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平成 19年 4月 27日 

各  位 

会社名 株式会社綜合臨床薬理研究所 
代表者名 代表取締役社長 庄司 孝 
（コード番号：2399 東証マザーズ） 
問合せ先 取締役管理本部長 桐畑 博史 
（電話 ０４２－６４８－５７３３）  

 

平成 19年 7月期 中間決算短信（連結）の一部訂正について 

 
 平成 19年３月 15日付で発表いたしました「平成 19年 7月期 中間決算短信（連結）」
の記載に一部誤りがありましたので、下記のとおり訂正いたします。 
 

記 

１．訂正理由 

(1)連結子会社である株式会社SOGOメディプラスへの短期貸付金の元利金について設定
した貸倒引当金 18,215千円の連結消去漏れ。 

(2)当中間連結会計期間末におけるＳＭＯ事業にかかる受注残高の修正。 
(3)当中間連結会計期間において、全セグメントの営業利益に占める SMO 事業の割合が

90%以下であったため。 
(4)販売費及び一般管理費の貸倒引当金繰入額 157 千円と特別利益の貸倒引当金戻入との
相殺漏れ。 

 
２．訂正箇所  

訂正箇所は下線で表示しております。 
《１ページ》 
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） 
【訂正前】 

 (1) 連結経営成績   (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 ％

 19年１月中間期 1,043 △24.8 △141 ― △149 ― 

 18年１月中間期 1,388 ― 178 ― 168 ― 

 18年７月期 2,958 ― 278 ― 302 ― 

 

 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
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 19年１月中間期 △147 ― △1,375 99 ― ― 

 18年１月中間期 94 ― 933 18 918 10 

 18年７月期 162 ― 1,554 78 1,542 39 
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 (2) 連結財政状態   (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

 19年１月中間期 5,858 3,608 59.3 32,606 23

 18年１月中間期 5,074 3,814 75.2 35,401 17 

 18年７月期 5,781 3,963 66.9 35,923 36 
  
 
【訂正後】 

 (1) 連結経営成績   (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 ％

 19年１月中間期 1,043 △24.8 △140 ― △131 ― 

 18年１月中間期 1,388 ― 178 ― 168 ― 

 18年７月期 2,958 ― 278 ― 302 ― 

 

 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
 百万円 ％ 円 銭 円 銭

 19年１月中間期 △136 ― △1,274 94 ― ― 

 18年１月中間期 94 ― 933 18 918 10 

 18年７月期 162 ― 1,554 78 1,542 39 
 
 
 (2) 連結財政状態   (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

 19年１月中間期 5,869 3,618 59.4 32,707 62

 18年１月中間期 5,074 3,814 75.2 35,401 17 

 18年７月期 5,781 3,963 66.9 35,923 36 
  
 
《７ページ》 
２ 経営方針 
(8) その他、会社の経営上の重要な事項 
【訂正前】 

  ①子会社の解散 

 なお当中間連結会計期間において、同元利金のうち18,215千円については貸倒引当金を

設定しております。

 
【訂正後】 

  ①子会社の解散 

（下線部分削除） 

 
《９ページ》 
３ 経営成績及び財政状態 

(1)経営成績 
①当中間連結会計期間の概要（平成 18年８月１日～平成 19年１月 31日） 

【訂正前】 
これに伴う営業損失は141百万円、経常損失は149百万円となりました。また特別損失 

として投資有価証券売却損および投資有価証券評価損を一括計上した結果、中間純損失は
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147百万円となりました。 

 

【訂正後】 
     これに伴う営業損失は140百万円、経常損失は131百万円となりました。また特別損失      

として投資有価証券売却損および投資有価証券評価損を一括計上した結果、中間純損失は 

136百万円となりました。 

 

(2)財政状態 
（営業活動におけるキャッシュフロー） 
【訂正前】 
  これは、資金減少要因として税金等調整前中間純損失231百万円およびたな卸資産の増加額 

   338百万円ならびに法人税等の支出額 94百万円があったものの、資金増加要因として売上債権   

の減少額 312百万円および前受金の増加額 472百万円があったことが主な要因であります。 

 

【訂正後】 
  これは、資金減少要因として税金等調整前中間純損失213百万円およびたな卸資産の増加額 

   338百万円ならびに法人税等の支出額 94百万円があったものの、資金増加要因として売上債権   

の減少額 312百万円および前受金の増加額 472百万円があったことが主な要因であります。 

 

《11ページ》 
３ 経営成績及び財政状態 

(2)財政状態 
【訂正前】 
 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 平成 18年 7月期 平成 19年 7月期 
 中間 期末 中間 
自己資本比率 (％) 75.2 67.0 59.3
時価ベース自己資本比率 (％) 552.0 281.4 189.4
債務償還年数 (年) ― 1.4 1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ― 142.8 218.0

 

【訂正後】 
 なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。 

 平成 18年 7月期 平成 19年 7月期 
 中間 期末 中間 
自己資本比率 (％) 75.2 67.0 59.4
時価ベース自己資本比率 (％) 552.0 281.4 189.1
債務償還年数 (年) ― 1.4 1.8
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) ― 142.8 218.0
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《19・20・21ページ》 
４ 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 

【訂正前】 

  
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) 

前連結会計年度の 
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   2,575,968 2,483,472   2,525,464

 ２ 売掛金   1,137,898 627,637   939,828

 ３ 有価証券   99,999 49,966   ―

 ４ たな卸資産   146,792 692,395   354,318

 ５ その他 ※2  268,087 478,072   278,496

   貸倒引当金   △13,046 △26,215   △10,929

   流動資産合計   4,215,700 83.1 4,305,328 73.5  4,087,177 70.7

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1  110,602 119,798   124,339

 ２ 無形固定資産     

  (1) 連結調整勘定  161,444 ―  1,000,164 

  (2) のれん  ― 969,905  ― 

  (3) その他  133,270 294,714 133,507 1,103,412  131,465 1,131,630

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  329,166 160,225  299,727 

  (2) その他  130,107 175,472  144,869 

     貸倒引当金  △6,000 453,274 △6,000 329,697  △6,000 438,596

   固定資産合計   858,591 16.9 1,552,908 26.5  1,694,566 29.3

   資産合計   5,074,291 100.0 5,858,236 100.0  5,781,743 100.0
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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) 

前連結会計年度の 
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   6,383 13,225   12,230

 ２ 前受金   274,712 1,255,016   782,292

 ３ 賞与引当金   32,144 51,278   49,295

 ４ 受注損失引当金   23,011 78,797   37,077

 ５ その他 ※2  316,871 366,200   453,155

   流動負債合計   653,124 12.9 1,764,519 30.1  1,334,052 23.1

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金   476,000 476,000   476,000

 ２ 退職給付引当金   27,552 7,887   7,731

 ３ その他   ― 1,671   ―

   固定負債合計   503,552 9.9 485,558 8.3  483,731 8.3

   負債合計   1,156,676 22.8 2,250,078 38.4  1,817,783 31.4

     

(少数株主持分)     

  少数株主持分   103,492 2.0 ― ―  ― ―

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,364,517 26.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   1,640,117 32.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   802,345 15.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  7,141 0.2 ― ―  ― ―

   資本合計   3,814,121 75.2 ― ―  ― ―

   負債、少数株主 
   持分及び資本合計 

  5,074,291 100.0 ― ―  ― ―
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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) 

前連結会計年度の 
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   ― 1,364,517   1,364,517

 ２ 資本剰余金   ― 1,640,117   1,640,117

 ３ 利益剰余金   ― 616,840   870,263

 ４ 自己株式   ― △146,767   ―

      株主資本合計   ― ― 3,474,708 59.3  3,874,899 67.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
  ― △840   △4,516

   評価・換算差額等 

   合計 
  ― ― △840 △0.0  △4,516 △0.0

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 134,289 2.3  93,577 1.6

   純資産合計   ― ― 3,608,158 61.6  3,963,960 68.6

   負債・純資産合計   ― ― 5,858,236 100.0  5,781,743 100.0
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【訂正後】 

  
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) 

前連結会計年度の 
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   2,575,968 2,483,472   2,525,464

 ２ 売掛金   1,137,898 627,637   939,828

 ３ 有価証券   99,999 49,966   ―

 ４ たな卸資産   146,792 692,395   354,318

 ５ その他 ※2  268,087 470,658   278,496

   貸倒引当金   △13,046 △8,000   △10,929

   流動資産合計   4,215,700 83.1 4,316,130 73.5  4,087,177 70.7

Ⅱ 固定資産     

 １ 有形固定資産 ※1  110,602 119,798   124,339

 ２ 無形固定資産     

  (1) 連結調整勘定  161,444 ―  1,000,164 

  (2) のれん  ― 969,905  ― 

  (3) その他  133,270 294,714 133,507 1,103,412  131,465 1,131,630

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  329,166 160,225  299,727 

  (2) その他  130,107 175,472  144,869 

     貸倒引当金  △6,000 453,274 △6,000 329,697  △6,000 438,596

   固定資産合計   858,591 16.9 1,552,908 26.5  1,694,566 29.3

   資産合計   5,074,291 100.0 5,869,038 100.0  5,781,743 100.0
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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) 

前連結会計年度の 
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   6,383 13,225   12,230

 ２ 前受金   274,712 1,255,016   782,292

 ３ 賞与引当金   32,144 51,278   49,295

 ４ 受注損失引当金   23,011 78,797   37,077

 ５ その他 ※2  316,871 366,200   453,155

   流動負債合計   653,124 12.9 1,764,519 30.0  1,334,052 23.1

Ⅱ 固定負債     

 １ 長期借入金   476,000 476,000   476,000

 ２ 退職給付引当金   27,552 7,887   7,731

 ３ その他   ― 1,671   ―

   固定負債合計   503,552 9.9 485,558 8.3  483,731 8.3

   負債合計   1,156,676 22.8 2,250,078 38.3  1,817,783 31.4

     

(少数株主持分)     

  少数株主持分   103,492 2.0 ― ―  ― ―

     

(資本の部)     

Ⅰ 資本金   1,364,517 26.9 ― ―  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   1,640,117 32.3 ― ―  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   802,345 15.8 ― ―  ― ―

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  7,141 0.2 ― ―  ― ―

   資本合計   3,814,121 75.2 ― ―  ― ―

   負債、少数株主 
   持分及び資本合計 

  5,074,291 100.0 ― ―  ― ―
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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) 

前連結会計年度の 
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   ― 1,364,517   1,364,517

 ２ 資本剰余金   ― 1,640,117   1,640,117

 ３ 利益剰余金   ― 627,642   870,263

 ４ 自己株式   ― △146,767   ―

      株主資本合計   ― ― 3,485,510 59.4  3,874,899 67.0

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １ その他有価証券 

   評価差額金 
  ― △840   △4,516

   評価・換算差額等 

   合計 
  ― ― △840 △0.0  △4,516 △0.0

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 134,289 2.3  93,577 1.6

   純資産合計   ― ― 3,618,960 61.7  3,963,960 68.6

   負債・純資産合計   ― ― 5,869,038 100.0  5,781,743 100.0
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《22・23ページ》 
４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

②中間連結損益計算書 

【訂正前】 

  
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) 

前連結会計年度の 
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   1,388,146 100.0 1,043,466 100.0  2,958,865 100.0

Ⅱ 売上原価   823,902 59.4 681,920 65.3  1,808,443 61.1

   売上総利益   564,243 40.6 361,545 34.7  1,150,421 38.9

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
※1  386,043 27.8 502,570 48.2  872,230 29.5

   営業利益又は 

    営業損失(△) 
  178,200 12.8 △141,024 △13.5  278,191 9.4

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  508 870  663 

 ２ 受取配当金  5,923 1,641  20,067 

 ３ 投資有価証券 

   売却益 
 5,965 4,034  13,652 

 ４ 業務委託費返戻金  2,285 2,285  4,571 

 ５ コンサルティング 

   報酬 
 ― ─  30,000 

 ６ 雑収入  1,329 16,011 1.2 2,778 11,611 1.1 2,145 71,100 2.4

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  1,200 1,199  2,381 

 ２ 持分法による 

   投資損失 
 232 ─  1,395 

 ３ 投資有価証券 

   売却損 
 352 ─  1,109 

 ４ 新株発行費  3,633 ─  16,483 

 ５ 新株予約権発行費  12,129 ─  12,129 

 ６ リース解約損  ― ─  5,617 

 ７ コミットメント 

   フィー 
 4,761 ─  4,761 

 ８ 貸倒引当金繰入  ─ 18,215  ─

 ９ 雑損失  3,197 25,507 1.8 718 20,133 1.9 3,202 47,079 1.6

   経常利益又は 

    経常損失(△) 
  168,704 12.2 △149,546 △14.3  302,212 10.2
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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) 

前連結会計年度の 
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 

(％) 

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入  ─ 2,833  ─ 

 ２ オフィス移転費用 

   補填金  
 ― ― ― 2,000 4,833 0.4 ― ― ―

Ⅶ 特別損失     

 １ 投資有価証券 

   評価損 
 ― 30,799  29,200 

 ２ 投資有価証券 

   売却損 
 ― 50,000  ― 

 ３ 固定資産除却損 ※2 ─ 337  ─ 

 ４ オフィス閉鎖損  ― 1,298   

 ５ 減損損失 ※3 ― ― ― 4,516 86,952 8.3 ― 29,200 1.0

   税金等調整前 

  中間(当期)純利益 

    又は純損失(△) 

  168,704 12.2 △231,664 △22.2  273,012 9.2

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 86,435 43,597  172,488 

   法人税等調整額  7,909 94,344 6.8 △168,896 △125,298 △12.0 △18,807 153,681 5.2

   少数株主利益 

    又は損失(△) 
  △20,261 △1.4 40,712 3.9  △43,210 △1.5

   中間(当期)純利益 

    又は純損失(△) 
  94,622 6.8 △147,078 △14.1  162,540 5.5
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【訂正後】 

  
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) 

前連結会計年度の 
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   1,388,146 100.0 1,043,466 100.0  2,958,865 100.0

Ⅱ 売上原価   823,902 59.4 681,920 65.4  1,808,443 61.1

   売上総利益   564,243 40.6 361,545 34.6  1,150,421 38.9

Ⅲ 販売費及び 

  一般管理費 
※1  386,043 27.8 502,412 48.1  872,230 29.5

   営業利益又は 

    営業損失(△) 
  178,200 12.8 △140,866 △13.5  278,191 9.4

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  508 870  663 

 ２ 受取配当金  5,923 1,641  20,067 

 ３ 投資有価証券 

   売却益 
 5,965 4,034  13,652 

 ４ 業務委託費返戻金  2,285 2,285  4,571 

 ５ コンサルティング 

   報酬 
 ― ─  30,000 

 ６ 雑収入  1,329 16,011 1.2 2,778 11,611 1.1 2,145 71,100 2.4

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  1,200 1,199  2,381 

 ２ 持分法による 

   投資損失 
 232 ─  1,395 

 ３ 投資有価証券 

   売却損 
 352 ─  1,109 

 ４ 新株発行費  3,633 ─  16,483 

 ５ 新株予約権発行費  12,129 ─  12,129 

 ６ リース解約損  ― ─  5,617 

 ７ コミットメント 

   フィー 
 4,761 ─  4,761 

 ８ 雑損失  3,197 25,507 1.8 718 1,918 0.2 3,202 47,079 1.6

   経常利益又は 

    経常損失(△) 
  168,704 12.2 △131,173 △12.6  302,212 10.2
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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) 

前連結会計年度の 
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 

(％) 

Ⅵ 特別利益     

 １ 貸倒引当金戻入  ─ 2,675  ─ 

 ２ オフィス移転費用 

   補填金  
 ― ― ― 2,000 4,675 0.4 ― ― ―

Ⅶ 特別損失     

 １ 投資有価証券 

   評価損 
 ― 30,799  29,200 

 ２ 投資有価証券 

   売却損 
 ― 50,000  ― 

 ３ 固定資産除却損 ※2 ─ 337  ─ 

 ４ オフィス閉鎖損  ― 1,298   

 ５ 減損損失 ※3 ― ― ― 4,516 86,952 8.3 ― 29,200 1.0

   税金等調整前 

  中間(当期)純利益 

    又は純損失(△) 

  168,704 12.2 △213,449 △20.5  273,012 9.2

   法人税、住民税 

   及び事業税 
 86,435 43,597  172,488 

   法人税等調整額  7,909 94,344 6.8 △161,482 △117,884 △11.3 △18,807 153,681 5.2

   少数株主利益 

    又は損失(△) 
  △20,261 △1.4 40,712 3.9  △43,210 △1.5

   中間(当期)純利益 

    又は純損失(△) 
  94,622 6.8 △136,277 △13.1  162,540 5.5
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《25ページ》 
４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

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) 

【訂正前】 
              (単位：千円)
 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金 

少数株主

持分 

平成18年７月31日残高 1,364,517 1,640,117 870,263 ― 3,874,899 △4,516 93,577

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  (注) △107,740 △107,740 

 持分法適用会社の減少に 
 伴う利益剰余金の増加高 

1,395 1,395 

 中間純利益又は純損失(△) △147,078 △147,078

 自己株式の取得 △146,767 △146,767 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 3,676 40,712

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― △253,423 △146,767 △400,190 3,676 40,712

平成19年１月31日残高 1,364,517 1,640,117 616,840 △146,767 3,474,708 △840 134,289

 
【訂正後】 
              (単位：千円)
 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 
その他有価証券
評価差額金 

少数株主

持分 

平成18年７月31日残高 1,364,517 1,640,117 870,263 ― 3,874,899 △4,516 93,577

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当  (注) △107,740 △107,740 

 持分法適用会社の減少に 
 伴う利益剰余金の増加高 

1,395 1,395 

 中間純利益又は純損失(△) △136,277 △136,277

 自己株式の取得 △146,767 △146,767 

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

 3,676 40,712

中間連結会計期間中の変動額合計 ― ― △242,621 △146,767 △389,388 3,676 40,712

平成19年１月31日残高 1,364,517 1,640,117 627,642 △146,767 3,485,510 △840 134,289
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《26ページ》 
４ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

⑤ 中間連結キャッシュフロー計算書 

【訂正前】 

  
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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 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)純利益 

      又は純損失(△) 
 168,704 △231,664 273,012

   減価償却費  28,584 36,009 67,120

   連結調整勘定償却額  4,139 ― 29,547

   のれん償却額  ― 25,742 ―

   減損損失  ― 4,516 ―

   引当金の減少額(△)  △41,187 ― △55,306

   貸倒引当金の増加額  ― 15,286 ―

   賞与引当金の増加額  ― 1,983 ―

   受注損失引当金の増加額  ― 41,720 ―

   受取利息及び受取配当金  △6,431 △2,512 △20,730

   支払利息  1,200 1,199 2,381

    持分法による損失  232 ― 1,395

    投資有価証券売却益  △5,965 △4,034 △13,652

   投資有価証券売却損  352 50,000 1,109

   固定資産除却損  ― 337 ―

   新株発行費  3,633 ― 16,483

   新株予約権発行費  12,129 ― 12,129

   投資有価証券評価損  ― 30,799 29,200

   売上債権の増加額(△) 

   又は減少額 
 △272,136 312,191 △28,327

   たな卸資産の増加額(△) 

   又は減少額 
 15,354 △338,077 42,161

   前渡金の増加額（△）  ― △27,317 ―

   仕入債務の増加額  2,969 995 489

   未収消費税の増加額（△）  ― △17,630 ―

   未払消費税等の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― △39,424 80,220

   前受金の増加額又は減少額(△)  △73,507 472,723 33,500

   役員賞与の支払額  △45,000 ― △45,000

   その他  23,523 22,102 90,761

 小計  △183,402 354,945 516,494

   利息及び配当金の受取額  5,087 2,491 20,717

   利息の支払額  △1,200 △1,199 △2,381

   法人税額の支払額  △101,219 △94,658 △194,690

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △280,734 261,578 340,140
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【訂正後】 

  
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) 

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 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)純利益 

      又は純損失(△) 
 168,704 △213,449 273,012

   減価償却費  28,584 36,009 67,120

   連結調整勘定償却額  4,139 ― 29,547

   のれん償却額  ― 25,742 ―

   減損損失  ― 4,516 ―

   引当金の減少額(△)  △41,187 ― △55,306

   貸倒引当金の減少額(△)  ― △2,928 ―

   賞与引当金の増加額  ― 1,983 ―

   受注損失引当金の増加額  ― 41,720 ―

   受取利息及び受取配当金  △6,431 △2,512 △20,730

   支払利息  1,200 1,199 2,381

    持分法による損失  232 ― 1,395

    投資有価証券売却益  △5,965 △4,034 △13,652

   投資有価証券売却損  352 50,000 1,109

   固定資産除却損  ― 337 ―

   新株発行費  3,633 ― 16,483

   新株予約権発行費  12,129 ― 12,129

   投資有価証券評価損  ― 30,799 29,200

   売上債権の増加額(△) 

   又は減少額 
 △272,136 312,191 △28,327

   たな卸資産の増加額(△) 

   又は減少額 
 15,354 △338,077 42,161

   前渡金の増加額（△）  ― △27,317 ―

   仕入債務の増加額  2,969 995 489

   未収消費税の増加額（△）  ― △17,630 ―

   未払消費税等の増加額 

   又は減少額(△) 
 ― △39,424 80,220

   前受金の増加額又は減少額(△)  △73,507 472,723 33,500

   役員賞与の支払額  △45,000 ― △45,000

   その他  23,523 22,102 90,761

 小計  △183,402 354,945 516,494

   利息及び配当金の受取額  5,087 2,491 20,717

   利息の支払額  △1,200 △1,199 △2,381

   法人税額の支払額  △101,219 △94,658 △194,690

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △280,734 261,578 340,140
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《33ページ》 
表示方法の変更 
【訂正前】                   【訂正後】 

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) 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 ２．前中間連結会計期間において営業活動によるキ

  ャッシュ・フローの「引当金の減少額」について

    は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計

    期間より「貸倒引当金の増加額」(前中間連結会計

    期間1,762千円）「賞与引当金の増加額」(前中間 

   連結会計期間△17,391千円)「受注損失引当金の増

   加額」(前中間連結会計期間△31,328千円)として区

   分掲記しております。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

 ２．前中間連結会計期間において営業活動によるキ 

  ャッシュ・フローの「引当金の減少額」について 

    は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計 

    期間より「貸倒引当金の減少額」(前中間連結会計 

    期間1,762千円）「賞与引当金の増加額」(前中間 

   連結会計期間△17,391千円)「受注損失引当金の増 

   加額」(前中間連結会計期間△31,328千円)として区 

   分掲記しております。 

 

《35ページ》 
注記事項 

(中間連結損益計算書関係) 
【訂正前】 

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主  

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬 68,838千円

 給料・賞与 136,822千円

 賞与引当金 
 繰入額 

6,856千円

 退職給付費用 3,373千円

 貸倒引当金 
 繰入額 

1,762千円

   

※１ 販売費及び一般管理費の主 

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬  84,281千円

 給料・賞与 184,487千円

 賞与引当金 
 繰入額 

 11,272千円

 退職給付費用  2,639千円

 貸倒引当金 
 繰入額

 157千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主 

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬 138,190千円

 給料・賞与 326,544千円

 賞与引当金 
 繰入額 

11,857千円

 退職給付費用 7,314千円

 貸倒引当金 
 繰入額 

195千円
 

 
【訂正後】 

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主  

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬 68,838千円

 給料・賞与 136,822千円

 賞与引当金 
 繰入額 

6,856千円

 退職給付費用 3,373千円

 貸倒引当金 
 繰入額 

1,762千円

   

※１ 販売費及び一般管理費の主 

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬  84,281千円

 給料・賞与 184,487千円

 賞与引当金 
 繰入額 

 11,272千円

 退職給付費用  2,639千円

 

  

※１ 販売費及び一般管理費の主 

 要な費目及び金額は次のと 

 おりであります。 

 役員報酬 138,190千円

 給料・賞与 326,544千円

 賞与引当金 
 繰入額 

11,857千円

 退職給付費用 7,314千円

 貸倒引当金 
 繰入額 

195千円
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《45ページ》 
セグメント情報 
１ 事業の種類別セグメント情報 
【訂正前】 
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) 

 全セグメントの売上高の合計額及び営業損失の合計額に占めるＳＭＯ事業の割合がい 

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
【訂正後】 

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：百万円)

 ＳＭＯ事業 その他事業 計 消去又は全社 合計

 売上高      

 (1)外部顧客に対する売上高 1,022 21 1,043 ― 1,043

 (2)セグメント間の内部売上 

   高又は振替高
― ― ― ― ―

計 1,022 21 1,043 ― 1,043

 営業費用 910 45 956 228 1,184

 営業利益又は営業損失(△) 111 △24 87 △228 △140

 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の事業内容 

     (1) ＳＭＯ事業 

        治験コーディネーター業務、治験審査委員会事務局業務、治験事務局業務および臨床試  

験に関する一切の業務。 

     (2) その他の事業 

        健康食品(特定保健用食品を含む。)の開発支援業務および健康食品の販売業務。 

   ３ 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（228百万円)の主なものは、 

親会社の総務部門等管理部門に係る費用であります。 
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《46ページ》 
１株当たり情報 

【訂正前】 
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 35,401円17銭 １株当たり純資産額 32,606円23銭 １株当たり純資産額 35,923円36銭 
１株当たり中間純利益 933円18銭 １株当たり中間純損失 1,375円99銭 １株当たり当期純利益 1,554円78銭 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

918円10銭

      
       
   
   

   
 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、潜在株
式が存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

1,542円39銭

      
     
   
   

    

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び中間純損失(△)並びに潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益の算定上 

の基礎は以下のとおりであります。 

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株当たり中間(当期)純利 
益又は中間純損失金額 

 

 (1)中間(当期)純利益又は
中間純損失(△) (千円) 

94,622 △147,078 162,540

 (2)普通株主に帰属しない
金額      (千円) 

― ― ―

 (3)普通株式に係る中間
(当期)純利益又は中間純
損失(△)    (千円) 

94,622 △147,078 162,540

 (4)普通株式の期中平均株
式数(株) 

101,398 106,889 104,543
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【訂正後】 
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 35,401円17銭 １株当たり純資産額 32,707円62銭 １株当たり純資産額 35,923円36銭 
１株当たり中間純利益 933円18銭 １株当たり中間純損失 1,274円94銭 １株当たり当期純利益 1,554円78銭 
潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

918円10銭

      
       
   
   

   
 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、潜在株
式が存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

1,542円39銭

      
     
   
   

 

(注) １株当たり中間(当期)純利益及び中間純損失(△)並びに潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純

利益の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

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株当たり中間(当期)純利 
益又は中間純損失金額 

 

 (1)中間(当期)純利益又は
中間純損失(△) (千円) 

94,622 △136,277 162,540

 (2)普通株主に帰属しない
金額      (千円) 

― ― ―

 (3)普通株式に係る中間
(当期)純利益又は中間純
損失(△)    (千円) 

94,622 △136,277 162,540

 (4)普通株式の期中平均株
式数(株) 

101,398 106,889 104,543
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《47ページ》 
重要な後発事象 
【訂正前】               【訂正後】 

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 子会社の解散 

  当社は、平成19年３月９日開催 

 の取締役会において、連結子会社 

 である株式会社ＳＯＧＯメディプ 

 ラスが業績不振であることを理由 

  として同社への短期貸付金の元利 

  金18,234千円の債権放棄および同 

  社の解散を決議しました。 

  なお当中間連結会計期間におい 

 て、同元利金のうち18,215千円に 

 ついては貸倒引当金を設定してお 

 ります。 

  

 

 

１ 子会社の解散 

  当社は、平成19年３月９日開催 

 の取締役会において、連結子会社 

 である株式会社ＳＯＧＯメディプ 

 ラスが業績不振であることを理由 

  として同社への短期貸付金の元利 

  金18,234千円の債権放棄および同 

  社の解散を決議しました。 

  

 

 
《49ページ》 
５ 生産、受注及び販売の状況 
(2)受注状況 
当連結中間会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで 

あります。   

 
【訂正前】 

 
 (単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 (自 平成18年８月１日 
 至  平成18年１月31日)  至 平成19年１月31日)

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名

称 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

 ＳＭＯ事業 1,206,066 2,935,217 2,452,728 5,399,478 1,246,662 2,464,261

 その他の事業 100,702 50,965 45,886 244,520 △54,816 193,555

 合 計 1,306,769 2,986,182 2,498,615 5,643,998 1,191,847 2,657,816

 

【訂正後】 
       
(単位：千円) 

 
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 
(自 平成17年８月１日 (自 平成18年８月１日 
 至  平成18年１月31日)  至 平成19年１月31日)

比較増減 
事業の種類別 
セグメントの名

称 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

 ＳＭＯ事業 1,206,066 2,935,217 2,452,728 5,402,801 1,246,662 2,467,584

 その他の事業 100,702 50,965 45,886 244,520 △54,816 193,555

 合 計 1,306,769 2,986,182 2,498,615 5,647,321 1,191,847 2,661,139

  

 
以上 


	④ 中間連結株主資本等変動計算書
	⑤ 中間連結キャッシュフロー計算書
	１株当たり情報

