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平成 19年 ７ 月期   中間決算短信（連結） 平成19年3月15日 
上 場 会 社 名 株式会社モスインスティテュート  上場取引所（所属部）大阪証券取引所（ヘラクレス市場） 

コ ー ド 番 号 ２３１６             本社所在都道府県 東京都 

（ＵＲＬ http://www.moss.co.jp ） 

代  表  者  役職名 代表取締役社長   氏名 三代川 朋子 
問 合 せ 先  経 営 管 理 部    ＴＥＬ ( 03 )  5623 － 7231 
決算取締役会開催日 平成19年3月15日 
米国会計基準採用の有無   無 
 
１ 19年1月中間期の連結業績（平成18年8月1日～平成19年1月31日） 

(1) 連結経営成績             （注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

19年1月中間期 

18年1月中間期 

百万円   ％ 

126      △73.2  

  471      111.2  

百万円   ％ 

△170       ―   

 △223       ―   

百万円   ％ 

△183        ―  

△225        ―  

18年7月期 1,017             △238            △238         
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間(当期)純利益 

 

19年1月中間期 

18年1月中間期 

百万円   ％ 

△195        ―  

△273        ―  

円   銭 

△24   86    

       △36   93    

円   銭 

－       

－       

18年7月期 △394               △53    26    －          
(注) ①持分法投資損益 19年1月中間期 － 百万円  18年1月中間期 － 百万円  18年7月期 － 百万円 

②期中平均株式数(連結) 19年1月中間期 7,860,475株 18年1月中間期 7,400,518株 18年7月期 
7,401,434株  

③会計処理の方法の変更   無 
④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) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

19年1月中間期 

18年1月中間期 

百万円 

1,288     

1,330     

百万円 

856     

871     

％ 

66.5   

65.5   

円   銭 

100  94   

117  68   

18年7月期 993     742     74.8   100  34   

(注)①期末発行済株式数(連結) 19年1月中間期 8,482,649株 18年1月中間期 7,402,649株 18年7月期 7,402,649株 
    
(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 

期 末 残 高 

 

19年1月中間期 

18年1月中間期 

百万円 

△99      

   △451     

百万円 

6         

△42     

百万円 

473        

△247     

百万円 

896     

606     

18年7月期 △454     △46     △331     515     
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   4社   持分法適用非連結子会社数 － 社 持分法適用関連会社数 － 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  １ 社  (除外) － 社  持分法 (新規) －  社  (除外) － 社 
 
２ 19年7月期の連結業績予想（平成18年8月1日～平成19年7月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

666     

百万円 

△162     

百万円 

△188     
（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）22円 16銭 
 
※ 上記に記載した数値は、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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１．企 業 集 団 の 状 況                   

 

当社グループは、当社、株式会社エスエムオーデータセンター（連結子会社）、株式会社クリニカル

イノベーション（連結子会社）、株式会社コスメックス（連結子会社）、株式会社モス・イーソリュー

ション（連結子会社）および北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司（非連結子会社）の計 6 社で構成

されております。当社グループの事業目的は製薬会社等が行う臨床試験、市販後調査に関し、当社グル

ープの有する臨床試験データのリアルタイム（動的）管理技術を用いた各種サービスを提供し、臨床試

験のスピードアップ、品質向上、低コスト化を支援することにあります。 

当社グループの事業の種類別セグメントは、(1)ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス事業、

（2）化粧品等評価試験事業、（3）医薬品治験業務受託事業、(4)その他のサービス事業に分かれてお

り、医療分野を中核としたサービスを事業展開しております。当社グループの事業内容および当社と関

係会社の当該事業に係る位置付づけは次のとおりであります。 

 

（１）ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス事業 

市販後試験等の大規模な臨床試験や医師主導型臨床研究などに対し、医療機関におけるデータ入力を

いかに確実に、かつ円滑に行うかということを念頭に、医療機関側、製薬会社側双方の負担をできるだ

け軽減することを目指して設計開発された臨床データ収集・管理システムを用いて試験進捗管理・安全

性管理・ＣＲＦ電子化支援サービスとして提供しております。必要なデータを容易に入力するための専

用の入力画面を組み込んだ入力端末（ノートパソコン）を試験を実施する医療機関に配布してデータ入

力していただく方法のほか、セキュリティ対策を講じ個々の試験ごとにカスタマイズされたＷＥＢ入力

画面に対して医療機関でのデータ入力をしていただき、入力されたデータを暗号化した上でインターネ

ット経由で取得し、取得された全てのデータについてのシステム的なデータの欠落チェック・整合性チ

ェックを実施するというペーパーレスを目指したワークフローを実現するサービスであります。 

現在「ＣＬＡＳＳＹ」（＝Clinical All around Support System）というブランド名により、臨床試

験を支えるインフラとしてデータ収集からデータマネジメント・統計解析までをトータルにサポートし、

臨床試験のスピードアップに貢献するサービスとして展開しております。 

 

（２）化粧品等評価試験事業 

 株式会社コスメックスにおきまして、化粧品・健康食品・生活用品等の安全性、有用性試験を受託し

て実施しております。皮膚科専門医師の管理のもとで恒温恒湿の試験室を用いた精度の高い試験の実施

が可能であり、医師所見評価による安全性試験や各種測定機器・デジタル画像解析・被験者アンケート

などによる有用性試験を対象にプロトコルの立案支援から結果の統計解析・報告書作成までをカバーし

て展開しております。 

 

（３）医薬品治験業務受託事業 

  株式会社コスメックスにおきまして、臨床試験の実施にあたり、医療機関での治験実施体制の整備、

治験コーディネーター（ＣＲＣ）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会の開催

支援などを行っております。また、東京、大阪に業務提携を行っている医療機関(皮膚科、呼吸器科)を

有しておりますので、この医療機関で行う治験の全面的な支援を実施しております。 

 

（４）その他のサービス事業 

マーケティングサポートサービスとして製薬会社から受託しております個別調査案件の他スポット

で受託する薬剤割付・症例登録・データマネジメント業務、および人材派遣業務などを実施しており

ます。 
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注1）  株式会社エスエムオーデータセンターは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・アドバイザーズ

に変更し、国内外の医療機関に対し複合的な金融アドバイス、経営管理の人材紹介、紹介予定派遣及び

国内外の医療に関心のある関連企業のビジネス展開に関するコンサルティング等を開始いたしました。 

注2）  株式会社クリニカルイノベーションは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・インベストメンツ

に変更し、医療分野を中心とした「医」，「美」，「食」に関する事業への投資及び財務支援を念頭に

おいた業務を開始いたしました。 

注3）  平成18年９月22日の取締役会決議に基づき非連結子会社となりました、北京協薬臨床薬理実験技術服

務有限公司におきましては、発展的な話し合いがもたれております。 

経営指導 

 

その他のサービス事業 

 

顧
客(

製
薬
会
社
等)

 （連結子会社） 

株式会社コスメックス 

ＥＤＣサービス事業 

その他のサービス事業 

（連結子会社） 

株式会社クリニカルイノベーション（注2） 

サービスの提供 

業務委託 

スタッフの派遣 

化粧品等評価試験事業 

医薬品治験業務受託事業 

 

（連結子会社） 

株式会社エスエムオーデータセンター（注1） 

株式会社モス・イーソリューション 

（非連結子会社） 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司（注3） 

（持株会社） 

当社 

 

その他のサービス事業 
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２．経 営 方 針                   

 

（１）経営の基本方針 

当社グループは「見つめています、データといのち」を企業理念とし、臨床試験を支援する

ＣＲＯ（Contract Research Organization ＝ 医薬品開発業務受託機関）という枠組みにとら

われず、医療情報全般を管理する総合医療情報サービスをめざし、医療のあしたに貢献するこ

とを経営理念としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当金につき

ましては、経営体質の強化と新規顧客・新市場の開拓など将来の事業展開に備えるための内部留保

を加味しながら、毎期の業績を考慮して決定することを基本方針としております。 

 

（３）目標とする経営指標 

 当社グループの中核事業はＥＤＣ（electronic data capturing）サービスを中心とする臨床試

験支援サービスをベースにシナジー効果の高い分野への進出も進めつつ、当社グループが成長基盤

を確立する段階にあることに鑑み、「売上高伸び率」と「総資本経常利益率」を重視しております。 

 

（４）中期的な経営戦略 

 平成 18 年７月 20 日に臨時株主総会を開催し、平成 18 年 8 月 1 日より持株会社となり、新しい

グループ経営体制に移行することといたしました。この組織変更は当社グループの企業価値をより

向上させるため、意思決定、監督機能と事業の執行機能を明確に分離し、経営の透明性とスピード

を高めること及び、経営資源の最適化を図り効率的な経営体制を確立することを目的としておりま

す。これによりコアの EDC 事業につきましては新設分割により 100%子会社の株式会社モス・イーソ

リューション（本店：東京都新宿区）へと移行致しました。 

 ＣＲＯ業界のマーケットは、業界団体である日本ＣＲＯ協会の年次業績報告（平成 19 年 2 月 28

日実施、加盟 39 社の集計）によりますと、2006 年売上高実績は 831 億 44 百万円（前年比 17．1％

増）、2007 年売上高予測は 920 億円と順調に成長しております。引き続き、臨床試験データ管理領

域における医療機関と製薬会社を結ぶ高度なＩＴインフラとして、また既存の CRO 業務についても、

より一層の効率化を図り収益に結びつけ発展させていきたいと考えております。 

 また、持株会社化に伴い、定款を変更し、国内外の企業への投資、その後の経営参画及び経営管

理を通じた中長期の投資収益の獲得を明確化致しました。これに伴い、今後の高齢化での進展が期

待されておりますアンチエージングをキーワードとした、医療・化粧品・食品からそれに付随する

様々な分野に至る事業への参入・業務拡大を、積極的に推進して参ります。 

 

 

２．子会社等の状況について 

株式会社コスメックスは化粧品試験では日本で初めての本格的な環境可変室を有したラボを

併設しており、化粧品・製薬会社からは、このラボを利用した試験に対するニーズがますます

強くなっております。高性能の化粧品の需要の高まりとともに、開発に係る基準はより厳しく

なりつつあり、それらの評価についての指針が策定されつつあります。このような背景のもと

客観的かつ高品質なサービスを提供することにより顧客のニーズ、信頼を確実なものとして売

上、収益の拡大につなげて参ります。また、「ルーナルーチェ」という被験者募集や各種アン

ケート調査のための専用サイトを有し会員数も３万３０００人規模にまで拡大しております。  

今後、これまでの経験、独自のサイトから発せられる幅広い情報等を武器に化粧品テストで

の収益改善のみならず特定機能食品試験（以下 特保）分野への被験者供給、さらには特保事

業自体への参入を目指して参ります。今後、株式会社コスメックスは当グループの収益に寄与

すべく、医薬品・化粧品臨床開発での連携を密にし、グループ全体の収益に貢献して参ります。 
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（５）会社が対処すべき課題 

 

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、ＥＤＣサービスを中核と据えつ

つも、製薬会社のニーズに対応したサービスメニューの拡充による受注額の拡大と徹底したコ

ストダウンを経営戦略上の最重要課題と位置づけ、収益力の向上に取り組んでまいります。 

① ＥＤＣサービスの拡販 

EDCサービス事業以外の分野におきましても製薬会社のニーズの把握に努めるとともに、サー

ビスメニューを拡充し、受注額の拡大を目指します。特に当社グループの事業とシナジー効果

を生むようなアライアンス・投資戦略を実行し、新たな収益機会の獲得と効果的なリソース配

分を通じたグループ全体の事業の再構築を行うことにより、当社グループの収益力向上に全力

をあげて取り組んでまいります。EDCサービス事業の拡大の施策といたしましては、従来から続

けております当社独自開発システムであるCLASSYを中心としたサービスを充実すると伴に、新

たにサービスを開始したCLASSY-Lite、新しいWEB技術を活用した症例登録業務、薬剤割付業務

等のサービスを展開してまいります。またシステムのカスタマイズ等の更なる原価低減を目指

し、国内外を問わず模索してまいります。 

②グループ全体の事業再編成 

当社は平成18年７月20日の臨時株主総会の決議により平成18年８月１日をもって持株会社へ

移行致しました。 

主要業務であります治験支援部門を新設分割により、株式会社モス・イーソリューションと

して独立させ、経営の合理化を図るとともに、今後とも成長が見込まれる製薬企業の新薬開発

関連のアウトソーシング業界において引き続き高品質のサービスを提供する体制を整えました。 

株式会社エスエムオーデータセンターは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・アドバ

イザーズに変更し、国内外の医療機関に対し複合的な金融アドバイス、経営管理の人材紹介、

紹介予定派遣及び国内外の医療に関心のある関連企業のビジネス展開に関するコンサルティン

グ等を開始してまいります。 

株式会社クリニカルイノベーションは平成19年２月１日より商号を株式会社モス・インベス

トメンツに変更し、医療分野を中心とした「医」，「美」，「食」に関する事業への投資及び

財務支援を念頭においた業務を開始してまいります。 
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（６）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

当社グループでは、機動性のある意思決定とコンプライアンスを重視した業務執行を行うことを

経営上の最も重要な課題と位置づけております。 

このために、株主の皆様やお客様をはじめ、従業員、地域社会などの各ステークホルダーとの良

好な関係を構築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの制度の運用に関

して改善・整備を進め、コーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。また、投資

家の皆様に対しては経営の透明性を高めるために自発的かつタイムリーな情報開示を心がけてまい

ります。 

 

２．会社の機関の内容および内部統制の整備状況 

  当社の取締役会は取締役５名（内社外取締役２名）、監査役会は監査役３名（内社外監査役２

名）で構成されております。当グループは規模が小さいことから取締役会以外の業務的意思決定機

関は有しておりませんが、幹部社員からの業務報告を受け常勤取締役が日常的な業務執行を行い、

業務運営上の重要事項を審議し、経営の効率化を図っております。また定例取締役会を毎月開催す

るほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、変化する経営環境に迅速に対応するようスピーディ

な意思決定を行っております。取締役の業務報告につきましては、当社の代表取締役社長 三代川 

朋子により毎月取締役会へ報告されております。 

当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役２名を含む３名で監査役会を構成しております。

監査役は常に取締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、会計監査人との連携を強化し、企

業集団の監査を実施しております。社外監査役２名と当社との取引などの利害関係はありません。 

今後も経営に対する責任を明確にしていくとともに、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できるよう

経営組織の構築・維持に努めてまいります。 

 

３．弁護士および会計監査の状況 

当社は、弁護士２名と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。また、会

社法に基づく会計監査人および証券取引法に基づく会計監査をアスカ監査法人に依頼しております

が、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係

はありません。 

 

(注)平成 18 年 10 月 27 日開催の第 12 期定時株主総会決議により、会社法に基づく会計監査人および証券取引法に

基づく会計監査をみすず監査法人からアスカ監査法人へ変更しております。



7 

３．経 営 成 績 及 び 財 政 状 態                   

 

（１）経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、景気は緩やかに拡大しており、持続的成長の軌道に

乗ってきており、先行きについても生産・所得・支出の好循環のメカニズムが維持されるもとで、

緩やかな拡大を続けております。医療関連サービス業界におきましては、アジア地域を中心とした

治験のグローバル化が進むとともに、医療財政悪化による医療関連予算の抑制の影響から医療関連

サービス業界における競争は激化しております。このような状況の下、当社グループは、CRO 事業

の子会社化、財務面では資本の充実を図り、競争力の高い分野へ経営資源を集中してまいりました。

また信頼に応えるための新しい企業像を模索してまいりました。この間、あえて受注を積極的に増

やさず、過去を検証し、治験という人の命に関る重要な社会的使命の一端を担う会社として、責任

をもって事業を展開するための体制作りを会社運営の最重要課題として取り組んでまいりました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高１２６百万円(前年同期比 73.2％減)、経常損失１

８３百万円、中間純損失１９５百万円となりました。業界の売上が増える中、このような結果であ

ることは誠に遺憾ではありますが、量から質へという大きな転換の中での、重要な決断であったと

認識しております。当社グループでは、引き続き、システムの開発コストの削減を強力に推し進め

競争力を高めると伴に、今後も徹底的な経費削減を実施することにより、経営基盤の強化と収益力

の向上に全力をあげて取り組んでまいります。 

 

次に事業の種類別セグメントの業績についてご報告申し上げます。ＥＤＣサービス事業につきま

しては、当社グループの中核をなす事業と位置づけており、当中間連結会計期間におきましては、

受注業務の選別、見直し等も同時に行い、売上高は４６百万円(前年同期比 67.5％減)となりました。

開発コストの削減は若干計画を下回り営業損失は２２百万円となりました。 

化粧品等評価試験事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、化粧品や健康食品

等の評価試験を受託しております。当中間連結会計期間の売上高は１２百万円(前年同期比78.0％

減)となり営業損失は３９百万円となりました。近年、従来の化粧品と比較し高機能な化粧品の開発

が進み、それに伴い、化粧品試験の基準も厳しくなりつつあります。この一連の流れを受けて、昨

年末、日本香粧品学会よりガイドラインが発表されました。化粧品各社は、この新ガイドラインに

対応すべく準備を進めてきており、これらの影響により昨年末は、試験を見合わせる動きも散見さ

れ、それにより一時的に売上が減少いたしましたが、今後、基準の厳格化に伴う試験内容の高度化、

大型化で受注額は拡大していくものと予測しております。 

 

医薬品治験業務受託事業につきましては、株式会社コスメックスにおきまして、医療機関での治

験実施体制の整備、治験コーディネーター（ＣＲＣ）による被験者対応、症例報告書作成の補助、

被験者募集説明会の開催支援などを行っております。当中間連結会計期間の売上高は３７百万円(前

年同期比79.2％減)となり営業損失は１３百万円となりました。これは、受託事業が下期にずれたた

めであり、前事業年度同様、順調な展開となっております。 

 

その他のサービス事業につきましては、製薬企業等へ向けての個別調査案件のほか、薬剤割付業

務等をおこなっております。個別調査案件については、当中間連結会計期間に、従来の開業医中心

の調査から病院も含めたマルチクライアント調査へと、領域を拡充致しました。当中間連結会計期

間の売上高は３４百万円(前年同期比 63.0％減)､営業損失は２百万円となりました。新たな事業の

展開で、当中間連結会計期間に業務委託料が発生した結果、営業損失という結果になりましたが、

製薬企業の業界再編に伴う学術宣伝員（MR）等の有効活用に対するニーズはますます高まっており、

今後、売上高、収益面でも改善していくものと予測いたしております。 

 

(注) 事業の種類別セグメントについては、１(１)中間連結財務諸表 注記事項(セグメント情報) 

事業の種類別セグメント情報 当中間連結会計期間の(注)４に記載の通り、事業区分を変更しておりま

す。このため、当該項目における売上高並びに営業損益の前年同期比については、前中間連結会計期間

分を遡及修正した金額に基づき算出しております。 
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（２）財政状態・キャッシュ・フローの状況 

  当中間連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産は１，２８８百万円(前年同

期比 3.1％減)、純資産は８５６百万円(前期比 1.7％減)となりました。 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動による

キャッシュ・フローが９９百万円減少し、投資活動によるキャッシュ・フローが６百万円増加し、

財務活動によるキャッシュ・フローが４７３百万円増加し、この結果、現金及び現金同等物は３

８０百万円の増加となり、当中間連結会計期間末残高は８９６百万円(前年同期比 47.7％増)とな

りました。 

 

当中間連結会計期間の各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における営業活動による資金の減少は、９９百万円となりました。これは、

税金等調整前中間純損失が１８５百万円となったこと、売掛債権の回収が進んだことにより当中

間連結会計期間末の残高が７１百万円減少したことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当中間連結会計期間における投資活動による資金の増加は、６百万円となりました。これは、

敷金・保証金の回収による収入９百万円、有形固定資産の取得による支出２百万などによるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の増加は、４７３百万円となりました。これ

は主として社債発行による収入２８９百万円、社債の返済による支出９５百万円、株式発行によ

る収入３０６百万円、などによるものであります。 

 

（３） 受注状況 

当中間連結会計期間における受注状況を事業の種類別セグメント毎に示すと、次のとおりであ

ります。 

(単位：百万円) 

事業の種類別セグメント 受注高 前年同期比
(％) 受注残高 前年同期比

(％) 

EDCサービス事業 41 16.1 108 42.4 

化粧品等評価試験事業 24 21.1 23 13.8 

医薬品治験業務委託事業 - - 67 87.4 

その他のサービス事業 14 30.6 17 16.2 

合計 80 13.8 217 35.5 

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

（４）通期の見通し 

当社グループを取り巻く環境につきましては、製薬会社の生き残りをかけた提携、統合等が進み、

臨床試験関連のアウトソーシング業界全体の市場規模はますます拡大し続ける見通しであります。

また高齢化に伴うアンチエージングをキーワードとした健康ブームが追い風となり、医薬・化粧

品・健康食品業界におきましては臨床試験領域と同様に拡大基調にございます。 

このような経営環境のもと、昨年11月より新たなる経営体制へ移行し、従来にも増して、既存事

業および財務体質の改善に取り組んでまいりました。ITを中心とした当社グループのビジネスモデ

ルは、時代に先行する形であったため、財務面では厳しい現実に直面してまいりました。過去１年

は、前に進みたい気持ちを抑え、子会社化（㈱モス・イーソリューションへの移行）を含めた大胆

な体制の建て直し、質の向上させ、「信頼に応えられる新しい企業像」を目指し、財務面では安定

した資本の充実、集中と選択、無駄の排除等の徹底した改革を断行し、徐々にその成果が上がって

まいりました。これら基盤の上に既存事業につきましても更なる体制強化を行い、売上拡大を積極

的に図ってまいる所存でございます。 
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また新体制のもとで㈱モス・アドバイザーズおよび㈱モス・インベストメンツを新たにスタート

させました。今後の高齢化社会の進展に伴い、環境変化による様々な医療関連サービスをビジネス

チャンスととらえ、既に参入、参入を計画している企業は増加の一途を辿っています。一方、医療

財政悪化による医療関連予算の抑制策の影響から医療関連サービス業界における競争は激化してお

ります。このような状況において、「医療関連企業・医療機関」の経営側に立った金融関連アドバ

イス、人材およびビジネスコンサルティング等へのニーズは以前にも増して高まりつつあります。 

 

「㈱モス・アドバイザーズ」では、これらの医療機関や企業のニーズを捉え、当グループの治験

ビジネスで蓄積したノウハウや人材派遣の経験を基に、大学や医薬関連企業との太いパイプを生か

しつつ、フィナンシャルの視点からのサービスを融合させることにより、新しいビジネスを展開し

てまいる所存でございます。主だった業務としては、国内外の医療機関に対し「医療機関の立場に

たった」複合的な金融アドバイス、医療機関等を主な対象とした優秀な経営管理の人材の紹介・紹

介予定派遣、更には国内外の医療に関心のある関連企業のビジネス展開に関するコンサルティング

等を計画しております。 

 

「㈱モス・インベストメンツ」では、グループ内で培った経験を基に、医療分野を中心とした

｢医｣,｢美｣,｢食｣に関る事業への投資及び財務支援を念頭 においた業務を積極的に推進していく予定

でございます。     

また、｢㈱モス･アドバイザーズ｣が展開する 医療関連産業への様々な支援事業を具体化する業務

への協力も行う所存でございます。  

 

このような業務展開推進のために、金融の新しい資金調達手法を駆使するとともに、今後医療分

野で活発な展開が予想される証券化等の業務も視野に入れ、国際的な金融分野で豊富な経験を持つ

人材をチームに迎え、医療分野で予想される多様な業務にあらゆる角度から対応できる体制を構築

し、モスインスティテュートの創業以来の礎である「医療を通した社会貢献」を進めていきたいと

思っております。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年７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   626,705   916,230   535,686  

２ 売掛金   231,338   15,832   87,687  

３ たな卸資産   98,501   39,067   16,497  

４ 短期貸付金   ―   9,500   9,500  

５ その他   27,954   32,061   43,503  

 貸倒引当金   △115,616   △9,500   △9,500  

流動資産合計   868,883 65.3  1,003,192 77.9  683,376 68.8 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※１  106,369   31,961   38,352  

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウェア  62,145   3,943   4,730   

(2) のれん  150,244   114,185   132,214   

(3) その他  226 212,616  226 118,355  226 137,171  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  120,000   120,000   120,000   

(2) その他  22,242 142,242  14,807 134,807  14,857 134,857  

固定資産合計   461,228 34.7  285,124 22.1  310,381 31.2 

資産合計   1,330,112 100.0  1,288,317 100.0  993,757 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年７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 買掛金   47,541   3,626   6,397  

２ 短期借入金   32,000   ―   15,000  

３ １年内償還社債   146,000   ―   95,000  

４ 新株予約権付社債   ―   300,000   ―     

４ 未払金   71,420   33,570   53,088  

５ 前受金   115,924   63,311   39,684  

６ 賞与引当金   3,996   5,742   6,022  

７ 事業整理損失引当金   3,110   ―   ―  

８ 事業撤退損失引当金   ―   7,168   7,168  

９ その他   17,367   13,449   21,511  

流動負債合計   437,359 32.9  426,870 33.1  243,872 24.5 

Ⅱ 固定負債           

１ その他   14,490   5,173   7,058  

固定負債合計   14,490 1.0  5,173 0.4  7,058 0.7 

負債合計   451,849 33.9  432,044 33.5  250,930 25.2 

(少数株主持分)           

少数株主持分   7,120 0.5  ― ―  ― ― 

           

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,144,372 161.2  ― ―  ― ― 

Ⅱ 資本剰余金   2,082,678 156.6  ― ―  ― ― 

Ⅲ 利益剰余金   △3,362,998 △252.8  ― ―  ― ― 

Ⅳ 為替換算調整勘定   7,417 0.6  ― ―  ― ― 

Ⅴ 自己株式   △326 △0.0  ― ―  ― ― 

資本合計   871,142 65.6  ― ―  ― ― 

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  1,330,112 100.0  ― ―  ― ― 
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前中間連結会計期間末 

(平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成18年７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      2,298,812   2,144,372  

２ 資本剰余金      2,237,118   2,082,678  

３ 利益剰余金      △3,679,330   △3,483,897  

４ 自己株式      △326   △326  

株主資本合計      856,272 66.5  742,826 74.8 

純資産合計      856,272 66.5  742,826 74.8 

負債純資産合計      1,288,317 100.0  993,757 100.0 
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② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７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   471,435 100.0  126,487 100.0  1,017,262 100.0 

Ⅱ 売上原価   444,536 94.3  149,078 117.9  822,463 80.8 

売上総利益又は売上
総損失(△) 

  26,899 5.7  △22,591 △17.9  194,798 19.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  250,362 53.1  147,520 116.6  433,022 42.6 

営業損失   223,462 △47.4  170,112 △134.5  238,223 △23.4 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息及び配当金  162   160   169   

２ 負ののれん償却額  2,537   ―   2,537   

３ 消費税還付加算金  ―   35   ―   

４ 償却済保証金戻入  ―      50   ―   

５ 保険収入  ―   ―   2,133   

６ 消耗品売却収入  1,466   ―   1,466   

７ その他  247 4,413 0.9 7 254 0.2 326 6,633 0.7 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  1,516   433   2,617   

２ 新株発行費  ―   2,608      

３ 社債発行費  ―   10,145      

４ 保険解約損  886   ―   886   

５ 為替差損  3,659 6,062 1.3 ― 13,187 10.4 3,659 7,162 0.7 

経常損失   225,111 △47.8  183,044 △144.7  238,752 △23.4 

Ⅵ 特別利益           

 １ 貸倒引当金戻入益  ― ―    ― ― ―    ― 38,969 38,969 3.8 

Ⅶ 特別損失           

１ 固定資産除却損 ※２ ―   ―   2,074   

２ 減損損失 ※３ ―   2,839      53,928   

３ 事業撤退損失 ※４ ―  ― 79,630

４ 本社移転費  43,726 43,726 9.3 ― 2,839 2.2 45,890 181,523 17.8

税金等調整前中間
（当期）純損失 

  268,838 △57.1  185,884 △146.9  381,306 △37.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

 786   792   22,729   

法人税等調整額  6,018 6,805 1.4 8,756 9,549 7.6 △1,197 21,531 2.1 

 少数株主損失   △2,294 △0.5  ― ―     △8,590 △0.8 

中間(当期)純損失   273,349 △58.0  195,433 △154.5  394,248 △38.7 
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,081,678 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

   新株予約権の行使による 
新株の発行 

 1,000 1,000 

Ⅲ 資本剰余金中間期末残高   2,082,678 

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △3,085,455 

Ⅱ 利益剰余金減少高    

 １ 中間純損失  273,349  

 ２ 連結子会社増加に伴う利
益剰余金減少高 

 4,193 277,543 

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高   △3,362,998 
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④ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日)     （単位：千円） 

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 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 △3,483,897 △326 742,826 

中間連結会計期間中の変動額      

 新株の発行 154,440 154,440   308,880 

 中間純損失   △195,433  △195,433 

中間連結会計期間中の変動額合計 154,440 154,440 △195,433 ― 113,446 

平成19年１月31日残高 2,298,812 2,237,118 △3,679,330 △326 856,272 

 

 純資産合計 

平成18年７月31日残高 742,826 

中間連結会計期間中の変動額  

 新株の発行 308,880 

 中間純損失 △195,433 

中間連結会計期間中の変動額合計 113,446 

平成18年１月31日残高 856,272 
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前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日)       （単位：千円） 

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 

平成17年７月31日残高 2,143,372 2,081,678 △3,085,455 △326 1,139,268 

連結会計年度中の変動額      

 新株の発行 1,000 1,000   2,000 

 連結子会社増加に伴う 
利益剰余金の減少高 

  △4,193  △4,193 

 当期純損失   △394,248  △394,248 

株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

    ― 

連結会計年度中の変動額合計 1,000 1,000 △398,441 ― △396,441 

平成18年７月31日残高 2,144,372 2,082,678 △3,483,897 △326 742,826 

 

 
少数株主 

持分 
純資産合計 

平成17年７月31日残高 5,826 1,145,094 

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行  2,000 

連結子会社増加に伴う 
利益剰余金の減少高  

 △4,193 

 当期純損失  △394,248 

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△5,826 △5,826 

連結会計年度中の変動額合計 △5,826 △402,268 

平成18年７月31日残高 ― 742,826 
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⑤ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７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 

    

税金等調整前中間(当期) 
純損失 

 268,838 185,884 381,306 

減価償却費  18,333 7,109 35,452 

減損損失  ― 2,839 53,928 

事業撤退損失  ― ― 79,630 

のれん償却額  15,492 18,029 33,521 

貸倒引当金の増減額  499 ― △105,617 

事業整理損失引当金の減
少額 

 △57,021 ― △60,131 

固定資産除却損  ― ― 2,074 

本社移転費  43,726 ― 45,890 

受取利息及び受取配当金  △162 △160 △169 

支払利息及び社債利息  1,516 433 2,617 

新株発行費  ― 2,608 ― 

社債発行費  ― 10,145 ― 

売上債権の増減額  9,062 71,855 152,713 

たな卸資産の増減額  24,187 △22,569 106,190 

仕入債務の増減額  △65,546 △2,770 △106,691 

前受金の増減額  △4,354 23,627 △80,594 

本社移転による支出  △36,364 ― △44,472 

未払費用の減少額  △6,602 △1,348 △6,543 

未払消費税等の増減額  △4,458 △3,543 3,713 

未収消費税等の増減額  23,160 8,295 29,365 

その他  △139,502 △27,096 △185,516 

小計  △446,870 △98,429 △425,944 

利息及び配当金の受取額  5,956 160 5,964 

利息の支払額  △1,744 △430 △2,711 

法人税等の支払額  △8,873 △1,272 △31,375 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △451,530 △99,972 △454,067 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 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 

 △61,930 △2,772 △64,099 

連結の範囲の変更を伴わ
ない子会社株式の取得に
よる支出 

 △3,500 ― △3,500 

投資有価証券の取得に 
よる支出 

 △120,000 ― △120,000 

有価証券運用元本回収に
よる収入 

 100,000 ― 100,000 

保険解約返戻金の受取額  4,688 ― 4,688 

敷金・保証金回収による
収入 

 45,030 9,458 45,030 

敷金・保証金支払による
支出 

 △6,784 ― △8,807 

その他  △266 ― △266 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △42,762 6,686 △46,954 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

長期借入金の返済による 
支出 

 △67,000 △15,000 △84,000 

社債の発行による収入  ― 289,854 ― 

社債の返済による支出  △51,000 △95,000 △102,000 

株式の発行による収入  2,000 306,271 2,000 

少数株主に対する新株 
発行による収入 

 11,093 ― 11,093 

リース債務の返済による
支出 

 △142,621 △12,297 △158,911 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △247,527 473,829 △331,818 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る為
替差額 

 2,571 ― 2,571 

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
増減額 

 △739,249 380,543 △830,268 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
期首残高 

 1,306,000 515,686 1,306,000 

Ⅶ 新規連結子会社の現金及び現
金同等物 

 39,954 ― 39,954 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 606,705 896,230 515,686 
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（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

当社グループは、当中間連結会計

期間においても前連結会計年度に引

き続き、223,462千円の大幅な営業

損失を計上し、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの面においても△

451,530千円となり、継続的に営業

損失、営業活動によるキャッシュ・

フローのマイナスが続いておりま

す。これにより、当社グループは継

続企業の前提に関する重要な疑義が 

存在しております。 

当社は、当該状況を解消すべく、

前期(平成17年7月期)においてシス

テム費用に関する業務委託料削減の 

ための委託先の見直し、不採算事業

からの撤退、コアシステム以外のシ

ステム除却を実施いたしました。当

中間連結会計期間においては経費削

減策により大幅な経費削減を達成い

たしましたが、未だその効果は途上

であり、当連結会計年度末にはより

一層の経費削減となる見通しであり

ます。その他当中間連結会計期間に

おきまして、本社を移転することに

よる事務所家賃の減額を図り、今後

も引き続き組織の効率化と固定費の

削減を推進し、経費のコストダウン 

を図ります。 

また、当社独自開発システムであ

るCLASSYの受注も徐々にではありま

すが増加、またCLASSYをベースとし

た新しいWEB技術を活用した症例登

録業務、さらにはそれに付随する薬

剤割付業務も拡大し、受注状況も改

善してまいりました。 

今後も営業体制を見直し、自社で

の直販はもとより、関連するCROや

SMOとの業務提携により、着実に実

績を積上げて信頼回復に努め、受注

に繋げて売上高の拡大を図ります。 

EDC以外の事業分野におきまして

も製薬会社のニーズの把握に努める 

とともに、サービスメニューを拡充

し、受注額の拡大を目指します。特

に当社グループの事業とシナジー効

果を生むようなアライアンス・投資

戦略を実行し、新たな収益機会の獲

得と効果的なリソース配分を通じた

グループ全体の事業の再構築を行う

ことにより、当社グループの収益力

向上に全力をあげて取り組んでまい

ります。 

当社グループは、当中間連結会計

期間においても前連結会計年度に引

き続き、170,112千円の大幅な営業

損失を計上し、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの面においても△

99,972千円となり、継続的に営業損

失、営業活動によるキャッシュ・フ

ローのマイナスが続いております。

これにより、当社グループは継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。 

連結財務諸表提出会社である当社

は、当該状況を大幅に改善すべく、

平成18年11月15日に第三者割当増資

308百万円、無担保転換社債型新株

予約権付社債300百万円を調達し、

当面の資金について目処をつけ以下

の改善策を実施してまいります。 

当社グループは、昨年11月より新

たなる経営体制へ移行し、従来にも

増して、既存事業および財務体質の

改善に取り組んでまいりました。子

会社化（㈱モス・イーソリューショ

ンへの移行）を含めた大胆な体制の

建て直し、質の向上を目指し、「信

頼に応えられる新しい企業像」を目

指し、財務面では安定した資本の充

実、集中と選択、無駄の排除等の徹

底した改革を断行し、更なる体制強

化を行い、売上拡大を積極的に図っ

てまいります。 

また、新体制のもとで㈱モス・ア

ドバイザーズおよび㈱モス・インベ

ストメントを新たにスタートさせま

した。今後の高齢化社会の進展に伴

い、環境変化による様々な医療関連

サービスをビジネスチャンスととら

え、既に参入、参入を計画している

企業は増加の一途を辿っています。 

一方、医療財政悪化による医療関連

予算の抑制策の影響から医療関連サ

ービス業界における競争は激化して

おります。このような状況におい

て、「医療関連企業・医療機関」の

経営側に立った金融関連アドバイ

ス、人材およびビジネスコンサルテ

ィング等へのニーズは以前にも増し

て高まりつつあり、そのニーズを的

確に捉えることにより、当社グルー

プの収益力向上に取り組んでまいり

ます。 

 

当社グループは、当連結会計年度

においても前連結会計年度に引き続

き、238,223千円の大幅な営業損失

を計上し、営業活動によるキャッシ

ュ・フローの面においてもマイナス

になっており、継続的に営業損失、

営業活動によるキャッシュ・フロー

のマイナスが続いております。これ

により、当社は継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しておりま

す。 

(1)経費節減 

当社は、当該状況を解消すべく、

前連結会計年度においてシステム費

用に関する業務委託料削減のための

委託先の見直し、不採算事業からの

撤退、コアシステム以外のシステム

除却を実施し、当連結会計年度にお

いては、前連結会計年度に引き続き

業務委託料削減のための活動を進め

たほか、本店移転等の経費削減の施

策を実施したことにより、大幅な経

費削減を達成いたしました。しかし

ながら、当連結会計年度において完

全な収益力の回復の実現には至って

おりません。当社といたしましては

今後とも経営の合理化によるコスト

削減を進め、安定した経営基盤の確

保を図ります。 

(2)EDCサービスの拡販 

EDCサービス事業の拡大の施策と

いたしましては、従来から続けてお

ります当社独自開発システムである

CLASSYを中心としたサービスを充実

すると伴に、新たにサービスを開始

したCLASSY-Lite、新しいWEB技術を

活用した症例登録業務、薬剤割付業

務等のサービスを展開してまいりま

す。 

EDCサービス事業以外の分野にお

きましても製薬会社のニーズの把握

に努めるとともに、サービスメニュ

ーを拡充し、受注額の拡大を目指し

ます。特に当社グループの事業とシ

ナジー効果を生むようなアライアン

ス・投資戦略を実行し、新たな収益

機会の獲得と効果的なリソース配分

を通じたグループ全体の事業の再構

築を行うことにより、当社の収益力

向上に全力をあげて取り組んでまい

ります。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

中間連結財務諸表は、継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表には反映しておりません。 

 事業拡大及び当社の運営資金につ

きましては、関係会社である日本ア

ジアホールディングズ株式会社との

協力関係の下、資金計画を立案して

おり、必要な資金調達を実行する予

定です。 

中間連結財務諸表は、継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表には反映しておりません。 

(3)事業再編成 

当社は平成18年７月20日の臨時株

主総会の決議により平成18年８月１

日をもって純粋持株会社へ移行致し

ました。 

主要業務であります治験支援部門を

新設分割により、株式会社モス・イ

ーソリューションとして独立させ、

経営の合理化を図るとともに、今後

とも成長が見込まれる製薬企業の新

薬開発関連のアウトソーシング業界

において引き続き高品質のサービス

を提供する体制を整えました。 

(4)資金繰り 

 事業拡大及び当社の運営資金につ

きましては、関係会社である日本ア

ジアホールディングズ株式会社との

協力関係の下、資金計画を立案して

おり、必要な資金調達を実行する予

定です。 

連結財務諸表は、継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を連結財務諸表には、

反映しておりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   4社 

  連結子会社の名称 

   株式会社エスエムオーデー

タセンター 

   株式会社クリニカルイノベ

ーション 

   株式会社コスメックス 

   北京協薬臨床薬理実験技術

服務有限公司 

   前連結会計年度において非

連結子会社であった北京協

薬臨床薬理実験技術服務有

限公司は、重要性が増した

ことにより当中間連結会計

期間より連結の範囲に含め

ております。 

(1) 連結子会社の数   4社 

  連結子会社の名称 

   株式会社エスエムオーデー

タセンター 

   株式会社クリニカルイノベ

ーション 

   株式会社コスメックス 

    株式会社モス・イーソリュ

ーション 

    

(1) 連結子会社の数   3社 

  連結子会社の名称 

  株式会社エスエムオーデー

タセンター 

株式会社クリニカルイノベー

ション 

株式会社コスメックス 

 

 (2) 非連結子会社 

  該当する会社はありません。 

(2) 非連結子会社 

  北京協薬臨床薬理実験技術服

務有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

総資産、売上高、中間純損益

（持分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）等

は、中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないため

であります。 

(2) 非連結子会社 

北京協薬臨床薬理実験技術服

務有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

前連結会計年度において非

連結子会社であった北京協

薬臨床薬理実験技術服務有

限公司は、重要性が増した

ことにより当連結会計年度

期首より連結の範囲に含め

ておりましたが、平成18年

９月22日開催の臨時取締役

会において中国における合

弁事業撤退を決議し、当連

結会計年度中に事業撤退に

かかる会計処理をしたこと

により重要性がなくなった

ため、当連結会計年度中に

おいて連結の範囲から除外

しております。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

該当する会社はありません。 (1) 持分法を適用した非連結子

会社及び関連会社はありま

せん。 

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社の名称 

(3) 北京協薬臨床薬理実験技術服

務有限公司 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、中間純

損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う

額）等が、持分法の対象から

除いても、中間連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会

社及び関連会社はありませ

ん。 

(2) 持分法を適用していない非

連結子会社の名称 

北京協薬臨床薬理実験技術

服務有限公司 

(持分法を適用しない理由) 

前連結会計年度において非連

結子会社であった北京協薬臨

床薬理実験技術服務有限公司

は、重要性が増したことによ

り当連結会計年度期首より連

結の範囲に含めておりました

が、平成18年９月22日開催の

臨時取締役会において中国に

おける合弁事業撤退を決議

し、当連結会計年度中に事業

撤退にかかる会計処理をした

ことにより重要性がなくなっ

たため、当連結会計年度中に

おいて連結の範囲から除外し

ており、また持分法も適用し

ておりません。 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

３ 連結子会社の中間決算日

(決算日)等に関する事項 

中間決算日が中間連結決算日と異

なる場合の内容等 

㈱コスメックスの中間決算日は9

月30日でありますが、連結財務諸

表の作成に当たっては、1月31日

付けで仮決算を行っております。 

北京協薬臨床薬理実験技術服務有

限公司の中間決算日は6月30日で

あります。連結財務諸表を作成す

るに当たっては12月31日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しています。 

なお、中間連結決算日との間に生

じた重要な取引については、連結

上必要な調整を行っております。 

連結子会社の中間決算日は、中間

連結決算日と一致しております。 

連結子会社のうち、株式会社コス

メックスの決算日は平成18年３月

期まで3月31日でありましたが、

平成18年3月27日の株主総会にお

きまして決算期を7月31日に変更

しております。連結財務諸表作成

に当たっては、当社の決算日であ

ります７月31日に合わせて決算を

行っております。 

 



24 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７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 

(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 

(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 

   (時価のないもの) 

    移動平均法による原価法

によっております。 

  (時価のないもの) 

同左 

(時価のないもの) 

同左 

 ② たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法に基づく原価法に

よっております。 

② たな卸資産 

    同左 

 ② たな卸資産 

    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 

定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下

の通りであります。 

    工具器具及び備品 

      ４～６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 

定率法によっておりま

す。なお、建物について

は定額法によっておりま

す。 

なお、主な耐用年数は以

下の通りであります。 

 建物 

  5年～15年 

 工具器具備品 

      4年～6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 

同左 

  ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における見

込利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっておりま

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 

  ① 貸倒引当金 

    債権の貸倒れによる損

失に備えるため、貸倒懸

念債権等特定の債権につ

いて個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額

を計上しています。 

 

 

 

② 賞与引当金 

    連結子会社の従業員賞

与の支給に備えるため、

支給見込額の当中間連結

会計期間負担分を計上し

ております。 

  ③ 事業整理損失引当金 

e-monitoringサービス

事業等からの事業撤退に

係る取締役会決議に伴

い、当中間連結会計期間

末において今後発生が見

込まれる損失について、

合理的に見込まれる金額

を計上しております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 賞与引当金 

   従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当

中間連結会計期間負担分

を計上しております。 

 

  ③ 事業整理損失引当金 

――――― 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

      同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ② 賞与引当金 

従業員賞与の支給に備え

るため、支給見込額の当

連結会計年度負担分を計

上しております。 

 

  ③ 事業整理損失引当金 

――――― 
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項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

  ④ 事業撤退損失引当金 

   中国からの事業撤退に係る

取締役会決議に伴い、当中

間連結会計期間末において

今後発生が見込まれる損失

について、合理的に見込ま

れる金額を計上しておりま

す。 

④ 事業撤退損失引当金 

   中国からの事業撤退に係る

取締役会決議に伴い、当連

結会計年度末において今後

発生が見込まれる損失につ

いて、合理的に見込まれる

金額を計上しております。 

 (4) 重要な繰延資産の処理方法 

 

――――― 

(4) 重要な繰延資産の処理方法 

① 新株発行費。 

支出時に全額費用として処

理しております。 

② 社債発行費 

支出時に全額費用として処

理しております。 

(4) 重要な繰延資産の処理方法 

 
――――― 

 (5) 重要な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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

   

同左 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

   消費税及び地方消費税の会

計処理は税抜き方式によっ

ております。 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 ① 消費税等の会計処理 

同左 

  ② 当中間連結会計期間に係る

納付税額及び法人税等調整

額は、提出会社の当期にお

いて予定している利益処分

による特別償却準備金の取

崩しを前提として、当中間

連結会計期間に係る金額を

計算しております。 

 ②     同左 ――――― 

５ 中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)に

おける資金の範囲 

中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(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 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金(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。 
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中間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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

（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） 

 当中間連結会計期間より、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。 

 
――――― 

 

当連結会計年度から「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」（企業会計基準委員会 平成15年

10月31日 企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。 

これにより税金等調整前当期純損失が

53,928千円増加しております。 

なお、減損損失累計額については、改正

後の連結財務諸表規則に基づき当該各資

産の金額から直接控除しております。 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

会計基準等） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する 

会計基準等） 

――――― 当中間連結会計期間から「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準適用指針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は856,272千円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正による中間連

結貸借対照表の表示に関する変更は以下の

とおりであります。 

 前中間連結会計期間における「資本の部」

は、当中間連結会計期間から「純資産の

部」となり、「純資産の部」は「株主資

本」に分類して表示しております。 

前中間連結会計期間において独立掲記し

ておりました「資本金」、「資本剰余金」

及び「利益剰余金」は当連結会計年度にお

いては「株主資本」の内訳科目として表示

しております。 

当連結会計年度から「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

基準委員会 平成17年12月９日 企業会計

基準第５号）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」

（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準適用指針第８号）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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は742,826千円であります。 

 連結財務諸表規則の改正による連結貸借対

照表の表示に関する変更は以下のとおりで

あります。 

 前連結会計年度における「資本の部」は、

当連結会計年度から「純資産の部」とな

り、「純資産の部」は「株主資本」に分類

して表示しております。 

前連結会計年度において独立掲記しており

ました「資本金」、「資本剰余金」及び

「利益剰余金」は当連結会計年度において

は「株主資本」の内訳科目として表示して

おります。 

 （自己株式及び準備金の額の減少等に関す 

る会計基準等の一部改正） 

（自己株式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準等の一部改正） 

――――― 当中間連結会計期間から、改正後の「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会 最終

改正平成17年12月27日 企業会計基準第

１号）及び「自己株式及び準備金の額の

減少等に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会 最終改正平成17

年12月27日 企業会計基準適用指針第２

号）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。   

なお、中間連結財務諸表規則の改正によ

る中間連結貸借対照表の表示に関する変

更は以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間において資本に対す

る控除項目として「資本の部」の末尾に

表示しておりました「自己株式」は、当

中間連結会計期間から「株主資本」に対

する控除項目として「株主資本」の末尾

に表示しております。 

当連結会計年度から、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 最終改正

平成17年12月27日 企業会計基準第１

号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 最終改正平成17年12

月27日 企業会計基準適用指針第２号）

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。   

なお、連結財務諸表規則の改正による連

結貸借対照表の表示に関する変更は以下

のとおりであります。 

前連結会計年度において資本に対する控

除項目として「資本の部」の末尾に表示

しておりました「自己株式」は、当連結

会計年度から「株主資本」に対する控除

項目として「株主資本」の末尾に表示し

ております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
前中間連結会計期間末 
(平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年１月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年７月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

24,079千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

36,352千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

30,021千円 

 ２ 連結子会社以外の会社のリー

ス契約に対して次のとおり債

務の保証を行っております。 

   株式会社ナム 20,720千円 

 ２ 連結子会社以外の会社のリー

ス契約に対して次のとおり債

務の保証を行っております。 

   株式会社ナム  11,157千円 

２ 連結子会社以外の会社のリー

ス契約に対して次のとおり債

務の保証を行っております。 

   株式会社ナム  15,939千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通

りであります。 

給料手当 46,147千円

業務委託料 25,867千円

 支払手数料 38,567千円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通

りであります。 

給料手当 28,372千円

業務委託料 12,959千円

 支払手数料 12,129千円
  

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次の通

りであります。 

給料手当 86,082千円 

支払手数料 57,112千円 

業務委託料 44,453千円 
 

※２   ――――― ※２   ――――― ※２ 固定資産除却損の主な内訳 

工具、器具及び備品 2,074千円
 

※３   ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 減損損失 

当社グループは以下の資産に

ついて減損損失を計上しまし

た。 

用途 貸与機器 

種類 工具、器具及び備品 

場所 代官山クリニック 

その他 治療用レーザ装置 

金額 2,839千円 

 

  （経緯） 

賃貸料の見直しにより収益性

が著しく低下したため、減損

損失を認識いたしました。 

 

  （グルーピングの方法） 

   原則としてセグメント別に区

分し、賃貸用機器について

は、個々の物件を単位として

おります。 

 

 

 

 

 

 

※３ 減損損失 

当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計

上しました。 

用途 種類 場所 その他 

EDCシス

テム 

ソ フ ト

ウェア 

臨 床 デ

ー タ 管

理 サ ー

ビス部 

飯 田 橋

事業所 

東 京 都

新宿区 

EDCサー

ビ ス 事

業 

事 務 所

設備 

リ ー ス

資産 

飯 田 橋

事業所 

東 京 都

新宿区 

全社 

 

当社グループは、事業用の資

産については、管理会計上の

区分を基礎としてセグメント

に基づくグルーピングを行っ

ております。当連結会計年度

においてはEDCサービス事業

及び全社共用リース資産にお

いて、過去、営業活動から生 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

  ずる損益、キャッシュ・フロ

ーが継続してマイナスである

ことから減損の兆候があると

認められたことにより飯田橋

事業所にかかる資産グループ

の帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損

損失（53,928千円）として特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、ソフトウェア

48,546 千 円 、 リ ー ス 資 産

5,381千円となります。 

 なお、当資産グループの回

収可能価額は使用価値により

測定しており、将来キャッシ

ュ・フローを5％で割り引い

て計算しております。 

※４   ――――― ※４   ――――― ※４ 事業撤退損失 

平成18年9月22日開催の臨時

取締役会において決議いたし

ました中国における合弁事業

撤退に伴う損失でございま

す。 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 7,402,771.77 1,080,000 ― 8,482,771.77 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

第三者割当増資による増加    1,080,00株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式(株) 122.77 ― ― 122.77 

 
 

３ 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる 
株式の種類 前連結 

会計年度末 
増加 減少 

当中間連結 
会計期間末 

当中間連結 
会計期間 
末残高 

（千円） 

平成15年新株予約権 普通株式 8,400 ― ― 8,400 ― 

平成16年新株予約権 普通株式 20,000 ― ― 20,000 ― ㈱モスインス
ティテュート 平成18年転換社債型

新株予約権付社債と
しての新株予約権 

普通株式 ― 993,360 ― 993,360 ― 

合計 28,400 993,360 ― 1,021,760 ― 

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年転換社債型新株予約権付社債としての新株予約権の増加は、新株予約権付社債の発行によるも

のであります。 



29 

前連結会計年度（自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 7,399,571.77  3,200  ―  7,402,771.77  

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は次のとおりであります。 

  ストックオプションの行使による増加    3,200株 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 122.77  ―  ―  122.77  

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

現金及び預金勘定 626,705千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,000千円

現金及び 
現金同等物 

606,705千円

  

１ 現金及び現金同等物の中間連結

会計期間末残高と中間連結貸借

対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

現金及び預金勘定 916,230千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,000千円

現金及び 
現金同等物 

896,230千円

  

１ 現金及び現金同等物の連結会計

年度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 

現金及び預金勘定 535,686千円

預入期間が３ヶ月 
を超える定期預金 

△20,000千円

現金及び 
現金同等物 

515,686千円
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１ 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 

借手側 

 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

び中間期末残高相当額 

 

 
工具器具 
備品 
(千円) 

ソフト 
ウェア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

9,167 ― 9,167

減価償却累 
計額相当額 

3,075 ― 3,075

中間期末 
残高相当額 

6,091 ― 6,091

 

１ 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 

借手側 

 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 

 
工具器具備品 

(千円) 
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

7,236 7,236

減価償却累 
計額相当額 

2,946 2,946

減損損失 
累計額 

4,290 4,290

中間期末 
残高相当額 ― ―
 

１ 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 

借手側 

 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 

 
工具器具備品 

(千円) 
合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

9,167 9,167 

減価償却累 
計額相当額 

3,992 3,992 

減損損失 
累計額 

5,175 5,175 

期末残高 
相当額 ― ― 

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 1,792千円 

１年超 4,357千円 

合計 6,149千円 
  

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 1,447千円 

１年超 2,909千円 

合計 4,357千円 
  

② 未経過リース料期末残高相 

当額 

１年以内 1,673千円 

１年超 3,708千円 

合計 5,381千円 
 

 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 954千円

減価償却費相当額 916千円

支払利息相当額 52千円
  

 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 920千円

減価償却費相当額 884千円

支払利息相当額 37千円
  

③ 支払リース料、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 1,909千円

減価償却費相当額 1,833千円

支払利息相当額 97千円

減損損失 5,381千円
 

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

は、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

は、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

は、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。 

 ⑤ 利息相当額の算定方法は、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は、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は、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。 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額 

 

――――― 

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額 

 

――――― 

 

２ オペレーティング・リース取引

未経過リース料期末残高相当額 

 

――――― 

 



31 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間(平成18年１月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

120,000 

 

当中間連結会計期間(平成19年１月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

 

種類 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

120,000 

 

前連結会計年度(平成18年７月31日) 

時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 

種類 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 

 

120,000 

 

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

 

 

e-monitoring 

サービス 
事業 

(千円) 

EDC 

サービス 
事業 

(千円) 

化粧品等 
評価試験 

事業 
(千円) 

医薬品 
治験業務
受託事業 
(千円) 

その他の 
サービス 

事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

22,837 144,065 55,627 179,239 69,666 471,435 ― 471,435 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― ― 352 352 (352) ― 

計 22,837 144,065 55,627 179,239 70,018 471,787 (352) 471,435 

営業費用 81,401 163,488 41,458 134,735 123,802 544,886 150,011 694,898 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△58,564 △19,423 14,169 44,503 △53,784 △73,099 (150,363) △223,462 

(注) １ 事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

 (1) e－monitoringサービス事業 ……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業

務 

 (2) EDCサービス事業 …………………大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメ

ント業務 

 (3) 化粧品等評価試験事業……………化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

 (4) 医薬品治験業務受託事業…………医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター

（CRC）による被験者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験

者募集業務 

 (5) その他のサービス事業……………システム保守、各種調査、CRFの電子化支援業務、データ提供業務、

特定労働者派遣業務 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は       

150,363千円であり、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 従来、臨床検査値管理サービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグ

メントの売上の合計額の100分の10未満、かつ営業損失の生じているセグメントの営業損失の合計額の

絶対値の100分の10未満となったため、当中間連結会計期間より「その他サービス事業」に含めて表示

しております。なお、「その他サービス事業」のうち従来の「臨床検査値管理サービス事業」の売上高、

営業費用、営業利益はそれぞれ608千円、257千円、351千円であります。 

また、化粧品等評価試験事業、医薬治験業務委託事業については、連結子会社コスメックスの事業であ

り、前連結会計年度において株式を取得し連結子会社となっております。前中間連結会計期間において

は、株式会社コスメックスの株式は取得していなかったため、当該事業は存在せず、前中間連結会計期

間に与える影響はありません。 
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当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日) 

 

 

EDC 

サービス 
事業 

(千円) 

化粧品等 
評価試験 

事業 
(千円) 

医薬品 
治験業務
受託事業 
(千円) 

その他の 
サービス 

事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

46,867 12,225 37,200 30,194 126,487  126,487 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

― ― ― 4,200 4,200 (4,200) ― 

計 46,867 12,225 37,200 34,394 130,687 (4,200) 126,487 

営業費用 69,289 51,491 50,721 36,537 208,040 88,559 296,599 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△22,422 △39,266 △13,521 △2,142 △77,352 (92,759)△170,112 

(注) １ 事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

 (1) EDCサービス事業 …………………大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメ

ント業務 

 (2) 化粧品等評価試験事業……………化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

 (3) 医薬品治験業務受託事業…………医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター

（CRC）による被験者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験

者募集業務 

 (4) その他のサービス事業……………システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、

データ提供業務、特定労働者派遣業務、中・小規模臨床試験向けモ

ニター支援業務、データマネジメント業務 

３ 当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は       

90,479千円であり、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 従来、e-monitoringサービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグメ

ントの売上の合計額の100分の10未満、かつ営業損失の生じているセグメントの営業損失の合計額の絶

対値の100分の10未満となったため、当中間連結会計期間より「その他サービス事業」に含めて表示し

ております。なお、「その他サービス事業」のうち従来の「e-monitoringサービス事業」の売上高、営

業費用、営業利益はそれぞれ5,615千円、1,079千円、4,535千円であります。 

 



34 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 

 

e-

monitoring 

サービス 
事業 

(千円) 

EDC 
サービス 

事業 
(千円) 

化粧品等 
評価試験 

事業 
(千円) 

医薬品 
治験業務 
受託事業 
(千円) 

その他の 
サービス 

事業 
(千円) 

計 
(千円) 

消去 
又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高及び営業損益         

売上高         

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

64,741 288,974 286,808 247,225 129,512 1,017,262 ― 1,017,262 

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

― ―    ― ― 11,552 11,552 (11,552) ― 

計 64,741 288,974 286,808 247,225 141,064 1,028,814 (11,552) 1,017,262 

営業費用 101,046 310,500 225,536 214,730 168,824 1,020,637 234,847 1,255,485 

営業利益又は 
営業損失(△) 

△36,304 △21,526 61,272 32,494 △27,759 8,176 (246,399) △238,223 

(注) １ 事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

 (1) e－monitoringサービス事業 ……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業

務 

 (2) EDCサービス事業 …………………大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメ

ント業務 

 (3) 化粧品等評価試験事業……………化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

(4) 医薬品治験業務受託事業………医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター

（CRC）による被験者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験

者募集業務  

 (5) その他のサービス事業……………システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、

データ提供業務、特定労働者派遣業務 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は      

246,399千円であり、その主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 従来、臨床検査値管理サービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグ

メントの売上の合計額の100分の10未満、かつ営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の

100分の10未満となったため、当連結会計年度より「その他サービス事業」に含めて表示しております。

なお、「その他サービス事業」のうち従来の「臨床検査値管理サービス事業」の売上高、営業費用、営

業利益はそれぞれ608千円、262千円、345千円であります。 

また、医薬品治験業務受託事業は、従来、「その他サービス事業」に含めて表示しておりましたが、当

該事業区分の売上割合が全セグメントの売上の合計額の100分の10以上、かつ営業利益の生じているセ

グメントの営業利益の合計額の100分の10以上となったため、当連結会計年度より「医薬品治験業務受

託事業」として区分掲記しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成17年８月１日 至 平成18年１月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90%を超えるため、所在地別セグメ

ント情報を省略しております。 

 

当中間連結会計期間(自 平成18年８月１日 至 平成19年１月31日) 

 在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。 

 

前連結会計年度(自 平成17年８月１日 至 平成18年７月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90%を超えるため、所在地別セグメ

ント情報を省略しております。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため、

該当事項はありません。
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(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

１株当たり純資産額 117.68円

 

１株当たり純資産額 100.94円

 

１株当たり純資産額 100.34円

 
１株当たり 
中間純損失 

36.93円
 

１株当たり 
中間純損失 

24.86円
 

１株当たり 
当期純損失 

53.26円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失のため記載しておりま

せん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当た

り中間純損失の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、１株当た

り当期純損失のため記載しておりま

せん。 

(注) １ 算定上の基礎 

(1) １株当たり純資産額 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結事業年度 

中間連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額（千円） 

― 856,272 742,826 

普通株式に係る純資産額(千円) ― 856,272 742,826 

中間連結貸借対照表の純資産の部 
の合計額と1株当たり純資産額の算 
定に用いられた普通株式に係る 
連結中間会計期間末（当事業年度 
末)の純資産額との差額(千円) ― ― ― 

普通株式の発行済株式数(株) ― 8,482,771.77 7,402,771.77 

普通株式の自己株式数(株) ― 122.77 122.77 

1株当たり純資産額の算定に用い 
られた普通株式の数(株) 

― 8,482,649 7,402,649 

 

(2) １株当たり中間（当期）純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結事業年度 

中間連結損益計算書上の中間(当
期)純損失(千円) 

273,349 195,433 394,248 

普通株式に係る中間（当期） 
純損失(千円) 

273,349 195,433 394,248 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数(株) 7,400,518 7,860,475.09 7,401,434.75 

中間（当期）純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) ― ― ― 

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

平成14年4月19日、平成

14年10月30日、平成15

年4月14日、平成15年4

月28日、平成15年12月

10日及び平成16年12月

28日に発行した新株予

約権(普通株式79,600株

分)であります。 

平成15年12月10日、平

成16年12月28日及び平

成18年11月15日に発行

した新株予約権(普通株

式1,021,760株分)であ

ります。 

平成15年12月10日及び

平成16年12月28日に発

行した新株予約権(普通

株式28,400株分)であり

ます。 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年８月１日 
至 平成18年１月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年８月１日 
至 平成19年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年８月１日 
至 平成18年７月31日) 

該当事項はありません。 該当事項はありません。 １．子会社の設立について 

  平成18年７月20日開催の当社臨時

株主総会において、分割計画書承認

の件が決議され、下記のとおり新設

分割により子会社を設立いたしまし

た。 

 

 臨時株主総会で承認決議された分割臨時株主総会で承認決議された分割臨時株主総会で承認決議された分割臨時株主総会で承認決議された分割

計画書の概要計画書の概要計画書の概要計画書の概要    

（1）会社分割の目的 

  当社は、グループ経営を推進する

ために、平成１８年８月１日より純

粋持株会社となり、新しいグループ

経営体制に移行することといたしま

した。この組織変更は当社グループ

の企業価値をより向上させるため、

意思決定・監督機能と事業の執行機

能を明確に分離し、経営の透明性と

スピードを高めることおよび、経営

資源の最適化を図り効率的な経営体

制を確立することを目的としており

ます。 

（２） 分割方式  

(i)分割方式  

当社を分割会社とし、新設会社を

承継会社とする物的分割でございま

す。 

(ii)当分割方式を採用した理由  

当社の中核事業である治験支援事

業を分社し、当社は純粋持株会社へ

移行するため、当該会社分割方式を

採用いたしました。 

（３） 株式の割当  

本件分割に際して、新設分割設立

会社である株式会社モス・イーソリ

ューションの発行する普通株式５０

０株は、全て当社に割り当てられま

す。  

（４） 分割により減少する資本の額

など  

該当事項はありません。  

 

（５） 株式の消却方法  

該当事項はありません。  

 

（６） 分割交付金  

分割交付金の支払はありません。 

 

（７）新設分割設立会社が承継する権

利義務  

新設会社が当社から承継する資

産、債務、雇用契約その他の権利義

務（以下、単に「権利義務」とい

う）は、本件分割をなすべき時期に

おいて承継事業に属する次に記載す

る権利義務とする。なお、債務の承

継については、重畳的債務引受の方

法による。また、承継する権利義務
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のうち資産及び負債の評価について

は、平成１８年４月３０日現在の貸

借対照表を基礎とし、これに本件分

割をなすべき時期までの増減を加除

した上で確定する。 

（i）飯田橋営業所に属する無形固

定資産（ソフトウェア） 

（ⅱ）承継事業に属する治験業務契

約に関する販売前受代金に関す

る負債計上 

  （ⅲ）承継事業に属する治験支援業

務に関して当社が販売先、業務

委託先、その他相手方との間に

締結した取引基本契約、業務委

託契約その他の本件承継事業に

属する一切の契約上の地位、及

び当該契約に基づく権利及び義

務 

   ただし、次に掲げるものは除

く。 

   ・承継する契約に基づき発生し

た売掛金、買掛金等一切の金

銭債権債務（ただし、(ⅱ)の

とおり、承継事業に属する治

験業務契約に関する販売前受

代金を除く。） 

（ⅳ）飯田橋事業所に所属する社

員、契約社員との雇用契約 

  会社分割により設立された子会社の会社分割により設立された子会社の会社分割により設立された子会社の会社分割により設立された子会社の

概要概要概要概要    

① 商号  

株式会社モス・イーソリュー

ション 

② 本社所在地 東京都新宿区 

③ 代表者氏名 林 一郎 

④ 事業内容  治験支援業務 

⑤ 設立年月日 平成18年8月1日 

⑥ 決算期   7月 

⑦ 資本金   2,500万円 

⑧ 大株主  

   株式会社 モスインスティテ

ュート       100% 

  ２．第三者割当増資による新株発行に

ついて 

当社は平成18年10月25日開催の取締

役会において、次のように第三者割

当増資による新株式発行を決議しま

した。 

  (1) 発行株式数 

普通株式   1,080,000株 

(2) 発行価額 

1株につき      286円 

(3) 発行価額の総額 308,880千円 

(4) 発行価額中資本に組入れない額 

          154,440千円 

(5) 申込期間 

      平成18年11月13日から 

      平成18年11月14日まで 

(6) 払込期日 

      平成18年11月15日 

(7) 割当先及び株式数 

Chan Chung Man 1,010,000株 

後藤 哲二     70,000株 

(8) 資金使途 
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主に新規ビジネスへの参入によ

る新会社の設立および事業・財

務支援機能を強化するための運

転資金へ充当する予定でござい

ます。 

  ３．新株予約権付社債の発行について 

当社は平成18年10月25日開催の取締

役会において、次のように転換社債

型新株予約権付社債の発行を決議し

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 発行価額   300,000,000円 

(2) 払込価格  

額面100円つき金100円 

  （社債額面金額10,000,000円） 

(3) 利率    利息は付さない。 

(4) 発行日   平成18年11月15日 

(5) 償還期限  平成19年11月15日 

(6) 転換価格       302円 

(7) 割当先及び割当額 

Bank of Bermuda （ Cayman ）

Limited    300,000,000円 

(8) 資金使途 

主に新規ビジネスへの参入による

新会社の設立および事業・財務支

援機能を強化するための運転資金

へ充当する予定でございます。 

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

 

 

 

 


