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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３四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成19年２月28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３四半期 99 － △935 － △920 － △1,088 －

平成18年５月期第３四半期 － － － － － － － －

（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３四半期 △9,289 38 － －

平成18年５月期第３四半期 － － － －

（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３四半期会計期間（平成18年６月１日～平成19年２月28日/９ヶ月間累計）の業績は、売上高99百万円、経

常損失920百万円、四半期純損失1,088百万円となりました。事業別の概況は、以下の通りです。

■創薬及び創薬関連事業

　平成19年１月に、GEヘルスケアグループのライフサイエンスビジネス部門であるGEヘルスケアバイオサイエ

ンス㈱と包括的業務提携契約を締結いたしました。業務提携の内容は、GEヘルスケアバイオサイエンス㈱の代

理店ネットワークを活用した製品の販売と新製品の共同企画・開発であり、新型EZ-TAXIScan™及び解析ソフト

ウエアTAXIScan™  Analyzer2を共同開発いたしました（３月１日発売）。

　また、喘息と慢性閉塞性肺疾患/ COPDに対する「オーダーメイド医療の実現」を目指し、アストラゼネカ社

（英）との共同研究も順調に継続して実施しております。

■創薬ツール供給事業

　機器販売においては、簡易型細胞走化性測定装置EZ-TAXIScan™及び細胞自動計測装置CYTORECON™の販売が伸

びず、低調な推移となりました。販売子会社の㈱メディシスサイエンスからGEヘルスケアバイオサイエンス㈱

に販売を移管し、販売強化を進めております。

■総合美容事業

　子会社の㈱メディシスサイエンスでは、平成19年２月より再生医療の基盤技術を応用した総合美容事業を開

始し、東京・銀座に「銀座リプロボーテ」をオープンいたしました。「銀座リプロボーテ」は、しわ取り療法

として線維芽細胞注入（施術は、提携クリニックにおいて実施）、リラクゼーション効果のあるフォルミスパ

（ラドン浴）と、オールハンドによるフェイシャル・ボディートリートメント、そして全身の身体機能のバラ

ンス改善を指導するボディーコンディショニングなどを提供しております。
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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３四半期 3,249 2,948 90.7 25,002 2

平成18年5月期第３四半期 － － － － －

（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３四半期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成19年５月期第３四半期 △761 △667 10 1,958

平成18年５月期第３四半期 － － － －

（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３四半期会計期間（平成18年６月１日～平成19年２月28日/９ヶ月間累計）の財政状態は、前連結会計年度

末と比較して総資産は1,259百万円減少し、純資産は1,068百万円減少しました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは761百万円のマイナスとなりました。これは主に、売掛債権の減少326百

万円、減価償却費152百万円の一方、税金等調整前第３四半期純損失1,087百万円、仕入債務の減少128百万円等に

よるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは667百万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465百万円、有価証券の取得による支出100百万円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは10百万円のプラスとなりました。これは主に、長期借入れによる収入30

百万円、株式の発行による収入19百万円の一方、長期借入金の返済による支出40百万円によるものです。

 

［参考］

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 260～120 △1,380～△2,020 △1,380～△2,020 

(参考)1株あたり予想当期純利益(通期)　△11,700円86銭～△17,127円35銭 

 　　　　　 1株あたり予想当期純利益は、平成19年２月末現在の発行済株式数117,940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］

　当期の業績見通しにつきましては、平成19年１月19日付で発表いたしました業績見通しを修正しております。

修正理由につきましては、本日付にて発表いたしました開示資料をご確認ください。売上高260～120百万円と前

回予想を下回る見込みですが、販売戦略の見直し及び一般管理費・研究開発費の経費節減に努めており、経常損

益並びに当期純損益は前回予想と変更はありません。

（ご注意）業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものです。予想には、様々な不確定要素

が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合がありますので、この業績予想に全面的に依拠

して投資等の判断を行うことは差し控えてください。また、業績の予想につきましては、臨時見直しを行い、

開示ルールに従って公表していく所存です。
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【第３四半期連結貸借対照表】

当第３四半期連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計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 1,958,398   3,366,579   

２．売掛金 25,427   416,266   

３．有価証券 100,480   －   

４．たな卸資産 211,592   172,890   

５．その他　　　　　　※２ 146,632   60,032   

流動資産合計  2,442,530 75.2  4,015,770 89.0

Ⅱ　固定資産       

１．有形固定資産　　　※１       

(1）建物 141,571   18,305   

(2）工具器具及び備品 417,842   232,101   

有形固定資産合計 559,414  17.2 250,406  5.6

２．無形固定資産 4,576  0.1 4,993  0.1

３．投資その他の資産 243,218  7.5 238,411  5.3

固定資産合計  807,208 24.8  493,810 11.0

資産合計  3,249,739 100.0  4,509,581 100.0

（負債の部）       

Ⅰ　流動負債       

１．買掛金 6,817   138,808   

２．１年内返済予定長期借入金 80,000   80,000   

３．未払金 29,139   36,659   

４．未払法人税等 4,648   7,844   

５．その他 15,491   54,534   

流動負債合計  136,098 4.2  317,846 7.0

Ⅱ　固定負債       

１．長期借入金 164,903   174,027   

固定負債合計  164,903 5.1  174,027 3.9

負債合計  301,001 9.3  491,873 10.9
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当第３四半期連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計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  1,894,900 58.3  1,885,100 41.8

　２．資本剰余金  3,021,536 93.0  3,011,736 66.8

　３．利益剰余金  △1,967,761 △60.6  △879,184 △19.5

株主資本合計  2,948,675 90.7  4,017,652 89.1

Ⅱ　評価・換算差額等       

　１．その他有価証券評価差額金  63 0.0  － －

　　評価・換算差額等合計  63 0.0  － －

Ⅲ　新株予約権  － －  56 0.0

純資産合計  2,948,738 90.7  4,017,707 89.1

負債純資産合計  3,249,739 100.0  4,509,581 100.0
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【第３四半期連結損益計算書】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計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  99,289 100.0  699,638 100.0

Ⅱ　売上原価  236,513 238.2  167,768 24.0

売上総利益又は売上総損失
（△）

 △137,223 △138.2  531,869 76.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  798,468 804.2  922,813 131.9

営業損失  935,691 △942.4  390,944 △55.9

Ⅳ　営業外収益　　　　※１  47,879 48.2  60,586 8.7

Ⅴ　営業外費用　　　　※２  32,464 32.7  38,833 5.6

経常損失  920,276 △926.9  369,191 △52.8

Ⅵ　特別利益  56 0.1  480 0.1

Ⅶ　特別損失          ※３  166,923 168.1  559,351 79.9

税金等調整前当期純損失又
は税金等調整前第３四半期
純損失

 1,087,143 △1,094.9  928,062 △132.6

法人税、住民税及び事業税  1,432 1.4  1,820 0.3

当期純損失又は第３四半期
純損失

 1,088,576 △1,096.4  929,882 △132.9
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（参考資料）

【第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約
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３四半期純損失（△）

△1,087,143 △928,062

減価償却費 152,923 133,665

新株予約権戻入益 △56 －

投資有価証券等評価損 100,155 －

減損損失 － 547,697

貸倒引当金の増加額 61,400 －

有形固定資産除却損 624 －

受取利息 △2,758 △133

支払利息 2,872 4,313

為替差益 △10,221 －

株式交付費 － 1,878

有形固定資産売却益 － △356

売上債権の減少額 326,236 155,001

たな卸資産の増加額 △38,701 △139,445

未収消費税等の増加額 △7,726 △39,450

その他流動資産の増加額 △84,218 △13,770

仕入債務の増加額又は減
少額（△）

△128,788 77,727

未払消費税等の減少額 － △5,561

預り金の増加額又は減少
額（△）

△352 929

前受金の増加額又は減少
額（△）

△44,602 39,276

その他流動負債の増加額 276 1,175

小計 △760,080 △165,113

利息の受取額 2,667 133

利息の支払額 △2,206 △4,347

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

△761,530 △170,946
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当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度の要約
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

  

有価証券の取得による支
出

△100,417 －

有形固定資産の取得によ
る支出

△465,387 △214,819

有形固定資産の売却によ
る収入

4,678 2,050

無形固定資産の取得によ
る支出

△597 △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

△55,086 △64,355

敷金保証金の返還による
収入

965 4,391

保険積立金の積立による
支出

－ △51,291

貸付による支出 △21,894 －

長期前払費用の支払額 △29,655 －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△667,395 △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 30,876 54,027

長期借入金の返済による
支出

△40,000 －

株式の発行による収入 19,600 101,821

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

10,476 155,848

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

10,176 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

△1,408,181 △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３
四半期末（期末）残高

1,958,398 3,366,579
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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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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）その他有価証券

時価のあるもの

　　　　四半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

　　 より算定しております）　　　

　　 時価のないもの

　　    移動平均法による原価法

(1）その他有価証券

　　 －

     

 

 

 

 　　時価のないもの

 　　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

実験用薬品

同左

その他

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　　　　２～15年

(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　　　　　　　　　　３～10年

 　工具器具及び備品　　　　３～15年

(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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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

　　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。

    当連結会計年度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

 　　　同左

　　ヘッジ対象

　　　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３四半期連結会計期間末
（平成19年２月28日）

前連結会計年度末
（平成18年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額は483,079千円であ

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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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　　　　　　　　　　　 44,158千円 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

調停解決金　　　　　　　　　　  7,300千円 支払利息　　　　　　　　 　　 　4,313千円

為替差損　　　　　　　　　　　 17,806千円 為替差損　　　　　　　　　　   32,642千円

※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

貸倒引当金繰入　　　　　 　　　61,400千円 連結調整勘定償却　　　　　　  547,697千円

投資有価証券評価損　　　　　　100,155千円  

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産　　　　　　 　　 151,154千円 有形固定資産　　　　 　　　　 132,448千円

無形固定資産　　　　　　　　　　1,014千円 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日

至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 　　　　　　　　　 1,958,398千円

（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 　　　　　　　　 1,958,398千円 現金及び現金同等物 　　　　　　　  3,366,579千円

（リース取引関係）

当第３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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、中間連結財務諸表規則第15条で準用する財務諸表等規

則第８条の６第６項の規定に準じて記載を省略しております。

前連結会計年度（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、連結財務諸表規則第15条の３で準用する財務諸表等規

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３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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。

 

前連結会計年度（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。
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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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（１株当たり情報）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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 25,002.02円

１株当たり四半期純損失金額 9,289.38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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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） 1,088,576 929,882

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）
1,088,576 929,882

期中平均株式数（株） 117,185 112,767

 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） 1,960 7,210

 （うち新株予約権）（株） (1,960) (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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前連結会計年度
（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３四半期財務・業績の概要（個別）
 平成19年４月13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　執行役員経営企画部長　　　　　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３四半期財務・業績の概況（平成18年６月１日～平成19年２月28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３四半期 97 △81.1 △832 － △809 － △1,312 －

平成18年５月期第３四半期 512 123.3 △200 － △201 － △214 －

（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３四半期 △11,200 96 － －

平成18年５月期第３四半期 △1,917 94 － －

（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３四半期 3,321 3,038 91.5 25,767 29

平成18年５月期第３四半期 5,201 4,732 91.0 40,822 22

（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。

 

［参考］

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 220～100 △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３四半期貸借対照表】

当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間末
（平成18年２月28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  1,908,740   4,084,570   △2,175,829  3,346,888   

２．売掛金  24,288   430,783   △406,494  416,266   

３．有価証券  100,480   －   100,480  －   

４．たな卸資産  210,634   117,847   92,787  172,856   

５．その他　　 ※２ 84,665   63,811   20,853  58,860   

流動資産合計   2,328,808 70.1  4,697,012 90.3 △2,368,203 △50.4  3,994,872 82.8

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産
　　　

※１            

(1）建物  35,374   19,069   163,035  18,305   

(2）工具器具及
び備品

 371,826   267,113   104,712  231,918   

有形固定資産
合計

 407,201  12.3 286,183  5.5 121,017 42.3 250,224  5.2

２．無形固定資産  4,294  0.1 3,129  0.1 1,165 37.2 4,848  0.1

３．投資その他の
資産

 581,066  17.5 214,952  4.1 366,113 170.3 571,948  11.9

固定資産合計   992,561 29.9  504,265 9.7 488,296 96.8  827,021 17.2

資産合計   3,321,369 100.0  5,201,277 100.0 △1,879,907 △36.1  4,821,893 100.0

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  6,817   33,882   △27,064  138,808   

２．１年内返済長
期借入金

 80,000   40,000   40,000  80,000   

３．未払金  12,432   55,481     36,223   

４．未払法人税等  3,816   3,376   440,713  7,724   

５．新株引受権  －   56   △56  －   

６．その他  14,405   131,584   △160,227  53,138   

流動負債合計   117,472 3.5  264,380 5.1 △146,907 △55.6  315,894 6.6

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金  164,903   203,969   △39,066  174,027   

固定負債合計   164,903 5.0  203,969 3.9 △39,066 △19.2  174,027 3.6

負債合計   282,375 8.5  468,349 9.0 △185,973 △39.7  489,921 10.2
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当第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間末
（平成18年２月28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   － －  1,884,900 36.2    － －

Ⅱ　資本剰余金             

１．資本準備金  －   3,011,536     －   

資本剰余金合計   － －  3,011,536 57.9    － －

Ⅲ　利益剰余金             

１．第３四半期未
処理損失
（△）

 －   △163,508     －   

利益剰余金合計   － －  △163,508 △3.1    － －

資本合計   － －  4,732,927 91.0    － －

負債資本合計   － －  5,201,277 100.0    － －

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１．資本金   1,894,900 57.1  － －    1,885,100 39.1

　２．資本剰余金             

（1）資本準備
 金

 3,021,536   －     3,011,736   

  　 資本剰余金合計   3,021,536 91.0  － －    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  △1,877,505   －     △564,920   

　　 利益剰余金合計   △1,877,505 △56.5  － －    △564,920 △11.7

株主資本合計   3,038,930 91.5  － －    4,331,915 89.8

Ⅱ　評価・換算差
　　額等　　　　　
　

            

  １．その他有価
　　　証券評価差
　　　額金

  63 0.0  － －    － －

 　 評価・換算差
　　額等合計

  63 0.0  － －    － －

Ⅲ　新株予約権   － －  － －    56 0.0

純資産合計   3,038,994 91.5  － －    4,331,971 89.8

負債資本合計   3,321,369 100.0  － －    4,821,893 100.0
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【第３四半期損益計算書】

当第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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   97,005 100.0  512,237 100.0 △415,231 △81.1  699,525 100.0

Ⅱ　売上原価   236,358 243.7  89,647 17.5 146,710 163.7  167,726 24.0

売上総利益又
は売上総損失
（△）

  △139,352 △143.7  422,590 82.5 △561,942 △133.0  531,798 76.0

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  693,272 714.7  622,676 121.6 70,596 11.3  912,594 130.5

営業損失   832,625 △858.3  200,085 △39.1 632,539 316.1  380,795 △54.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  54,768 56.5  3,890 0.8 50,878 1,307.8  62,224 8.9

Ⅴ　営業外費用 ※２  31,395 32.4  5,029 1.0 26,366 524.3  38,833 5.6

経常損失   809,252 △834.2  201,224 △39.3 608,027 302.2  357,405 △51.1

 Ⅵ  特別利益   56 0.1  － － 56 －  480 0.1

Ⅶ　特別損失 ※３  502,173 517.7  11,596 2.3 490,577 4,230.5  256,903 36.7

税引前当期純
損失又は税引
前第３四半期
純損失

  1,311,369 △1,351.8  212,820 △41.5 1,098,548 516.2  613,828 △87.7

法人税、住民
税及び事業税

  1,215 1.3  1,385 0.3 △170 △12.3  1,790 0.3

当期純損失又
は第３四半期
純損失

  1,312,584 △1,353.1  214,206 △41.8 1,098,377 512.8  615,618 △88.0

前期繰越利益   － －  50,698  － －  － －

第３四半期未
処理損失

  － －  163,508  － －  － －
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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３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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）子会社株式

移動平均法による原価法

 (2）その他有価証券

 　 時価のあるもの

　四半期末日の市場価格

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

ております）

(1）－

 

 (2）－

 　　－

(1）子会社株式

 　  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

 　 －  　 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）たな卸資産

①商品

同左

 

(2）たな卸資産

①商品

同左

 

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

②仕掛品

同左

③貯蔵品

     実験用薬品

同左

 

②仕掛品

同左

③貯蔵品

 　　実験用薬品

同左

 

その他

　最終仕入原価法に基づく

原価法

 　　その他

 　　同左

 　　その他

 　　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

２～10年

(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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 　　

 　　

 　　　　　　　　

(2）無形固定資産

同左

(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　　　　３～10年

 　　工具器具及び備品

 　　　　　　　　３～15年

(2）無形固定資産

  同左
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28日）

前事業年度
（自　平成17年６月１日
至　平成18年５月31日）

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．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３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間末
（平成18年２月28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479,881千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は296,633千円であります。

※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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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

 　　　受取利息　　  　　  9,565千円

　　　 為替差益　 　 　　 44,158千円

 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　 　　 　  2,872千円

 　　　雑損失　　　　　   10,419千円

　　　 為替差損　　　  　 17,806千円

支払利息　　　　　3,223千円 為替差損　　  　 32,642千円

新株発行費　　 　 1,759千円 支払利息　　　　　4,313千円

※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 ※３．特別損失のうち主要なもの

　　　 貸倒引当金繰入　  306,650千円

 　　　子会社株式評価損　 90,000千円

 　　  投資有価証券評価損100,155千円

事務所移転費用　　4,162千円 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 　　 147,979千円 有形固定資産 　　90,432千円 有形固定資産 　 132,433千円

　　　 無形固定資産　　　    986千円 無形固定資産　　　　595千円 無形固定資産     　 908千円

（リース取引関係）

当第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３で準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定に準じて、記載を省略しております。

前第３四半期会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成18年２月28日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間財務諸表等規則第５条の３で準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定に準じて、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）

　内容の重要性に乏しく、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３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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３四半期会計期間（自　平成17年６月１日　至　平成18年２月28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。

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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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 25,767.29円

１株当たり四半期純損失

金額
11,200.96円

１株当たり純資産額 40,822.22円

１株当たり四半期純損失

金額
1,917.94円

１株当たり純資産額 37,350.54円

１株当たり当期純損失金

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。

 （注）　 １株当たり当期純損失金額又は１株当たり当第３四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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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）
1,312,584 214,206 615,618

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損失又は

四半期純損失（千円）
1,312,584 214,206 615,618

期中平均株式数（株） 117,185 111,686 112,767

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） 1,960 7,170 7,210

 （うち新株予約権）（株） (1,960) (7,010) (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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

前第３四半期会計期間
（自　平成17年６月１日
至　平成18年２月28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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