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１．四半期業績の概況の作成等にかかる事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

 

２．平成19年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益
当期純利益又は
四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年５月期第１四半期 36 － △244 － △226 － △226 －

平成18年５月期第１四半期 － － － － －  － －

（参考）18年５月期 699  △390  △369  △929  

１株当たり当期純利益又は
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年５月期第１四半期 △1,948 43 － －

平成18年５月期第１四半期 － － － －

（参考）18年５月期 △8,246 6 － －

（注）１．四半期の売上高等についての開示は、平成19年５月期第１四半期より実施しておりますので、前年同四半期の

実績ならびに比較は行っておりません。

２．百万円未満の数字は、切り捨て表示をしております。

 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第1四半期会計期間（平成18年６月１日～平成18年８月31日）の業績は、売上高36百万円、営業損失244百万円、

経常損失226百万円となりました。

　当グループは（当社および連結子会社1社）、白血球等の細胞の走化性解析技術であるTAXIScan™テクノロジーを

基盤とする様々な細胞解析手法の開発、同テクノロジーによるハイスループット型大規模化解析機器、簡易型細胞

走化性解析機器の開発・販売・サービス提供およびその他の創薬ツール開発ならびに細胞走化性解析テクノロジー

により発見あるいは再発見された物質を元にした創薬および創薬関連の研究開発を行っております。

　当第1四半期においては、細胞走化性解析関連事業におきましては平成17年12月に締結しましたAstraZeneka PLC

との共同研究において走化性解析の観点から喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、その他の自己免疫疾患分野におけ

る患者のプロファイリング、セグメンテーションによる診断法確立に向け研究開発を着実に進展させております。
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(2）財政状態（連結）の変動状況

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

平成19年5月期第１四半期 4,204 3,802 90.4 32,459 26

平成18年5月期第１四半期 － － － － －

（参考）18年5月期 4,509 4,017 89.1 34,640 90

（注）１．四半期の財政状態についての開示は、平成19年５月期第１四半期より実施しておりますので、前年同四半期の

実績の記載は行っておりません。

２．百万円未満の数字は、切り捨て表示をしております。

 

　(3）連結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
第１四半期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年５月期第１四半期 △432 △269 17 2,681

平成18年５月期第１四半期 － － － －

（参考）18年５月期 △170 △537 155 3,366

 （注）１．四半期の財政状態についての開示は、平成19年5月期第１四半期より実施しておりますので、前年同四半期の

実績の記載は行っておりません。

 ２．百万円未満の数字は、切り捨て表示をしております。

 

［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（平成18年６月１日～平成18年８月31日）の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は

 305百万円減少し、純資産は215百万円減少しました。

 　　　　営業活動によるキャッシュ・フローは432百万円のマイナスとなりました。これは主に、減価償却費35百万円の

 　　　一方、税金等調整前第１四半期純損失226百万円、仕入債務の減少額128百万円、たな卸資産の増加額83百万円等

 　　　によるものです。

 　　　　投資活動によるキャッシュ・フローは269百万円のマイナスとなりました。これは主に、有形固定資産の取得に

 　　　よる支出238百万円、敷金保証金の差入れによる支出30百万円によるものです。

 　　　　財務活動によるキャッシュ・フローは17百万円のプラスとなりました。これは主に、新株予約権の行使による

 　　　増加10百万円によるものです。

 　　　　以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前期末残高より684百万円減少し、2,681百万円と

 　　　なりました。

 

３．平成19年５月期の連結業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 1,040～510 △1,380～△2,020 △1,380～△2,020 

(参考)1株あたり予想当期純利益(通期)　△11,787円39銭～△17,244円32銭 

 　　　　　 1株あたり予想当期純利益は、平成18年8月末現在の発行済株式数117,140株により算出しております。

 

 　　 ［業績予想に関する定性的情報等］

 　　　　当会計年度第１四半期（３ヶ月間）での売上高については、癌治療薬開発プロジェクトをはじめとした各創薬

 　　　プロジェクトの研究開発を促進するととともに機器販売や再生美容医療事業などの拡大を図っていく予定であり

 　　　ます。この結果、通期の業績見通しにつきましては、前回発表の業績予想(平成18年７月10日)と変わらず、売上

 高1,040～510百万円、経常損失1,380～2,020百万円、当期純損失1,380～2,020百万円を見込んでおります。

（ご注意）業績予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実要因に関しての仮定を前提とし

ています。実際の業績は今後様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。
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【第１四半期連結貸借対照表】

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日）

区分 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 2,681,728   3,366,579   

２．売掛金 421,795   416,266   

３．たな卸資産 256,417   172,890   

４．その他　　　　　　※２ 107,387   60,032   

流動資産合計  3,467,329 82.5  4,015,770 89.0

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産　　　※１       

(1）建物 38,302   18,305   

(2）工具器具及び備品 424,778   232,101   

有形固定資産合計 463,081  11.0 250,406  5.6

２．無形固定資産 4,902  0.1 4,993  0.1

３．投資その他の資産 268,817  6.4 238,411  5.3

固定資産合計  736,801 17.5  493,810 11.0

資産合計  4,204,130 100.0  4,509,581 100.0

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．買掛金 10,450   138,808   

２．１年内返済予定長期借入金 80,000   80,000   

３．未払金 92,376   36,659   

４．未払法人税等 3,259   7,844   

５．その他 35,124   54,534   

流動負債合計  221,210 5.3  317,846 7.0

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金 180,642   174,027   

固定負債合計  180,642 4.3  174,027 3.9

負債合計  401,852 9.6  491,873 10.9
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当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月31日）

区分 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  1,890,900 45.0  1,885,100 41.8

　２．資本剰余金  3,017,536 71.8  3,011,736 66.8

　３．利益剰余金  △1,106,158 △26.3  △879,184 △19.5

　　株主資本合計  3,802,278 90.4  4,017,652 89.1

Ⅱ　新株予約権  － －  56 0.0

　純資産合計  3,802,278 90.4  4,017,707 89.1

　負債純資産合計  4,204,130 100.0  4,509,581 100.0
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【第１四半期連結損益計算書】

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  36,993 100.0  699,638 100.0

Ⅱ　売上原価  18,295 49.5  167,768 24.0

売上総利益  18,698 50.5  531,869 76.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  263,358 711.9  922,813 131.9

営業損失  244,659 △661.4  390,944 △55.9

Ⅳ　営業外収益　　　　※１  22,921 62.0  60,586 8.7

Ⅴ　営業外費用　　　　※２  4,813 13.0  38,833 5.6

経常損失  226,552 △612.4  369,191 △52.8

Ⅵ　特別利益  56 0.2  480 0.1

Ⅶ　特別損失          ※３  － －  559,351 79.9

税金等調整前当期純損失ま
たは税金等調整前第１四半
期純損失

 226,496 △612.3  928,062 △132.6

法人税、住民税及び事業税  477 1.3  1,820 0.3

当期純損失又は第１四半期
純損失

 226,973 △613.5  929,882 △132.9
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（参考資料）

【第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

  

税金等調整前当期純損失
又は税金等調整前第１四
半期純損失

△226,496 △928,062

減価償却費 35,319 133,665

減損損失 － 547,697

受取利息 △513 △133

支払利息 1,091 4,313

新株発行費 1,126 1,878

事務所移転費用 － 4,162

有形固定資産売却益 － △356

売上債権の減少額又は増
加額（△）

△5,528 155,001

たな卸資産の増加額 △83,526 △139,445

未収消費税等の減少また
は増加額（△）

598 △39,450

その他流動資産の増加額 △50,633 △13,770

仕入債務の増加額又は減
少額（△）

△128,358 77,727

未払消費税等の減少額 － △5,561

預り金の増加額 521 929

前受金の増加額又は減少
額（△）

△23,293 39,276

その他流動負債の増加額 48,499 1,097

小計 △431,194 △161,028

利息の受取額 513 133

利息の支払額 － △4,347

事務所移転費用 － △4,084

法人税等の支払額 △1,910 △1,620

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△432,591 △170,946
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当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分 金額（千円） 金額（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

△238,561 △214,819

有形固定資産の売却によ
る収入

－ 2,050

無形固定資産の取得によ
る支出

△237 △3,406

投資有価証券の取得によ
る支出

－ △120,198

連結の範囲の変更を伴う
子会社株式の取得による
支出

－ △90,000

敷金保証金の差入れによ
る支出

△30,494 △64,355

敷金保証金の返還による
収入

－ 4,391

保険積立金の積立による
支出

－ △51,291

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△269,292 △537,630

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

  

長期借入れによる収入 6,615 54,027

株式の発行による収入 10,418 101,821

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

17,033 155,848

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減少
額

△684,851 △552,727

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,366,579 3,919,307

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１
四半期末（期末）残高

2,681,728 3,366,579

  

－ 7 －



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
当第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．連結の範囲 連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称

   株式会社メディシスサイエンス

　

　　  

連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称

 　株式会社メディシスサイエンス

 　株式会社メディシスサイエンスについ

 ては、平成18年３月28日に株式を取得し

 たため、同日から連結会計年度末日まで

 の期間を当連結会計年度から連結の範囲

 に含めることといたしました。

２．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）関係会社株式

移動平均法による原価法

（2）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

(1）関係会社株式

 　同左

（2）その他有価証券

 　同左

３．資産の評価基準及び評価

方法

(1）デリバティブ

時価法

但し、金利スワップについて特例処理

の条件を充たしている場合には、時価

評価をしておりません。

(1）デリバティブ

 　同左

(2）たな卸資産

①商品

移動平均法に基づく原価法

②仕掛品

個別法に基づく原価法

③貯蔵品

実験用薬品

移動平均法に基づく原価法

その他

最終仕入原価法に基づく原価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

②仕掛品

同左

③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　　　　　　　　　　３～15年

工具器具及び備品　　　　３～10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。

なお、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

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
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特例処理の条件

を充たしている場合には特例処理を採

用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、金利変動リス

クをヘッジしております。

当四半期会計期間にヘッジ会計を適用

したヘッジ対象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方

　　針

　　同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップに

ついては、有効性の評価を省略してお

ります。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　　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

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

(1）消費税等の会計処理

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

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
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注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は371,305千円であ

ります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額は336,402千円であ

ります。

※２．消費税等の取扱い ※２．　　　　　　　　　 －

　仮払消費税及び仮受消費税は、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。

（四半期連結損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

為替差益　　　　　　　　　　　 22,083千円 助成金収入　　　　　　　 　　　56,997千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　　　　　　　　1,091千円 支払利息　　　　　　　　 　　 　4,313千円

新株発行費　　　　　　　　　　  1,126千円 為替差損　　　　　　　　　　   32,642千円

※３．　　　　　　　－ ※３． 特別損失のうち主要なもの

 連結調整勘定償却　　　　　　  547,697千円

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 　　　34,903千円 有形固定資産　　　　 　　　　 132,448千円

無形固定資産　　　　　　　　　　　328千円 無形固定資産　　　　　　　        913千円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

現金及び現金同等物の四半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

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８月31日現在）

現金及び預金勘定 　　　　　　　　　 2,681,728千円

（平成18年５月31日現在）

現金及び預金勘定　　　　　　　　　 3,366,579千円

現金及び現金同等物 　　　　　　　　 2,681,728千円 現金及び現金同等物 　　　　　　　  3,366,579千円

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表規則第５条の３の規定に準じて、記載を

省略しております。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載

を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。

 

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

（4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

（5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 32,459.26円

１株当たり四半期純損失金額 1,948.43円

１株当たり純資産額 34,640.90円

１株当たり当期純損失金額 8,246.06円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、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金額につい

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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当第１四半期純損失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。

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益金額   

 当期純損失又は四半期純損失（千円） 226,973 929,882

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損失又は四半期純損失

（千円）
226,973 929,882

期中平均株式数（株） 116,490 112,767

 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） 1,160 7,210

 （うち新株予約権）（株） 　　(1,160) (7,050)

 （うち旧商法に基づき発行された新株引受

　権付社債の新株引受権）（株）
－ (160)

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

－　　　　　　　　

 

－
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。
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（財）財務会計基準機構会員
 

平成19年５月期　第１四半期財務・業績の概要（個別）
 平成１８年１０月　６日

上場会社名　株式会社エフェクター細胞研究所 （コード番号：4567　名証セントレックス）

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

代表者　　      役職名  代表取締役社長　　　　金ヶ崎　士朗

問合せ先責任者　役職名　経営企画部長　　　　　芥　照夫  　ＴＥＬ(03)5428-2307

１．四半期業績の概況の作成等にかかる事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　無

②　最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

 

２．平成19年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成18年８月31日）

(1）経営成績（個別）の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益
当期純利益又は
四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成19年５月期第１四半期 36 △9.2 △226 － △204 － △205 －

平成18年５月期第１四半期 40 － △121 － △121 － △124 －

（参考）18年５月期 699  △380  △357  △615  

１株当たり当期純利益又は
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

平成19年５月期第１四半期 1,761 8 － －

平成18年５月期第１四半期 1,134 90 － －

（参考）18年５月期 5,459 21 － －

 （注）１．百万円未満の数字は、切り捨て表示をしております。

 　　　２．売上高、営業損失等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

 

(2）財政状態（個別）の変動状況

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

平成19年５月期第１四半期 4,538 4,138 91.2 35,328 39

平成18年５月期第１四半期 5,034 4,729 94.0 43,063 10

（参考）18年５月期 4,821 4,331 89.8 37,350 54

（注）１．百万円未満の数字は、切り捨て表示をしております。

 

３．平成19年５月期の業績予想（平成18年６月１日～平成19年５月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 940～460 △1,370～△1,950 △1,370～△1,950 

 

 （ご注意）業績予想は、現時点において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実要因に関しての仮定を前提と

  　　　　 しています。実際の業績は今後様々な要因により上記の予想とは異なる可能性があります。
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【第１四半期貸借対照表】

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間末
（平成17年８月31日）

増減
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１．現金及び預金  2,421,482   4,666,144   △2,244,661 △48.1 3,346,888   

２．売掛金  421,795   35,397   386,397
1,091.

6
416,266   

３．たな卸資産  256,401   74,130   182,270 245.9 172,856   

４．その他　　 ※２ 99,003   16,487   82,515 500.5 58,860   

流動資産合計   3,198,682 70.5  4,792,160 95.2 △1,593,477 △33.3  3,994,872 82.8

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産　　　※１            

(1）建物  38,302   8,342   29,960 359.1 18,305   

(2）工具器具及
び備品

 424,616   182,828   241,787 132.2 231,918   

有形固定資産
合計

 462,919  10.2 191,171  3.8 271,748 142.1 250,224  5.2

２．無形固定資産  4,764  0.1 3,407  0.1 1,357 39.8 4,848  0.1

３．投資その他の
資産

 872,056  19.2 47,358  0.9 824,698
1,741.

4
571,948  11.9

固定資産合計   1,339,740 29.5  241,937 4.8 1,097,803 453.8  827,021 17.2

資産合計   4,538,423 100.0  5,034,097 100.0 △495,674 △9.8  4,821,893 100.0

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  10,450   33,468   △23,017 △68.8 138,808   

２．１年内返済長
期借入金

 80,000   －   80,000 － 80,000   

２．未払金  91,437   46,375   45,062 97.2 36,223   

３．未払法人税等  2,981   2,960   21 0.7 7,724   

４．新株引受権  －   56   △56 － －   

５．その他  34,544   13,758   20,786 151.1 53,138   

流動負債合計   219,414 4.8  96,618 1.9    315,894 6.6

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金  180,642   207,859     174,027   

固定負債合計   180,642 4.0  207,859 4.1    174,027 3.6

負債合計   400,056 8.8  304,477 6.0    489,921 10.2
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当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間末
（平成17年８月31日）

増減
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資本の部）             

Ⅰ　資本金   － －  1,838,150 36.5    － －

Ⅱ　資本剰余金             

１．資本準備金  －   2,964,786     －   

資本剰余金合計   － －  2,964,786 58.9    － －

Ⅲ　利益剰余金             

１．当期未処分利益又は

第１四半期未処理

損失（△）

 －   △73,316     －   

利益剰余金合計   － －  △73,316 △1.5    － －

資本合計   － －  4,729,619 94.0    － －

負債資本合計   － －  5,034,097 100.0    － －

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１．資本金   1,890,900 41.7  － －    1,885,100 39.1

　２．資本剰余金             

（1）資本準備金  3,017,536   －     3,011,736   

資本剰余金合計   3,017,536 66.5  － －    3,011,736 62.4

　３．利益剰余金             

（1）その他利益剰
余金

            

　　 繰越利益剰余金  △770,069   －     △564,920   

　　 利益剰余金合計   △770,069 △17.0  － －    △564,920 △11.7

株主資本合計   4,138,367 91.2  － －    4,331,915 89.8

Ⅱ　新株予約権   － －  － －    56 0.0

純資産合計   4,138,367 91.2  － －    4,331,971 89.8

負債資本合計   4,538,423 100.0  － －    4,821,893 100.0
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【第１四半期損益計算書】

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   36,880 100.0  40,623 100.0 △3,742 △9.2  699,525 100.0

Ⅱ　売上原価   18,253 49.5  23,993 59.1 △5,740 △23.9  167,726 24.0

売上総利益   18,627 50.5  16,630 40.9 1,997 12.0  531,798 76.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  244,862 663.9  138,160 340.1 106,702 77.2  912,594 130.5

営業損失   226,235 △613.4  121,529 △299.2
△

104,705
86.2  380,795 △54.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  25,189 68.3  917 2.3 24,271
2,645.

3
 62,224 8.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  3,753 10.2  1,357 3.3 2,396 176.6  38,833 5.6

経常損失   204,799 △555.3  121,969 △300.2 △82,829 67.9  357,405 △51.1

 Ⅵ  特別利益   56 0.2  － － 56 －  480 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  － －  1,605 4.0 △1,605 －  256,903 36.7

税引前当期純
損失又は税引
前第１四半期
純損失

  204,743 △555.1  123,575 △304.2 △81,168 65.7  613,828 △87.7

法人税、住民
税及び事業税

  405 1.1  439 1.1 △34 △7.8  1,790 0.3

当期純損失又
は第１四半期
純損失

  205,148 △556.2  124,014 △305.3 △81,133 65.4  615,618 △88.0

前期繰越利益
又は前期繰越
損失（△）

  － －  50,698  － －  － －

当期未処理損
失又は第１四
半期未処理損
失

  － －  73,316  － －  － －
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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
当第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1）関係会社株式

移動平均法による原価法

 (2）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

(1）－

 

 (2）－

(1）関係会社株式

 　  移動平均法による原価法

 (2）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

２．資産の評価基準及び

評価方法

(1）デリバティブ

時価法

但し、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充

たしている場合には、時

価評価をしておりません。

(1）デリバティブ

同左

 

(1）デリバティブ

 　同左

(2）たな卸資産

①商品

移動平均法に基づく原価法

②仕掛品

個別法に基づく原価法

③貯蔵品

実験用薬品

移動平均法に基づく原価法

その他

最終仕入原価法に基づく原

価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

 

②仕掛品

同左

③貯蔵品

同左

 

 

 

(2）たな卸資産

①商品

同左

 

②仕掛品

同左

③貯蔵品

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　　　　３～15年

工具器具及び備品

３～10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

 

(2）無形固定資産

  同左

４．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 同左
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特

例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、

金利変動リスクをヘッジ

しております。

当四半期会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

同左

 

 

 

 

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

　　象、ヘッジ方針

　　同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　　同左

６．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

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

同左

(1）消費税等の会計処理

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 
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注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間末
（平成17年８月31日）

前事業年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は371,263千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は227,953千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は336,379 千円であります。

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．　　　　　－

　仮払消費税及び仮受消費税は、

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。

　同左  　　　

（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．          － ※１．営業外収益のうち主要なもの

 　　　　為替差益　　　 22,083千円  助成金収入 　　56,997千円

※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

支払利息 　　　 1,091千円 支払利息　　　　1,086千円 為替差損　　   32,642千円

 新株発行費　　 　 224千円 支払利息　　　　4,313千円

※３．         － ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

 事務所移転費用　1,539千円 　　　   貸倒引当金繰入245,250千円

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 　34,883千円 有形固定資産 　21,753千円 有形固定資産  132,433千円

無形固定資産　    320千円 無形固定資産　　　307千円 無形固定資産      908千円

（リース取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表規則第５条の３の規定に準じて、記載を

省略しております。

前第１四半期会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年８月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表規則第５条の３の規定に準じて、記載を

省略しております。

前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記載

を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

当第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。

前第１四半期会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成17年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。
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 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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前事業年度（自　平成17年６月１日　至　平成18年５月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

（4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

（5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり純資産額 35,328.39円

１株当たり四半期純損失

金額
1,761.08円

１株当たり純資産額 43,063.10円

１株当たり四半期純損失

金額
1,134.90円

１株当たり純資産額 37,350.54円

１株当たり当期純利益金

額
5,459.21円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、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株当たり四

半期純利益金額については、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

期純利益金額については、当期純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。
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 （注）　 １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当第１四半期純損失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。

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

１株当たり当期純利益金額    

当期純損失又は四半期純損失

（千円）
205,148 124,014 615,618

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又は

四半期純損失（△）

（千円）

205,148 124,014 615,618

期中平均株式数（株） 116,490 109,274 112,767

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） 1,160 1,060 7,210

 （うち新株予約権）（株）  (1,160) 　　(900)  (7,050)

 （うち旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権付社債の新株

引受権）（株）

 －  (160) (160) 

 （うち旧商法第280条ノ19の規

定に基づき付与された新株引

受権）（株）

－ － － 

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

－　　　　　　　　 －　　　　　　　　 －
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（重要な後発事象）

当第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

前第１四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成17年８月31日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。
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