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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９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９月中間期 201 △19.1 △356 ― △336 ―

17年９月中間期 248 △12.6 △443 ― △449 ―

18年３月期 470 △920 △928

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭

18年９月中間期 △339 ― △3,116 52

17年９月中間期 △482 ― △6 56

18年３月期 △964 △11 71
（注）①期中平均株式数（次頁注記参照） 18年９月中間期 109,061株 17年９月中間期 73,437,498株 18年３月期 82,341,502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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （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

18年９月中間期 4,500 4,070 90.5 37,327 04

17年９月中間期 3,032 1,907 62.9 24 71

18年３月期 5,138 4,418 86.0 40 51
（注）①期末発行済株式数（次頁注記参照） 18年９月中間期 109,061株 17年９月中間期 77,179,254株 18年３月期 109,061,254株

②期末自己株式数（次頁注記参照） 18年９月中間期 14株 17年９月中間期 7,548株 18年３月期 14,192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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 370～500 △640～△750 △680～△790 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△6,235円04銭　～　△7,243円65銭　　（次頁注記参照）

３．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 0 0 0

19年３月期（実績） ― ―
―

19年３月期（予想） ― ―

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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平成19年３月期　個別中間財務諸表の概要　注記

１．株式併合

平成18年６月28日開催の定時株主総会決議に基づき、平成18年９月30日付で当社発行済株式1,000株を１株に併合いた

しました。なお、株式併合に併せて１単元の株式の数の定めを廃止いたしました。

２．期中平均株式数

平成18年９月中間期の期中平均株式数につきましては、平成18年４月１日に株式併合があったものとみなして算出し

ております。

３．１株当たり情報

平成17年４月１日に株式併合が行われたと仮定した場合における１株当たり情報は、次のとおりです。

１株当たり中間
（当期）純利益

１株当たり中間
（年間）配当金

１株当たり純資産

平成17年９月中間期  △6円56銭 ―  24円71銭

〔株式併合後換算額〕 〔△6,564円25銭〕 ―  〔24,711円86銭〕

平成18年３月期  △11円71銭 ―  40円51銭

〔株式併合後換算額〕 〔△11,711円34銭〕 ― 〔40,513円51銭〕

平成18年９月中間期  △3,116円52銭 ―  37,327円04銭
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６．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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  1,474,289   739,710   1,014,382   

２　受取手形  ―   211   ―   

３　売掛金  55,406   64,534   71,728   

４　有価証券  349,915   2,498,477   2,998,289   

５　たな卸資産  102,672   50,981   71,665   

６　その他 ※３ 89,557   37,978   83,975   

貸倒引当金  △55   △72   △90   

流動資産合計   2,071,785 68.3  3,391,821 75.4  4,239,951 82.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  399,677   372,996   385,644   

(2）工具器具及び備品  150,834   116,518   132,943   

(3）その他  79,850   64,839   71,812   

有形固定資産合計  630,362   554,354   590,400   

２　無形固定資産  43,999   24,823   33,432   

３　投資その他の資産  286,517   529,095   275,090   

固定資産合計   960,879 31.7  1,108,272 24.6  898,923 17.5

資産合計   3,032,664 100.0  4,500,094 100.0  5,138,875 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　短期借入金  360,000   160,000   160,000   

２　１年内返済予定長期
借入金

 44,000   44,000   44,000   

３　未払金  78,276   47,627   79,753   

４　前受金  26,665   11,316   36,598   

５　１年内償還予定社債  200,000   ―   200,000   

６　１年内償還予定新株
予約権付社債 

 200,000   ―   ―   

７　その他  36,083   38,873   45,555   

流動負債合計   945,026 31.2  301,817 6.7  565,908 11.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  156,000   112,000   134,000   

２　その他  24,401   15,352   20,523   

固定負債合計   180,401 5.9  127,352 2.8  154,523 3.0

負債合計   1,125,427 37.1  429,169 9.5  720,431 14.0

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   3,346,885 110.3  ― ―  4,855,225 94.5

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  3,426,094   ―   4,917,755   

資本剰余金合計   3,426,094 113.0  ― ―  4,917,755 95.7

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処理
損失

 4,900,766   ―   5,383,031   

利益剰余金合計   △4,900,766 △161.6  ― ―  △5,383,031 △104.8

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  35,998 1.2  ― ―  30,276 0.6

Ⅴ　自己株式   △975 △0.0  ― ―  △1,782 △0.0

資本合計   1,907,236 62.9  ― ―  4,418,444 86.0

負債資本合計   3,032,664 100.0  ― ―  5,138,875 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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   ― ―  4,855,225 107.9  ― ―

２　利益剰余金           

(1) その他利益剰余金           

繰越利益剰余金  ―   △805,166   ―   

利益剰余金合計   ― ―  △805,166 △17.9  ― ―

３　自己株式   ― ―  △1,782 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ―  4,048,276 90.0  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

１　その他有価証券評価
差額金

  ― ―  22,648 0.5  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ―  22,648 0.5  ― ―

純資産合計   ― ―  4,070,924 90.5  ― ―

負債純資産合計   ― ―  4,500,094 100.0  ― ―
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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   248,974 100.0  201,393 100.0  470,127 100.0

Ⅱ　売上原価   140,876 56.6  121,947 60.6  314,727 67.0

売上総利益   108,098 43.4  79,445 39.4  155,400 33.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  551,381 221.5  435,852 216.4  1,075,697 228.8

営業損失   443,283 △178.1  356,406 △177.0  920,297 △195.8

Ⅳ　営業外収益 ※２  1,377 0.6  25,689 12.8  20,625 4.4

Ⅴ　営業外費用 ※３  7,755 3.1  5,637 2.8  28,732 6.1

経常損失   449,661 △180.6  336,354 △167.0  928,404 △197.5

Ⅵ　特別損失   29,913 12.0  238 0.1  30,145 6.4

税引前中間（当期）
純損失

  479,574 △192.6  336,592 △167.1  958,550 △203.9

法人税、住民税及び
事業税

  2,484 1.0  3,297 1.6  5,773 1.2

中間（当期）純損失   482,058 △193.6  339,890 △168.7  964,323 △205.1

前期繰越損失   4,418,707   ―   4,418,707  

中間（当期）未処理
損失

  4,900,766   ―   5,383,031  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越
利益剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
4,855,225 4,917,755 4,917,755 △5,383,031 △5,383,031 △1,782 4,388,167

中間会計期間中の変動額

欠損てん補のための資本準備

金の取崩し
 △4,917,755 △4,917,755 4,917,755 4,917,755  ―

中間純損失    △339,890 △339,890  △339,890

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
       

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― △4,917,755 △4,917,755 4,577,864 4,577,864 ― △339,890

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,855,225 ― ― △805,166 △805,166 △1,782 4,048,276

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
30,276 30,276 4,418,444

中間会計期間中の変動額

欠損てん補のための資本準備

金の取崩し
  ―

中間純損失   △339,890

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△7,628 △7,628 △7,628

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△7,628 △7,628 △347,519

平成18年９月30日　残高

（千円）
22,648 22,648 4,070,924
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(4) 中間キャッシュ・フロー計算書

当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表において記載しております。

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30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）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前中間（当期）純損失  △479,574 △958,550

減価償却費  49,931 105,825

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △147 △112

受取利息及び受取配当金  △141 △770

支払利息  5,580 10,112

社債利息  1,002 2,000

社債発行費償却  ― 7,427

新株予約権発行費  ― 6,988

固定資産除却損  28,305 28,305

固定資産売却損  1,607 1,840

売上債権の増減額（増加：△）  127,904 111,582

たな卸資産の増減額（増加：△）  △25,394 5,611

未払金の増減額（減少：△）  △138,698 △137,420

前受金の増減額（減少：△）  △28,302 △18,369

その他資産の増減額（増加：△）  17,854 28,782

その他負債の増減額（減少：△）  △6,296 △25

小計  △446,367 △806,773

利息及び配当金の受取額  40 667

利息の支払額  △5,724 △11,979

法人税等の支払額  △5,360 △5,407

営業活動によるキャッシュ・フロー  △457,412 △823,493

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  △401,440 △407,139

有形固定資産の売却による収入  1,020 1,320

有形固定資産の除却による支出  △71 △71

無形固定資産の取得による支出  △1,460 △1,460

有価証券の取得による支出  ― △2,998,207

有価証券の償還による収入  ― 350,000

投資有価証券の取得による支出  △4,000 △11,000

関係会社株式の取得による支出  △28,350 △28,350

投資有価証券の回収による収入  ― 4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー  △434,301 △3,090,908

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純減少額  ― △200,000

長期借入金の返済による支出  ― △22,000

株式の発行による収入  9,859 9,859

新株予約権付社債等の発行による収入  ― 2,992,184

新株予約権付社債の償還による支出  ― △200,000

新株予約権の消却による支出  ― △6,600

自己株式の取得による支出  △334 △1,141

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,524 2,572,302

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △882,190 △1,342,099

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,925,993 1,925,993

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高  1,043,803 583,894
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社

株式

移動平均法による原価

法

子会社株式及び関連会社

株式

同左

子会社株式及び関連会社

株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価

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

により算定している）

その他有価証券

時価のあるもの

　中間期末日の市場価

格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算定している）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価

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

により算定している）

 時価のないもの

　移動平均法による原

価法

　なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（証

券取引法第２条第２項

により有価証券とみな

されるもの）について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左　

 

同左

時価のないもの

同左

 

同左

 (2）たな卸資産

仕掛品

個別法による原価法

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

(2）たな卸資産

仕掛品

同左

 貯蔵品

　最終仕入原価法による

原価法

貯蔵品

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）

については定額法、その他

については定率法を採用し

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　　　　　10～38年

工具器具及び備品　

　　　　　　　４～15年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 (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）に基づいております。

(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

　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

貸倒引当金

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

５　中間キャッシュ・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

能な預金及び取得日から３ヶ

月以内に償還期限が到来する

短期投資からなっております。

――――― 　手許現金、随時引き出し可

能な預金及び取得日から３ヶ

月以内に償還期限が到来する

短期投資からなっております。

６　その他中間財務諸表

（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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

（固定資産の減損に係る会計基準）　

　当中間会計期間より、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。

――――― （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）　

　当中間会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は4,070,924千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改

正後の中間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

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）

前中間会計期間において有形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「建物」は、資産総額の100分

の５を超えたため、当中間会計期間より区分掲記してお

ります。

なお、前中間会計期間の「建物」は78,235千円であり

ます。

―――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

275,123千円 354,452千円 318,731千円

　２　偶発債務

　当社は株式会社パナファーム・

ラボラトリーズとの間で遺伝子破

壊マウスの飼育管理等に係る長期

の委託契約（契約期間10年）を締

結しております。当該契約によれ

ば、当社もしくはパナファーム社

の一方が契約期間満了前に契約の

中止を申し入れた場合には、相手

方は契約費用の残金を限度として

賠償を請求できることとなってお

ります。なお、平成17年９月30日

現在における契約費用の残金は

343,360千円であります。

　２　偶発債務

　当社は株式会社パナファーム・

ラボラトリーズとの間で遺伝子破

壊マウスの飼育管理等に係る長期

の委託契約（契約期間10年）を締

結しております。当該契約によれ

ば、当社もしくはパナファーム社

の一方が契約期間満了前に契約の

中止を申し入れた場合には、相手

方は契約費用の残金を限度として

賠償を請求できることとなってお

ります。なお、平成18年９月30日

現在における契約費用の残金は

248,965千円であります。

　２　偶発債務

　当社は株式会社パナファーム・

ラボラトリーズとの間で遺伝子破

壊マウスの飼育管理等に係る長期

の委託契約（契約期間10年）を締

結しております。当該契約によれ

ば、当社もしくはパナファーム社

の一方が契約期間満了前に契約の

中止を申し入れた場合には、相手

方は契約費用の残金を限度として

賠償を請求できることとなってお

ります。なお、平成18年３月31日

現在における契約費用の残金は

314,737千円であります。

※３　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。

※３　消費税等の取扱い

同左

―――――
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額 ※１　研究開発費の総額

　一般管理費に含まれる研究開発

費の総額は231,528千円であり、そ

の主要なものについては次のとお

りであります。

　一般管理費に含まれる研究開発

費の総額は161,310千円であり、そ

の主要なものについては次のとお

りであります。

　一般管理費に含まれる研究開発

費の総額は458,028千円であり、そ

の主要なものについては次のとお

りであります。

人件費 60,225千円

外注費 92,980千円

消耗品費 21,455千円

減価償却費 29,530千円

人件費 58,359千円

外注費 28,396千円

消耗品費 27,914千円

減価償却費 24,578千円

人件費 117,458千円

外注費 170,774千円

消耗品費 66,868千円

減価償却費 59,409千円

※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 141千円 受取利息 192千円

補助金収入 14,400千円

受取利息 162千円

補助金収入 17,740千円

※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

支払利息 5,580千円

社債利息 1,002千円

支払利息 4,081千円

社債利息 668千円

支払利息 10,112千円

社債利息 2,000千円

社債発行費償却 7,427千円

新株予約権発行費 6,988千円

　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 40,030千円

無形固定資産 9,901千円

有形固定資産 36,533千円

無形固定資産 8,904千円

有形固定資産 85,357千円

無形固定資産 20,468千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間
増加株式数
（株）

当中間会計期間
減少株式数
（株）

当中間会計期間末
株式数
（株）

自己株式     

普通株式 14,192 ― 14,178 14

合計 14,192 ― 14,178 14

（注）　普通株式の自己株式の株式数の減少14,178株は、平成18年６月28日開催の定時株主総会決議により、平成18年

９月30日付で1,000株を１株に株式併合したことによるものであります。

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項として記載し

ております。

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に

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17年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,474,289千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△430,486千円

現金及び現金同等物 1,043,803千円

現金及び預金勘定 1,014,382千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△430,488千円

現金及び現金同等物 583,894千円
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①　リース取引関係

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

　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

　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

　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、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

額相当額及び中間期末残高相当額

１　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累計

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）

中間期末
残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 20,634 7,987 12,647

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額
相当額
（千円）

中間期末
残高
相当額
（千円）

工具器具
及び備品 14,772 6,362 8,409

 
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）

工具器具
及び備品 14,772 4,885 9,886

２　未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

２　未経過リース料中間期末残高相当

額等

未経過リース料中間期末残高相当

額

２　未経過リース料期末残高相当額等

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 3,623千円

１年超 9,273千円

合計 12,896千円

１年内 2,945千円

１年超 5,793千円

合計 8,739千円

１年内 2,888千円

１年超 7,280千円

合計 10,169千円

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

３　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額及び減損損失

支払リース料 2,251千円

減価償却費相当額 2,063千円

支払利息相当額 272千円

支払リース料 1,631千円

減価償却費相当額 1,477千円

支払利息相当額 201千円

支払リース料 4,233千円

減価償却費相当額 3,870千円

支払利息相当額 505千円

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

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

　リース料総額とリース物件の取得

価額相当額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

５　利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失は

ありません。

（減損損失について）

同左

（減損損失について）

同左
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②　有価証券関係

当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項（子会社

株式及び関連会社株式で時価のあるものは除く）として記載しております。

 

前中間会計期間末（平成17年９月30日）

１．子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　　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。

 

２．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 10,000 70,400 60,400

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 10,000 70,400 60,400

３．時価評価されていない有価証券の内容

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

割引金融債 349,915

(2）その他有価証券  

非上場株式 15,000

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,000

合計 368,915

当中間会計期間末（平成18年９月30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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前事業年度末（平成18年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円） 貸借対照表計上額（千円） 差額（千円）

(1）株式 10,000 60,800 50,800

(2）債券 ― ― ―

(3）その他 ― ― ―

合計 10,000 60,800 50,800

２．時価評価されていない有価証券の内容

区分 貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

割引金融債 1,498,991

コマーシャルペーパー 1,499,297

(2）その他有価証券  

非上場株式 15,000

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 6,801

合計 3,020,090
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③　デリバティブ取引関係

当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、中間連結財務諸表における注記事項として記

載しております。

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

当中間会計期間については中間連結財務諸表を作成しているため、記載しておりません。

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９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）

関連会社に対する投資の金額（千円） 136,350 136,350

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 38,157 18,258

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 27,640 47,539
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり純資産額　　　  24円71銭 １株当たり純資産額　  37,327円04銭 １株当たり純資産額　　　　40円51銭

１株当たり中間純損失 　   ６円56銭 １株当たり中間純損失 　3,116円52銭 １株当たり当期純損失　　　11円71銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中
間純利益については、１株当たり中間
純損失であるため記載しておりません。

同左 　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
純損失であるため記載しておりません。

　当社は、平成18年９月30日付で株式
1,000株を１株に株式併合しておりま
す。
　なお、当該株式併合が前期首に行わ
れたと仮定した場合の１株当たり情報
については、それぞれ以下のとおりと
なります。

前中間会計期間 前事業年度

１株当たり純資産

額

24,711円86銭 

１株当たり純資産

額

40,513円51銭 

１株当たり中間純

損失

6,564円25銭 

１株当たり当期純

損失

11,711円34銭 

　なお、潜在株式

調整後１株当たり

中間純利益につい

ては、１株当たり

中間純損失である

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、１株当たり

当期純損失である

ため記載しており

ません。
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　（注）　１．１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

中間(当期)純損失（千円） 482,058 339,890 964,323

普通株主に帰属しない金額
（千円）

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純損失（千円）

482,058 339,890 964,323

普通株式の期中平均株式数
（株）

73,437,498 109,061 82,341,502

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益の算定
に含めなかった潜在株式の
概要

①新事業創出促進法第11条
の５第２項及び旧商法第
280条ノ19第２項の規定に
基づく特別決議による新
株引受権
株主総会特別決議日
平成12年11月10日
（目的となる株式の数

195,000株）
平成13年２月８日
（目的となる株式の数

51,000株）
平成14年３月27日
（目的となる株式の数

597,000株）

①新事業創出促進法第11条
の５第２項及び旧商法第
280条ノ19第２項の規定に
基づく特別決議による新
株引受権
株主総会特別決議日
平成12年11月10日
（目的となる株式の数

195株）
平成13年２月８日
（目的となる株式の数

48株）
平成14年３月27日
（目的となる株式の数

579株）

①新事業創出促進法第11条
の５第２項及び旧商法第
280条ノ19第２項の規定に
基づく特別決議による新
株引受権
株主総会特別決議日
平成12年11月10日
（目的となる株式の数

195,000株）
平成13年２月８日
（目的となる株式の数

51,000株）
平成14年３月27日
（目的となる株式の数

594,000株）
 ②商法第280条ノ20及び商法

第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権
株主総会特別決議日
平成14年５月30日
（新株予約権 1,929個
目的となる株式の数

1,929,000株）
平成15年６月27日
（新株予約権 1,399個
目的となる株式の数

1,399,000株）

②平成13年改正旧商法第280
条ノ20及び第280条ノ21の
規定に基づく新株予約権
株主総会特別決議日
平成14年５月30日
（新株予約権　  642個
目的となる株式の数

1,926株）
平成15年６月27日
（新株予約権　 1,399個
目的となる株式の数

1,399株）

②商法第280条ノ20及び商法
第280条ノ21の規定に基づ
く新株予約権
株主総会特別決議日
平成14年５月30日
（新株予約権　1,926個
目的となる株式の数

1,926,000株）
平成15年６月27日
（新株予約権　1,399個
目的となる株式の数

1,399,000株）
 ③第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債
額面総額 200,000千円

― ―

　　　　　２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） ― 4,070,924 ―

純資産の部の合計額から控
除する金額（千円）

― ― ―

普通株式に係る中間期末の
純資産額（千円）

― 4,070,924 ―

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末の普
通株式の数（株）

― 109,061 ―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

１　転換社債型新株予約権付社債の新株への転換

　当社が平成16年９月８日に発行した第１回無担保転換社債型新株予約権付社債（総額 2,000,000千円）につき、平

成17年10月19日付で、新株予約権の権利行使による新株への転換が行われました。その内容は以下のとおりでありま

す。

(1)　転換社債型新株予約権付社債の減少額　　　　　　　200,000千円

(2)　資本金の増加額　　　　　　　　　　　　　　　　　100,233千円

(3)　資本剰余金の増加額　　　　　　　　　　　　　　　 99,766千円

(4)　増加した株式の種類及び株数　　　　　普通株式　　2,331,002株

 

 ２　当社は、平成17年11月14日開催の取締役会において、第２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第１回新株予

約権の発行を決議し、平成17年11月30日に発行しました。その概要は以下のとおりであります。

 

 第２回無担保転換社債型新株予約権付社債（転換社債型新株予約権付社債間限定同順位特約付）

(1)　発行総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,000,000千円

(2)　発行価額　　　　　　　　　　　　　　 　額面100円につき100円

(3)　払込期日（発行日）　　　　　　　　　　　 　平成17年11月30日

 (4)　募集方法　　　　　　　　　　　　　　 第三者割当の方法による。

(5)　償還期限　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成19年11月30日

(6)　利率　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　利息は付さない。

(7)　本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を新たに

発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」とい

う。）する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記の転換価額（ただし、下記(9)号③及び④によっ

て修正または調整された場合は修正後または調整後の転換価額）で除して得られる最大整数とする。この場合に

１株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。また、本新株予約権の行使により

単元未満株式が発生する場合には、商法に定める単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により

清算する。

(8)　本新株予約権の総数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30個　　　　　 

(9)　本新株予約権の行使に際して払い込むべき額　　　　 

 ①　本社債の発行価額と同額とする。

 ②　本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初111円

（以下「当初転換価額」という。）とする。ただし、転換価額は下記③及び④に定めるところに従い修正ま

たは調整されることがある。

 なお、商法第341条ノ３第１項第７号及び第８号により、本新株予約権を行使したときは本社債の全額の償

還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする請求が

あったものとみなす。

 　　　③　転換価額の修正

 本新株予約権付社債の発行後、毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、転換価額は、決

定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引に係る売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）が算出されない日は除き、決定日が取引日でない

場合には、決定日の直前のVWAPが算出される取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の各取引日のVWAPの平均値の90％に相当する金額（円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位

を切り捨てる。以下「決定日価額」という。）がその時点で有効な転換価額を下回る場合には決定日価額に

修正され、決定日価額が当初転換価額を上回る場合にも決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された

転換価額を「修正後転換価額」という。）され、それ以外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内

に、下記④で定める転換価額の調整事由が生じた場合は、修正後転換価額は、本新株予約権付社債の要項に

従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の結果、34円（以下「下限転換価額」とい

う。ただし、下記④による調整を受ける。）を下回る場合には、修正後転換価額は下限転換価額とし、156円

（「上限転換価額」という。ただし、下記④による調整を受ける。）を上回る場合には、修正後転換価額は

上限転換価額とする。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

 　　　④　転換価額の調整

　当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社の普通株式の時価を下回る発行価額または処分価額をもっ

て普通株式を新たに発行し、または当社の有する普通株式を処分する場合は、次に定める算式をもって転

換価額を調整する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式数から当社が有する

普通株式数を控除するものとする。

 
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　なお、株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有

する当社の普通株式の移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行

等が行われる場合にも調整されるものとする。

(10)　資本組入額　 

 転換価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とす

る。

(11)　新株予約権の行使期間　 

　平成17年12月１日から平成19年11月29日まで

(12) 新株予約権の行使の条件

 新株予約権の一部行使はできないものとする。

(13) 資金の使途

 今後のＭ＆Ａ資金及び新事業展開に係る投資資金に充当

 

 第１回新株予約権

(1)　本新株予約権の総数　　　　　　　　　 　　　　　　　　40個

 (2)　発行価額　　　　　　　　　本新株予約権１個当たり165,000円

 (3)　発行総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6,600,000円

 (4)　払込期日　　　　　　　　　　　　　　　　 平成17年11月30日

 (5)　募集方法　　　　　　　　　　　　 　第三者割当の方法による。

 (6)　本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

 本新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は当社普通株式20,000,000株とする（新株予約権１個の目的で

ある株式の数（以下「割当株式数」という。）は500,000株とする）。ただし、下記(7)号④により、割当株式数

が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとす

る。

(7)　本新株予約権の行使に際して払い込むべき額　　　　 

 ①　行使価額（下記②に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。

 ②　本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株

式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を「交付」という。）する場合における株式１株当たりの払

込金額（以下「行使価額」という。）は、当初134円とする。
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前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

 ③　行使価額の修正

 平成18年３月３日もしくは当社発行に係る第２回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換が完了した日が

属する週の金曜日のいずれか早い時点以降の毎週金曜日（以下「決定日」という。）の翌取引日以降、行使価

額は、決定日まで（当日を含む。）の３連続取引日（ただし、取引日は株式会社東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引に係る売買高加重平均価格（以下「VWAP」という。）が算出されない日を含まない。決定

日が取引日でない場合には、決定日の直前の取引日までの３連続取引日とする。以下「時価算定期間」とい

う。）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の毎取引日のVWAPの平均値の90％に相当す

る金額（円位未満小数第１位まで算出し、その小数第１位を切上げる。以下「決定日価額」という。）が、そ

の時点で有効な行使価額を下回る場合には決定日価額に修正され、決定日価額が当初行使価額を上回る場合に

も決定日価額に修正（以下、決定日価額に修正された行使価額を「修正後行使価額」という。）され、それ以

外の場合には修正されない。なお、時価算定期間内に、下記④で定める行使価額の調整事由が生じた場合は、

修正後行使価額は、本新株予約権の要項に従い当社が適当と判断する値に調整される。ただし、かかる算出の

結果、34円（以下「下限行使価額」という。ただし、下記④による調整を受ける。）を下回る場合には、修正

後行使価額は下限行使価額とし、156円（「上限行使価額」という。ただし、下記④による調整を受ける。）

を上回る場合には、修正後行使価額は上限行使価額とする。

 ④　行使価額の調整

　当社は、本新株予約権の発行後、当社の普通株式の時価を下回る発行価額または処分価額をもって普通

株式を新たに発行し、または当社の有する普通株式を処分する場合は、次に定める算式をもって行使価額

を調整する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済株式数から当社が有する普通株

式数を控除するものとする。

 
既発行株式数＋

新発行・処分株式数×１株当たりの発行・処分価額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数

　なお、株式の分割もしくは併合または時価を下回る価額をもって当社の普通株式の発行または当社が有

する当社の普通株式の移転を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。）の発行

等が行われる場合にも調整されるものとする。

(8)　資本組入額　　　　 

 発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とす

る。

(9)　新株予約権の行使期間　 

　平成17年12月１日から平成19年11月29日まで

(10) 新株予約権の行使の条件

 本新株予約権の一部行使はできないものとする。

(11) 資金の使途

 運転資金に充当
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当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

 該当事項はありません。
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前事業年度 
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　当社は、平成18年５月15日付の株式譲渡契約に基づき同日付で株式会社プライミューンの株式を取得し、子会社と

いたしました。

(1) 取得の理由

当社は、遺伝子破壊マウス事業において蓄積した生命資源を用いて、創薬ターゲットやバイオマーカーの探索及

び同定に向けた遺伝子機能の解析を行っております。これらを知的財産や製品、サービスとして具体化するために

はタンパク質関連の技術が重要であり、抗体事業を基盤とする研究開発により一連の技術プラットフォームの構築

を進めております。

株式会社プライミューンが有する組換えタンパク質生産・精製技術や遺伝子発現技術は、当該プラットフォーム

の重要な一部であると判断したため、当社は同社の株式の一部を取得し、子会社化することといたしました。

(2) 買収する会社の名称、事業内容、規模

　①　会社の名称　　　　　株式会社プライミューン

　②　事業内容　　　　 　 タンパク質生産・精製技術を応用したバイオ研究用試薬の開発、販売

タンパク質発現系基盤技術のライセンシング

　③　規模　　　　　　　　発行済株式数　　5,200株

 資本金　　　　 22,000千円

 売上高　　　　 43,628千円（平成17年７月期）

(3) 株式取得の時期　　　　平成18年５月15日

(4) 取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率

①　取得する株式の数　　4,600株

②　取得価額　　　　　　238,740千円

③　取得後の持分比率　　88.5％

２　平成18年６月28日開催の定時株主総会において、資本準備金の減少及び株式併合について承認決議されました。

(1) 資本準備金の減少

①　目的                              資本の欠損填補

②　資本準備金の取崩額                資本準備金4,917,755,195円の全額 

③　資本準備金の減少の日程

・　取締役会決議日　　　　　      　平成18年５月15日　

・　株主総会決議日　　　　　      　平成18年６月28日　

・　資本準備金の減少の効力発生日　　平成18年６月28日　

(2) 株式併合

①　目的                              当社の発行済株式数の適正化

②　株式併合の割合                    普通株式1,000株を１株に併合

③　効力発生日                        平成18年９月30日（予定）

④　１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が前期首において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 当事業年度

１株当たり純資産額　　　　　　24,081円71銭 １株当たり純資産額　　　　　　40,513円51銭

１株当たり当期純損失　　　　　21,738円64銭 １株当たり当期純損失　　　　　11,711円34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であるため記載

しておりません。

同左
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