
（財）財務会計基準機構会員

平成19年３月期 個別中間財務諸表の概要 平成18年11月9日

上場会社名 そーせいグループ株式会社（旧 株式会社そーせい） 上場取引所 東証マザーズ

コード番号 ４５６５ 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.sosei.com)

代　　表　　者　役職名 代表執行役社長ＣＥＯ 氏名　田村　眞一

問合せ先責任者　役職名 代表執行役副社長　管理部門担当 氏名　前川　裕貴 ＴＥＬ　（03）5210－3290

決算取締役会開催日 平成18年11月9日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 無   

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 46 466.9 △1,001 － △993 －

17年９月中間期 8 239.2 △861 － △964 －

18年３月期 38 △1,924 △2,028

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 △974 － △9,888 91

17年９月中間期 △965 － △14,127 68

18年３月期 △2,027 △24,377 45

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期  98,497株 17年９月中間期 68,349株 18年３月期 83,179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

(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 25,786 25,391 98.4 257,275 38

17年９月中間期 27,582 27,374 99.2 279,303 14

18年３月期 26,604 26,331 98.9 267,863 88

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 98,625株 17年９月中間期 98,010株 18年３月期 98,300株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －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）　　　　　　　　　　　（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 58  △1,300 △1,300 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△13,181円24銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年３月期 0 0 0 0 0 0

平成19年３月期（実績） 0 0 － － 0  

平成19年３月期（予想） － － 0 0 0 0

※　上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における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って大きく異なる結果となる可能

性があります。
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７．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  4,167,643   2,821,992   3,142,512   

２．売掛金  100   46,184   24,722   

３．有価証券  1,500,181   1,000,769   1,500,214   

４．その他 ※２ 77,654   78,205   96,137   

流動資産合計   5,745,579 20.8  3,947,152 15.3  4,763,586 17.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１ 30,028   27,245   31,074   

２．無形固定資産  11,646   10,620   10,341   

３．投資その他の資
産

          

(1）投資有価証券 － 17,500 －

(2）関係会社株式 21,758,746 21,731,246 21,748,746

(3）その他 36,560 52,748 50,402

投資その他の資産
合計

21,795,306 21,801,495 21,799,149

固定資産合計   21,836,981 79.2  21,839,361 84.7  21,840,565 82.1

資産合計   27,582,561 100.0  25,786,513 100.0  26,604,151 100.0

（負債の部）

Ⅰ　流動負債   208,060 0.8  394,953 1.5  273,132 1.1

負債合計   208,060 0.8  394,953 1.5  273,132 1.1

（資本の部）

Ⅰ　資本金   15,210,474 55.1  － －  15,226,074 57.2

Ⅱ　資本剰余金          

１．資本準備金   17,234,094   －   17,237,094  

資本剰余金合計   17,234,094 62.5  － －  17,237,094 64.8

Ⅲ　利益剰余金           

１．中間（当期）　
未処理損失

  5,070,067   －   6,132,148  

利益剰余金合計   △5,070,067 △18.4  － －  △6,132,148 △23.1

資本合計   27,374,501 99.2  － －  26,331,019 98.9

負債及び資本合計   27,582,561 100.0  － －  26,604,151 100.0
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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 － － 15,242,874 59.1 － －

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 66.9 － －

３．利益剰余金       

  (1) その他利益剰
余金

    

  　繰越利益剰余金 －  △7,106,183  －  

 　利益剰余金合計 － － △7,106,183 △27.6 － －

株主資本合計 － － 25,373,784 98.4 － －

Ⅱ　新株予約権 － － 17,776 0.1 － －

純資産合計 － － 25,391,560 98.5 － －

負債純資産合計 － － 25,786,513 100.0 － －

－ 37 －



(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   8,174 100.0  46,345 100.0  38,090 100.0

Ⅱ　売上原価   469 5.7  43,068 92.9  21,532 56.5

売上総利益   7,705 94.3  3,276 7.1  16,557 43.5

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

※１  869,180 10,632.6  1,005,009 2,168.5  1,940,632 5,094.9

営業損失   861,475 △10,538.3  1,001,733 △2,161.4  1,924,074 △5,051.4

Ⅳ　営業外収益 ※２  9,058 110.8  8,099 17.5  11,435 30.1

Ⅴ　営業外費用 ※３  112,349 1,374.4  139 0.3  115,899 304.3

経常損失   964,766 △11,801.9  993,773 △2,144.2  2,028,538 △5,325.6

Ⅵ　特別利益           

１．投資有価証券売
却益

1,053   － －  1,053   

２．関係会社株式売
却益

－ 1,053 12.9 － －  1,000 2,053 5.4

Ⅶ　特別損失   － －  － －  － －

税引前中間（当
期）純損失

  963,713 △11,789.0  993,773 △2,144.2  2,026,485 △5,320.2

法人税、住民税
及び事業税

 1,900   605   1,210   

法人税等還付額  － 1,900 23.2 △20,343 △19,738 △42.6 － 1,210 3.2

中間（当期）　
純損失

  965,613 △11,812.2  974,035 △2,101.6  2,027,695 △5,323.4

前期繰越損失   4,104,453   －   4,104,453  

中間（当期）　
未処理損失

  5,070,067   －   6,132,148  

(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

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 0 26,331,020

中間会計期間中の変動額

新株の発行 16,800 － － 16,800 － 16,800

中間純損失 － － △974,035 △974,035 － △974,035

株主資本以外の項目の当中間

会計期間中の変動額（純額）
－ － － － 17,775 17,775

中間会計期間中の変動額合計（千

円）
16,800 － △974,035 △957,235 17,775 △939,459

平成18年９月30日残高（千円） 15,242,874 17,237,094 △7,106,183 25,373,784 17,776 25,391,560
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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

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。

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

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

　　　　　中間決算日の市場価

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）を採用しており

ます。

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

債の本邦通貨への換

算基準

　外貨建金銭債権債務は、中

間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）

５．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

(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。

(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。

(1）消費税等の会計処理方法

同左

 

(2）繰延資産の処理方法

　株式交付費は、支出時に

全額費用として処理してお

ります。

(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。

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）

前会計年度
（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。

―――――― （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。

従来の資本の部の合計に相当する金額

は25,373,784千円であります。

　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。

――――――

（ストック・オプション等に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「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18年５月

31日）を適用しております。

　なお、これにより営業損失、経常損

失及び税引前中間純損失がそれぞれ

17,774千円増加しております。
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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）

　　　「関係会社株式」は、前中間会計期間まで、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、当中間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。

　　　なお、前中間会計期間末の「関係会社株式」は27,500

千円であります。

　           ――――――

 

　

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

は24,000千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は32,965千円であります。

※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．　　 ――――――

（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．販売費及び一般管理費のうち研

究開発費の総額は421,316千円であ

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333,454千円であ

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 183,673千円

委託費用 179,015

人件費 132,949千円

委託費用 160,713

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 7,251千円

受取手数料 1,140

為替差益 5,966千円

受取利息  1,774

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

為替差損 24,741千円

新株発行費 87,603

株式交付費    139千円

   

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 4,218千円

無形固定資産  1,168

有形固定資産 3,828千円

無形固定資産    1,465

有形固定資産 9,353千円

無形固定資産 2,473
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（リース取引）

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）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）及び前事業年度末（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。

（１株当たり情報）

中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
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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）

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）

―――――― 　当社は、平成18年５月15日開催の取

締役会決議に基づき、平成18年10月１

日付で持株会社体制に移行いたしまし

た。

１．事業分離の概要

(1）分離先企業の名称

株式会社そーせい

(2）分離した事業の内容

医薬品の開発及び販売にかかる

事業

(3）事業分離を行った主な理由

　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。

(4）事業分離日

平成18年10月１日

(5）事業分離の概要

　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

新設分割です。

２．実施した会計処理の概要

(1）移転損益の認識

　当該事業分離は移転損益を認識

しておりません。

(2）受取対価の種類

分離先企業の株式

(3）移転した事業に係る資産及び負

債の金額（平成18年10日１日現

在）

流動資産 2,872百万円

固定資産 2

流動負債 199

３．当中間会計期間に計上されている

分離した事業に係る損益の概算額

売上高 46百万円

営業損失 376

経常損失 376

　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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（当中間会計期間の発行済株式数の増加）

発行年月日 発行形態 発行株式数 (株) 発行価格の総額 (千円)
資本組入額の総額

 (千円)

平成18年4月11日 新株引受権等の行使 205 10,800 10,800

平成18年8月31日 新株引受権等の行使 20 1,000 1,000

 平成18年9月30日 新株引受権等の行使 100 5,000 5,000
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