計  4,295,916 100.0  4,528,499 100.0
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前事業年度 

（平成17年６月30日） 
当事業年度 

（平成18年６月30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．未払金  110,557  37,195 

２．未払費用  1,934  2,893 

３．未払法人税等  218,647  182,659 

４．未払消費税等  27,790  11,409 

５．前受金  414,839  288,405 

６．預り金  4,913  716 

流動負債合計  778,682 18.1  523,280 11.6

負債合計  778,682 18.1  523,280 11.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※1 830,115 19.3  － －

Ⅱ 資本剰余金    

１．資本準備金  1,668,164 －  

資本剰余金合計  1,668,164 38.8  － －

Ⅲ 利益剰余金    

１．任意積立金    

(1）別途積立金  10,000 －  

２．当期未処分利益  1,208,892 －  

利益剰余金合計  1,218,892 28.4  － －

Ⅳ 自己株式  △199,940 △4.6  － －

資本合計  3,517,233 81.9  － －

負債・資本合計  4,295,916 100.0  － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － －  833,614 18.4

２．資本剰余金    

(1）資本準備金  － 1,671,663  

資本剰余金合計  － －  1,671,663 36.9

３．利益剰余金    

(1）その他利益剰余金    

別途積立金  － 10,000  

繰越利益剰余金  － 1,689,880  

利益剰余金合計  － －  1,699,880 37.5

４．自己株式  － －  △199,940 △4.4

株主資本合計  － －  4,005,218 88.4

純資産合計  － －  4,005,218 88.4

負債・純資産合計  － －  4,528,499 100.0
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(２) 損益計算書 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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    

１．評価試験事業収入  1,697,695 2,088,353  

２．バイオマーカー開発事業収入  408,253 2,105,948 100.0 207,819 2,296,173 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．評価試験事業売上原価  470,407 643,826  

２．バイオマーカー開発事業売上原価  10,015 68,139  

３．バイオマーカー開発事業商品仕入高  － 480,422 22.8 872 712,839 31.0

売上総利益  1,625,526 77.2  1,583,333 69.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1､2 655,347 31.1  675,478 29.5

営業利益  970,179 46.1  907,855 39.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  261 352  

２．抵当証券利息  1,740 1,797  

３．助成金収入  1,462 1,643  

４．信託収益  － 664  

５．雑収入  898 4,362 0.2 8 4,466 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．事務所移転費用  － 8,659  

２．新株発行費  364 855  

３．自己株式取得費用  1,175 －  

４．雑損失  34 1,574 0.1 82 9,597 0.4

経常利益  972,967 46.2  902,724 39.3

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※3 － － 3,995 3,995 0.2

税引前当期純利益  972,967 46.2  898,728 39.1

法人税、住民税及び事業税  385,630 370,356  

法人税等調整額  15,275 400,905 19.0 945 371,301 16.1

当期純利益  572,061 27.2  527,426 23.0

前期繰越利益  636,831  － 

当期未処分利益  1,208,892  － 
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売上原価明細書 

イ．評価試験事業売上原価 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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   145,319 28.1  178,407 26.1

Ⅱ 経費 ※２  371,936 71.9  505,345 73.9

当期総製造費用   517,256 100.0  683,753 100.0

期首仕掛品たな卸高   150,852  197,701 

合計   668,108  881,454 

期末仕掛品たな卸高   197,701  237,626 

評価試験事業売上原価   470,407  643,826 

    

 

ロ．バイオマーカー開発事業売上原価 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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   10,015 100.0  56,299 81.4

Ⅱ 経費 ※２  － －  12,861 18.6

当期総製造費用   10,015 100.0  69,160 100.0

期首仕掛品たな卸高   －  － 

合計   10,015  69,160 

期末仕掛品たな卸高   －  1,020 

バイオマーカー開発事業売上原価   10,015  68,139 

    

 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 １ 原価計算の方法  １ 原価計算の方法 

(1) 評価試験事業 (1) 評価試験事業 

  個別原価計算制度を採用しております。 同左 

(2) バイオマーカー開発事業 (2) バイオマーカー開発事業 

  個別原価計算制度を採用しております。 同左 

※２ 経費の主な内訳 ※２ 経費の主な内訳 

(1) 評価試験事業 (1) 評価試験事業 
 

検査関連費 291,156千円

減価償却費 5,782千円
  

 
検査関連費 380,881千円

減価償却費 8,243千円
  

(2) バイオマーカー開発事業 (2) バイオマーカー開発事業 

────── 
 

検査関連費 12,861千円
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(３) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

利益処分計算書 

  
前事業年度 
株主総会承認日 

（平成17年９月29日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,208,892 

Ⅱ 利益処分額    

  １．配当金  46,438 46,438 

Ⅲ 次期繰越利益   1,162,454 

    

 

株主資本等変動計算書 

 当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
区分 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金
合計 

別途 
積立金

繰越利益
剰 余 金

利益 
剰余金
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

純資産
合計 

 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

平成17年６月30

日 残高 
830,115 1,668,164 1,668,164 10,000 1,208,892 1,218,892 △199,940 3,517,233 3,517,233

事業年度中の変

動額 
    

新株の発行 3,499 3,499 3,499 － － － － 6,998 6,998

剰余金の配当 － － － － △46,438 △46,438 － △46,438 △46,438

当期純利益 － － － － 527,426 527,426 － 527,426 527,426

事業年度中の変

動額合計 
3,499 3,499 3,499 － 480,987 480,987 － 487,985 487,985

平成18年６月30

日 残高 
833,614 1,671,663 1,671,663 10,000 1,689,880 1,699,880 △199,940 4,005,218 4,005,218
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(４) キャッシュ・フロー計算書 

 当事業年度より連結財務諸表を作成しているため、当事業年度については、連結財務諸表において記載しておりま

す。 

  
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日）

区分 
注記
番号

金額（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  972,967 

減価償却費  26,790 

受取利息及び配当金  △261 

売上債権の増加額  △190,148 

たな卸資産の増加額  △47,018 

前受金の増加額  158,147 

未払消費税等の減少額  △7,246 

新株発行費  364 

その他  66,485 

小計  980,080 

利息及び配当金の受取額  266 

法人税等の支払額  △449,317 

営業活動によるキャッシュ・フロー  531,029 

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  △24,819 

敷金保証金の差入による支出  △10,278 

信託受益権の純減少額  405 

抵当証券の純減少額  0 

投資有価証券の取得による支出  △5,000 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △39,691 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △39,271 

株式の発行による収入  1,435 

自己株式の取得による支出  △201,115 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △238,950 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  252,386 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,445,063 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,697,450 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

(1)子会社株式及び関連会社株式 (1)子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

同左 

(2)その他有価証券 (2)その他有価証券 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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。 

同左 

仕掛品 仕掛品 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

同左 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ３．固定資産の減価償却の方

法 定率法を採用しております。 

なお、主要な耐用年数は次のとおりで

あります。 

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては定額法）を採用しております。

なお、主要な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物        10～24年 

器具及び備品    ３～15年 

建物        10～50年 

器具及び備品    ３～15年 

 (2)無形固定資産 (2)無形固定資産 

 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。 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 新株発行費 

  支出時に全額費用として処理しており

ます。 

同左 

 

５．引当金の計上基準 貸倒引当金 貸倒引当金 

 債権の貸倒れ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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

なお、貸倒実績及び貸倒懸念債権等特

定の債権がないため、当期は貸倒引当金

を計上しておりません。 

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。 

 

────── 

 

７．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金及び随時引き出し可能な預金

からなっております。 
────── 

消費税等の処理方法 ８．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。 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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。 

 

────── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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4,005,218千

円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（損益計算書） （損益計算書） 

 前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「抵当証券利息」は、営業外収益の総額の100

分の10を超えたため当期より区分掲記しております。 

 なお、前期における「抵当証券利息」は683千円であり

ます。 

 前期まで営業外収益の「雑収入」に含めて表示してお

りました「信託収益」は、営業外収益の総額の100分の10

を超えたため当期より区分掲記しております。 

 なお、前期における「信託収益」は239千円であります。

 

追加情報 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（法人事業税の外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「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)が公表されたことに伴い、当事

業年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割11,036千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。 

 

────── 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30日） 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 
 

授権株式数      普通株式 431,984株

発行済株式総数    普通株式 116,556株
  

※１ 

────── 
   

※２ 自己株式 

当社が保有する自己株式は、普通株式459株であり

ます。 

 

※２ 

────── 
 
  

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は10％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は90％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は12％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は88％であ

ります。 

 主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

役員報酬 62,310千円

給料手当 57,907千円

広告宣伝費 35,530千円

減価償却費 5,801千円

支払手数料 101,106千円

研究開発費 259,134千円

地代家賃 31,256千円
  

 
役員報酬 62,360千円

給料手当 73,766千円

広告宣伝費 50,594千円

減価償却費 8,264千円

支払手数料 100,481千円

研究開発費 205,452千円

地代家賃 51,845千円
  

※２ 研究開発費はすべて一般管理費に含まれており、

その総額は※１に記載のとおりであります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

※２ 研究開発費はすべて一般管理費に含まれており、

その総額は※１に記載のとおりであります。 

主要な費目及び金額は次のとおりであります。 
 

委託研究費 22,904千円

役員報酬 18,000千円

給料手当 47,581千円

外注検査費 42,781千円
  

 
委託研究費 23,809千円

役員報酬 18,000千円

給料手当 54,049千円

外注検査費 24,827千円
  

※３  

────── 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 3,995千円
 

 

（株主資本等変動計算書関係） 

 当事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前期末株式数 
（株） 

当期増加株式数 
（株） 

当期減少株式数 
（株） 

当期末株式数 
（株） 

自己株式      

 普通株式 （注） 459 459 － 918 

合計  459 459 － 918 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、平成 17 年８月 19 日付の株式分割（１：２）による増加であります。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30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６月30日現在）
 

現金及び預金勘定 2,697,450千円

現金及び現金同等物 2,697,450千円
  
 

（リース取引関係） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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 

 

 

 
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）

車両運搬具 － － －

合計 － － －
  

 

２．未経過リース料期末残高相当額  
 

１年内 －千円

１年超 －千円

合計 －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 

 

 
支払リース料 930千円

減価償却費相当額 869千円

支払利息相当額 60千円
  

 

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、残存価額を当該残価保

証額とする定額法によっております。 

 

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、各期への配分方法は定額法によ

っております。 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成 17 年６月 30 日現在） 

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） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

5,000 

 

当事業年度（平成 18 年６月 30 日現在） 

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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

前事業年度 
（平成17年６月30日） 

当事業年度 
（平成18年６月30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

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

内訳 
 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 15,855千円

試験研究費否認 13,516千円

小計 29,372千円

繰延税金資産（固定） 

減価償却超過額 55千円

     小計 55千円

繰延税金資産合計 29,427千円
  

 
繰延税金資産（流動） 

未払事業税 14,626千円

試験研究費否認 12,883千円

小計 27,509千円

繰延税金資産（固定） 

その他 972千円

     小計 972千円

繰延税金資産合計 28,482千円
  

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要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下であ

るため、注記を省略しております。 

同左 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自 平成 16 年７月１日 至 平成 17 年６月 30 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７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

 
１株当たり純資産額 30,295.64円

１株当たり当期純利益金額 4,938.85円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

4,547.03円

  

 
１株当たり純資産額 16,932.09円

１株当たり当期純利益金額 2,250.72円

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 

2,097.43円

  
（注）１.１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益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７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

損益計算書上の当期純利益（千円） 572,061 527,426 

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） （－） （－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 572,061 527,426 

普通株式の期中平均株式数（株） 115,829 234,337 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 9,981 17,126 

（うち新株予約権） （9,981） （17,126）

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９月28日開催の定時株

主総会決議による平成17年８月29

日発行の新株予約権（ストックオ

プション）238個（普通株式476株）。

２.株式分割について 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
 至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
 至 平成18年６月30日） 

当社は、平成16年８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

合の前期における１株当たり情報の各数値はそれぞれ以

下のとおりとなります。 

当社は、平成17年８月19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

合の前期における１株当たり情報の各数値はそれぞれ以

下のとおりとなります。 

  
１株当たり純資産額 27,448.44円

１株当たり当期純利益金額 3,928.96円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

3,621.01円
 

  
１株当たり純資産額 15,147.82円

１株当たり当期純利益金額 2,469.42円

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額 

2,273.51円

  
 

（1 株当たりの指標遡及修正値) 

決算短信に記載されている１株当たり指標を、当事業年度末の数値を基準としてこれまでに実施した株式分割等に伴

う希薄化を調整した数値に表示しますと、以下のとおりとなります。 

前事業年度 当事業年度  

中間 期末 中間 期末 

       円  銭 円  銭 円   銭 円   銭

１株当たりの当期純利益 813    94 2,469      42 843    71 2,250      72  

１株当たりの配当金         － 200     00         － 200     00 

１株当たりの純資産 13,554    61 15,147      82 15,670    46 16,932      09 

 （注）平成 17 年８月 19 日付をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

（ストックオプション） 

１．平成16年９月28日開催の当社の定時株主総会決議に

基づき、平成17年８月29日開催の取締役会において、

当社の取締役及び従業員に対して、商法第280条ノ20

及び商法280条ノ21の規定に基づき、新株予約権の発行

を決議いたしました。 

２．平成17年９月29日開催の当社の定時株主総会におい

て、当社及び当社子会社の取締役及び従業員並びに社

外のコンサルタント及び協力者に対して、商法第280

条ノ20及び商法第280条ノ21の規定に基づき、新株予約

権の発行を決議いたしました。 

（株式分割） 

 平成17年５月13日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、次のように株式分割による新株式を発行しておりま

す。 

１．平成17年８月19日付をもって普通株式を１株につ

き２株に分割する。 

(1）分割により増加する株式数 

普通株式116,556株 

(2）分割方法 

 平成 17 年６月 30 日最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載または記録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７月１日 

 これにより発行済株式総数は233,112株となりました。

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前

期における１株当たり情報及び当期首に行われたと仮定

した場合の当期における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 

13,724.22円 15,147.82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

1,964.48円 2,469.42円
潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当た
り当期純利益金額 

1,810.50円 2,273.51円 

（（株）ビービーラボラトリーズの子会社化について）

当社は、新たに化粧品製造販売業への進出を目的とし

て、平成18年７月３日開催の取締役会において、化粧品

製造販売業を営む（株）ビービーラボラトリーズの株式

を100％保有している持株会社である有限会社コアの株

式を100％取得し、子会社化する方針を決議いたしまし

た。 

当該決議に従い、平成18年７月４日付で同社の株式を

60株取得し、連結子会社としました。 

１．株式取得の相手会社等の名称 

田中 拓也、田中 礼央、田中 義信、 

田中 洋子 

２．買収する会社の名称、事業内容、規模 

   名  称：有限会社コア 

   事業内容：化粧品の販売及び有価証券の保有 

   規  模： 

    平成17年９月期 

     売上高       19,117千円 

     経常損失      4,925千円 

     総資産       93,426千円 

     純資産       61,741千円 

３．有限会社コアの子会社化に伴い連結対象となる会社

の名称、事業内容、規模 

   名  称：株式会社ビービーラボラトリーズ 

   事業内容：化粧品の製造販売業 

   規  模： 

    平成17年６月期 

     売上高     1,412,849千円 

     経常利益      9,575千円 

     総資産      571,718千円 

     純資産      233,244千円 

４．株式取得の時期 

   平成18年７月４日 

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

   取得株式数        60株 

   取得価額      790百万円 

   取得後持分比率     100％ 

６．支払資金の調達及び支払方法 

支払資金については、保有する現金及び預金により

支払う予定であります。 
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６．役員の異動 

(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 

  ①新任取締役候補 

    取締役 小池眞也（現 企画室長） 

 

(３) 就任予定日 

  平成 18 年９月 28 日 

 

 


