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平成 19 年６月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 
    平成 19 年５月 15 日 

上場会社名 株式会社総医研ホールディングス （コード番号： 2385 東証マザーズ） 
（旧 社 名 株式会社総合医科学研究所）  

（ＵＲＬ http:// www.soiken.com/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長   梶本 佳孝 ＴＥＬ：（06）6871 - 8888 

              取締役財務部長   田部 修 
 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無及びその内容 ： 有 
（内容）連結（新規）  ４社 （株）総合医科学研究所、（有）コア、 
               （株）ビービーラボラトリーズ、（株）プラセンタ研究所 

持分法（新規） １社 （株）クリニカルトラスト 

④ 会計監査人の関与 ： 有 
四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況                      （百万円未満切捨表示） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月期第３四半期 1,834 14.4 54 △91.2 149 △75.4 89 △74.7

18 年６月期第３四半期 1,603 － 617 － 608 － 355 －

(参考)18 年６月期 2,296 884 876  512 

 

 
１株当たり四半期 

(当 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

19 年６月期第３四半期 379 03 352 74 

18 年６月期第３四半期 1,519 37 1,412 43 

(参考)18 年６月期 2,185 78 2,036 91 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

[連結経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 

 当第３四半期における事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

（生体評価システム事業） 

 生体評価システム事業のうち評価試験事業においては、主として特定保健用食品（以下「トクホ」といいます。）の許

可取得を目的とした臨床評価試験について、ほぼ計画どおり795百万円（前年同期比47.7％減）の売上計上を行いました。

前連結会計年度の下半期に新規受注が落ち込んだ影響により売上高は前年同期比で大幅減となりましたが、当第３四半

期連結会計期間においては新規受注に回復の兆しが見られ、受注高は868百万円（前年同期比21.9％減）、受注残高は890

百万円（前年同期比28.1％減）となりました。 

 一方、バイオマーカー開発事業においては、中核プロジェクトである「疲労定量化及び抗疲労食薬開発プロジェクト」

（以下「疲労プロジェクト」といいます。）について、参加企業が開発する抗疲労トクホ候補製品のトクホ申請に向けた

臨床評価試験を製品ごとに順次実施いたしました。当第３四半期連結会計期間末時点までに試験を実施済、実施中また

は実施が決定している候補製品は合計12製品であり、最も進捗の進んでいる製品については厚生労働省へのトクホの申

請準備を行っている段階にある等、順調に進展しております。当第３四半期連結会計期間においては、抗疲労トクホ候

補製品のトクホ申請に向けた臨床評価試験の受託手数料及び財団法人循環器病研究振興財団からの研究受託料等、165百

万円（前年同期比102.4％増）の売上計上を行いました。受注状況につきましては、疲労プロジェクト関連を中心として、
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受注高は313百万円（前年同期比75.7％増）、受注残高は219百万円（前年同期比126.5％増）となりました。 

 これらの結果、生体評価システム全体では、売上高960百万円（前年同期比40.1％減）、受注高1,182百万円（前年同期

比8.4％減）、受注残高1,110百万円（前年同期比16.9％減）となり、営業利益は323百万円となりました。 

（化粧品事業） 

 当第３四半期連結会計期間から新たに連結子会社となりました（株）ビービーラボラトリーズが営む化粧品事業では、

主力商品である「プラセンタ研究所」シリーズを中心として、通販部門で592百万円、卸売部門で273百万円の売上計上

を行いました。また、経営体制の構築および経費の適正化に注力するとともに、当社グループでのシナジーを発揮する

べく、「プラセンタ研究所」シリーズについて、有効性や安全性に関するエビデンスを得るための臨床評価試験を実施し

ました。今後、当社グループのシナジーを本格的に発揮し、科学的エビデンスを付加価値とする高機能化粧品としての

マーケティングに注力するとともに、新商品の開発および医療機関ルートでの拡販等を行っていく方針であります。 

 当第３四半期連結会計期間においては、広告宣伝費の削減の影響が想定以上に生じたことを主因として、売上高は計

画を下回りましたが、経費の適正化の効果により利益面では計画どおりの進捗となりました。なお、当第３四半期連結

会計期間にのれん償却費を60百万円計上いたしました。 

 これらの結果、当第３四半期連結会計期間の化粧品事業の業績につきましては、売上高866百万円、営業利益２百万円

となりました。 

（マーケティング事業） 

 （株）博報堂との合弁会社である（株）エビデンスラボが営むマーケティング事業では、医療機関を通じたトクホ等

に係る市販後調査、ヘルスケア情報を発信するウェブサイト「エビラボ｣（http://www.evilabo.com/）の運営、トクホ

等のマーケティング支援等を行っております。当第３四半期連結会計期間においては、提携先である中間法人大阪府内

科医会の会員医師を通じたトクホ等に係る市販後調査のスキームの運営を開始し、受注を順調に積み上げることができ

ました。当第３四半期連結会計期間においては、まだ完了した市販後調査がないためにその受託手数料の売上計上を行

わなかったことから、販売費及び一般管理費が先行する形となり営業損失を計上しましたが、市販後調査の引き合いは

活発であり、今後、受注拡大に向けた医療機関ネットワークの拡充やインフラの整備にも注力していく方針であります。 

 第３四半期連結会計期間のマーケティング事業の業績につきましては、売上高７百万円、受注高123百万円、受注残高

116百万円となり、営業損失は56百万円となりました。 

 以上のようなことに加え、持分法適用関連会社である医薬品ＣＲＯ（医薬品開発受託機関）の（株）クリニカルトラ

ストの持分法による投資利益85百万円の寄与もあり、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高1,834百万円（前年同

期比14.4％増）、経常利益149百万円（前年同期比75.4％減）、第３四半期純利益89百万円（前年同期比74.7％減）となり

ました。 

 なお、当社グループでは、従来からの中核事業であるトクホ等の開発支援に加え、子会社の設立等を通じて、引き続

き大学発のバイオマーカー技術を基礎としつつ、開発段階だけではなく開発の前段階および市販後の調査やマーケティ

ングへの関与、食品だけではなく医薬品や化粧品への事業領域の拡大、さらには自社での製品開発や販売といった形で

のビジネスモデルの拡張を進めております。当第３四半期連結会計期間においては、このような成長戦略を実現するた

めの施策として、純粋持株会社体制への移行ならびに資本調達を目的とした新株予約権付社債および新株予約権の発行

を行いました。今後、各事業相互のシナジーを発揮しつつ、グループ業績の拡大に向けた成長戦略を着実に推進してま

いる所存であります。 
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(2) 連結財政状態の変動状況 

 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

19 年６月期第３四半期 6,888 4,696 67.2 19,153 94 

18 年６月期第３四半期 4,497 3,831 85.2 16,274 56 

(参考)18 年６月期 4,585 4,059 87.0 16,867 76 

 
(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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

19 年６月期第３四半期 △80 △1,013 1,734 3,015 

18 年６月期第３四半期 △105 △76 40 2,555 

(参考)18 年６月期 193 △557 41 2,374 

 

[連結財政状況の変動状況に関する定性的情報等] 

＜連結財政状態の変動状況＞ 

前連結会計年度末から当第３四半期末までの財政状態の主な変動といたしましては、流動資産が4,366百万円から5,285

百万円に増加したこと、固定資産が219百万円から1,602百万円に増加したこと、流動負債が526百万円から791百万円に

増加したこと、固定負債が新たに1,400百万円増加したこと及び純資産が4,059百万円から4,696百万円に増加したことが

挙げられます。 

 流動資産、固定資産及び流動負債の変動の主な要因は、新株予約権付社債の発行により流動資産及び固定負債がそれ

ぞれ増加したこと、新株予約権付社債の一部転換により純資産が増加したこと及び当第３四半期において化粧品事業を

営む（株）ビービーラボラトリーズを連結子会社としたため同社の資産負債が加わったことであります。 

＜連結キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第３四半期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、税金等調整前第３四半期純利益

が135百万円（前年同期比77.6％減）と低調ではありましたが、社債の発行による収入1,990百万円があったこと等から、

前第３四半期連結会計期間末に比べ459百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には3,015百万円となりました。 

 当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は80百万円（前年同期比23.7％減）となりました。 

 これは主として法人税等の支払362百万円等の支出によるものでありますが、税金等調整前第３四半期純利益135百

万円を計上したことや、売上債権の減少額195百万円等の収入要因により一部相殺されております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は1,013百万円（前年同期比1,229.1％増）となりました。これは信託受益権の純増

552百万円、投資有価証券の取得500百万円及び子会社株式の取得480百万円等の支出要因によるものでありますが、

定期預金の払戻による収入500百万円等により一部相殺されております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は1,734百万円（前年同期比4,234.9％増）となりました。これは社債の発行による収

入1,990百万円や新株予約権の発行による収入19百万円等の収入要因によるものでありますが、連結子会社の長期借

入金の返済による支出231百万円や配当金の支払による支出45百万円により一部相殺されております。 
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３．平成 19 年６月期の通期連結業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

通       期 2,770 160 75 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）310 円 33 銭 

 

[連結業績予想に関する定性的情報等] 

 当期（平成19年６月期）につきましては、主として生体評価システム事業におけるトクホの臨床評価試験の受託手数

料（評価試験事業）及び疲労プロジェクトの契約一時金（バイオマーカー開発事業）、ならびに化粧品事業における

（株）ビービーラボラトリーズの化粧品販売額を売上計上する予定であります。 

 当第３四半期連結会計期間の売上高は、生体評価システム事業については概ね計画どおりとなったものの、化粧品事

業については、広告宣伝費の削減を行った影響が想定以上に生じたことを主因として計画を下回りました。 
 一方、当第３四半期連結会計期間の経常利益及び第３四半期純利益につきましては、上述のとおり化粧品事業の売上

高が計画を下回ったものの、経費削減の効果や（株）クリニカルトラストの持分法による投資利益の寄与もあって計画

を上回り、第３四半期純利益では通期予想数値も上回りました。 
 通期連結業績見通しにつきましては、売上高については当第３四半期連結会計期間に計画を下回った化粧品事業にお

いても本年３月に新商品を投入した効果や広告宣伝活動の適正化による効果もあって回復基調にあること、一方、利益

については当第３四半期連結会計期間では計画を上回りましたが、予想数値が損益分岐点に近い水準にあるために相対

的に変動を生じやすく現時点では不確実性があることから、現時点においては売上高、経常利益、当期純利益ともに平

成18年８月15日に公表しました予想数値のとおり変更はございません。 

 

 

 

 

※上記業績予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報に基づき、不確定な要素については仮定を置いた上
で、当社にて作成したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記業績予想と異なることがあり
ます。 
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〔添付資料〕 

４．四半期連結財務諸表 

  (1) 四半期連結貸借対照表 

  
前第３四半期 
連結会計期間末 

（平成18年３月31日現在） 

当第３四半期 
連結会計期間末 

（平成19年３月31日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30日現在） 

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   2,555,358 3,015,040  2,874,657

 ２．受取手形及び売掛金   395,339 209,059  258,501

 ３．たな卸資産   308,350 338,785  240,047

 ４．信託受益権   500,000 1,000,000  448,000

 ５．抵当証券   500,000 500,000  500,000

 ６．その他   42,399 229,130  44,938

   貸倒引当金   － △6,579  －

  流動資産合計   4,301,448 95.6 5,285,435 76.7  4,366,145 95.2

    

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※１  69,055 60,864  65,663

 ２．無形固定資産    

  (1) のれん  － 745,833 － 

  (2) その他  11,741 11,741 49,715 795,549 21,744 21,744

 ３．投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 ※２ － 642,016 65,000 

  (2) その他  114,905 114,905 104,473 746,489 67,434 132,434

  固定資産合計   195,703 4.4 1,602,903 23.3  219,842 4.8

  資産合計   4,497,151 100.0 6,888,339 100.0  4,585,987 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 
（平成18年３月31日現在） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成19年３月31日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年６月30日現在） 

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   － 36,312  －

 ２．未払法人税等   60,555 25,619  182,955

 ３．賞与引当金   － 2,277  －

 ４．ポイント引当金   － 7,339  －

 ５．前受金   480,014 318,433  288,405

 ６．その他   47,487 401,505  54,771

  流動負債合計   588,057 13.1 791,488 11.5  526,131 11.5

    

Ⅱ 固定負債    

 １．社債   － 1,400,000  －

  固定負債合計   － － 1,400,000 20.3  － －

  負債合計   588,057 13.1 2,191,488 31.8  526,131 11.5

    

（少数株主持分）    

  少数株主持分   77,770 1.7 － －  － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   832,707 18.5 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   1,670,757 37.1 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   1,527,799 34.0 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △199,940 △4.4 － －  － －

  資本合計   3,831,324 85.2 － －  － －

  負債・資産合計   4,497,151 100.0 － －  － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 1,134,381 16.5  833,614 18.2

 ２．資本剰余金   － － 1,972,430 28.6  1,671,663 36.5

 ３．利益剰余金   － － 1,727,278 25.1  1,684,662 36.7

 ４．自己株式   － － △199,940 △2.9  △199,940 △4.4

  株主資本合計   － － 4,634,150 67.3  3,990,001 87.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評価差額金   － － △5,103  － －

  評価・換算差額等合計   － － △5,103 △0.1  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,600 0.3  － －

Ⅳ 少数株主持分   － － 47,204 0.7  69,854 1.5

  純資産合計   － － 4,696,850 68.2  4,059,855 88.5

  負債・純資産合計   － － 6,888,339 100.0  4,585,987 100.0
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  (2) 四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３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７月１日 
至 平成18年６月30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   1,603,043 100.0 1,834,145 100.0  2,296,173 100.0

Ⅱ 売上原価   481,950 30.1 533,447 29.1  712,839 31.0

売上総利益   1,121,092 69.9 1,300,697 70.9  1,583,333 69.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  503,899 31.4 1,246,119 67.9  698,898 30.5

営業利益   617,193 38.5 54,577 3.0  884,435 38.5

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  258 3,416 352 

２．持分法による投資利益  － 85,666 － 

３．抵当証券利息  1,377 － 1,797 

４．助成金収入  396 － 1,643 

５．信託収益  405 － 664 

６．雑収入  2 2,439 0.1 20,416 109,498 5.9 8 4,466 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  － 877 － 

２．事務所移転費用  8,659 － 8,659 

３．創立費用  1,912 － 1,912 

４．新株発行費  － － 1,255 

５．株式交付費  － 2,411 － 

６．社債発行費  － 10,498 － 

７．雑損失  921 11,493 0.7 911 14,698 0.8 82 11,909 0.5

経常利益   608,139 37.9 149,377 8.1  876,992 38.2

Ⅵ 特別損失    

１．固定資産除却損 ※３ 3,995 177 3,995 

２．賃貸借契約解約損  － 3,995 0.2 14,000 14,177 0.7 － 3,995 0.2

税金等調整前第３四
半期（当期）純利益 

  604,143 37.7 135,200 7.4  872,996 38.0

法人税、住民税及び
事業税 

※４ 251,027 67,925 370,476 

法人税等調整額  － 251,027 15.6 － 67,925 3.7 455 370,932 16.1

少数株主損失（△）   △2,229 △0.1 △22,650 △1.2  △10,145 △0.4

第３四半期（当期）
純利益 

  355,345 22.2 89,924 4.9  512,208 22.3
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  (3) 四半期連結剰余金計算書及び四半期連結株主資本等変動計算書 

   四半期連結剰余金計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３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  1,668,164

Ⅱ 資本剰余金増加高  

増資による新株式の発行 2,592 2,592

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末残高  1,670,757

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,218,892

Ⅱ 利益剰余金増加高  

第３四半期純利益  355,345 355,345

Ⅲ 利益剰余金減少高  

配当金  46,438 46,438

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末残高  1,527,799
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   四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 
区分 

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６月30日 残高    （千円） 833,614 1,671,663 1,684,662 △199,940 3,990,001

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 300,766 300,766  601,533

剰余金の配当 △47,309  △47,309

第３四半期純利益 89,924  89,924

株主資本以外の項目の当第３四半

期連結会計期間変動額（純額） 
 －

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計                      （千円）
300,766 300,766 42,615 － 644,148

平成19年３月31日 残高    （千円） 1,134,381 1,972,430 1,727,278 △199,940 4,634,150

 

評価・換算差額等 

区分 
その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年６月30日 残高    （千円） － － － 69,854 4,059,855

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  601,533

剰余金の配当  △47,309

第３四半期純利益  89,924

株主資本以外の項目の当第３四半

期連結会計期間変動額（純額） 
△5,103 △5,103 20,600 △22,650 △7,153

第３四半期連結会計期間中の変動額

合計                      （千円）
△5,103 △5,103 20,600 △22,650 636,994

平成19年３月31日 残高    （千円） △5,103 △5,103 20,600 47,204 4,696,850

 
前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 
区分 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

少数株主持分 純資産合計

平成17年６月30日 残高    （千円） 830,115 1,668,164 1,218,892 △199,940 3,517,233 － 3,517,233

連結会計年度中の変動額    

新株の発行 3,499 3,499 6,998  6,998

剰余金の配当  △46,438 △46,438  △46,438

当期純利益  512,208 512,208  512,208

株主資本以外の項目の当連結会計

年度変動額（純額） 
 － 69,854 69,854

連結会計年度中の変動額合計（千円） 3,499 3,499 465,769 － 472,767 69,854 542,622

平成18年６月30日 残高    （千円） 833,614 1,671,663 1,684,662 △199,940 3,990,001 69,854 4,059,855
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  (4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３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７月１日 
至 平成18年６月30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     

税金等調整前第３四半期（当期）純利益  604,143 135,200 872,996 

減価償却費  20,215 31,289 31,674 

のれん償却費  － 60,473 － 

持分法による投資利益  － △85,666 － 

貸倒引当金の減少額  － △12,658 － 

賞与引当金の増加額  － 1,577 － 

ポイント引当金の減少額  － △3,644 － 

受取利息及び受取配当金  △258 △3,416 △352 

支払利息  － 877 － 

固定資産除却損  3,995 177 3,995 

賃貸借契約解約損  － 14,000 － 

売上債権の増減額（増加：△）  △187,977 195,565 △51,138 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △108,002 47,417 △39,699 

前受金の増減額（減少：△）  65,174 30,027 △126,434 

未払消費税等の減少額  △25,594 △16,726 △16,380 

その他  △77,419 △114,503 △81,250 

小計  294,277 279,990 593,411 

利息及び配当金の受取額  160 2,518 229 

利息の支払額  － △877 － 

法人税等の支払額  △400,313 △362,394 △400,313 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △105,875 △80,763 193,327 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  － － △500,000 

定期預金の払戻による収入  － 500,000 － 

信託受益権の純増減額（増加：△）  △405 △552,000 51,594 

有形固定資産の取得による支出  △29,562 △4,361 △34,828 

無形固定資産の取得による支出  △9,280 △14,253 △20,600 

投資有価証券の取得による支出  － △500,000 △50,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

 － △480,465 － 

差入保証金の差入による支出  △3,975 － △3,975 

差入保証金の返還による収入  － － 429 

保険の解約による収入  － 36,499 － 

関係会社株式の取得による支出  △33,000 － － 

その他  － 1,471 － 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △76,222 △1,013,109 △557,380 
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３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７月１日 
至 平成18年６月30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  － △231,503 － 

社債の発行による収入  － 1,990,667 － 

株式の発行による収入  4,662 1,334 6,142 

新株予約権の発行による収入  － 19,433 － 

配当金の支払額  △44,655 △45,563 △44,882 

少数株主からの払込による収入  80,000 － 80,000 

その他  － △113 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  40,006 1,734,256 41,259 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （減少：△） 

 △142,091 640,383 △322,793 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,697,450 2,374,657 2,697,450 

Ⅵ 現金及び現金同等物の第３四半期末
（期末）残高 

※ 2,555,358 3,015,040 2,374,657 
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  (5) 注記事項等 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

（株）エビデンスラボ 

なお、（株）エビデンスラボ

については、当第３四半期連結

会計期間において新たに設立し

たため、連結の範囲に含めてお

ります。 

 

(1) 連結子会社の数 ５社 

主要な連結子会社の名称 

（株）総合医科学研究所 

（株）エビデンスラボ 

（株）ビービーラボラトリーズ

 なお、（株）総合医科学研究

所は、平成19年１月４日に当社

を分割会社とし、分社型新設分

割により設立されたことから、

また（株）ビービーラボラトリ

ーズ他２社については、当第３

四半期連結会計期間において新

たに株式を取得したため、連結

の範囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 

（株）エビデンスラボ 

なお、（株）エビデンスラボ

については、当連結会計年度に

おいて新たに設立したため、連

結の範囲に含めております。 

 

 (2) 非連結子会社の名称等 

（株）日本臨床システム 

（株）ウィルス医科学研究所

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、第３四半期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いず

れも四半期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) 非連結子会社の名称等 

同左 

 

（連結の範囲から除いた理由）

同左 

 

(2) 非連結子会社の名称等 

同左 

 

（連結の範囲から除いた理由）

非連結子会社は、いずれも小

規模であり、合計の総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれも連結

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．持分法の適用に関する事

項 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

(1) 持分法適用の関連会社数 １社

会社名  

（株）クリニカルトラスト 

なお、（株）クリニカルトラ

ストについては、重要性が増加

したことにより、当第３四半期

連結会計期間より持分法適用の

関連会社に含めております。 

(1) 持分法適用の関連会社数 

────── 

 

 

 

 

 

  (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

（株）日本臨床システム及び

（株）ウィルス医科学研究所

は、第３四半期純損益（持分に

見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて、持

分法の対象から除いても第３四

半期連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体とし

ても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しておりま

す。 

(2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

（株）日本臨床システム、

（株）ウィルス医科学研究所及

び（株）クリニカルトラスト

は、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）等からみて、持分法の

対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がない

ため持分法の適用範囲から除外

しております。 

３．連結子会社の四半期決算

日等（事業年度等）に関

する事項 

連結子会社の第３四半期会計期

末日と第３四半期連結決算日は一

致しております。 

すべての連結子会社の第３四半

期会計期末日と第３四半期連結決

算日は一致しております。 

すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致して

おります。 
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項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30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 

────── 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 第３四半期連結決算末日

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 

同左 

① 有価証券 

その他有価証券 

────── 

 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 ② たな卸資産 

商品・原材料 

────── 

 

 

仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

② たな卸資産 

商品・原材料 

 一部の連結子会社は、最

終仕入原価法による原価法

を採用しております。 

仕掛品 

 個別法による原価法を採

用しております。 

② たな卸資産 

商品・原材料 

────── 

 

 

仕掛品 

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（ただし、平成10年４

月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       10～50年

器具及び備品   ３～15年

① 有形固定資産 

同左 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能

期間（５年）に基づく定額法を

採用しております。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 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、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

なお、貸倒実績及び貸倒懸念

債権等特定の債権がないため、

当第３四半期会計期間は貸倒引

当金を計上しておりません。 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しております。

なお、貸倒実績及び貸倒懸念

債権等特定の債権がないため、

当連結会計年度は貸倒引当金を

計上しておりません。 

 ────── ② 賞与引当金 

一部の連結子会社は、従業員

の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち、当第３四半期

連結会計期間負担額を計上して

おります。 

────── 



（株）総医研ホールディングス(2385) 平成 19 年６月期第３四半期財務・業績の概況（連結） 

- 14 - 

項目 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

 ────── ③ ポイント引当金 

一部の連結子会社は、購入金

額に応じて顧客へ付与したポイ

ントの将来の使用に伴う費用負

担に備えるため、将来使用され

ると見込まれる額を計上してお

ります。 

────── 

(3) 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。 

────── 

(4) その他四半期連結財務諸

表（連結財務諸表）作成

のための重要な事項 

① 消費税等の処理方法 

  税抜方式を採用しておりま

す。 

① 消費税等の処理方法 

同左 

① 消費税等の処理方法 

同左 

 ────── ② 匿名組合への出資と会計処理

一部の連結子会社は、航空機

の購入及びレバレッジドリース

を目的とした匿名組合と出資契

約を締結し、30百万円を出資し

ております。 

当該金額は、「出資金」とし

て認識するとともに、その後の

同組合の財政状態の変動による

純資産の同社持分相当額は、

「出資金」から直接加除して処

理しております。 

また、同組合の当第３四半期

連結会計期間に属する損益の同

社持分相当額を、匿名組合投資

利益（雑収入）または匿名組合

投資損失（雑損失）として処理

しております。 

────── 

５．四半期連結キャッシュ・

フロー計算書における資

金の範囲 

手許資金、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 同左 
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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 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱

い） 

当第３四半期連結会計期間から、「繰延資

産の会計処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対

応報告第１号）を適用しております。 

これにより、従来は営業外費用の「新株発

行費」として掲記されていたものは、当第３

四半期連結会計期間より「株式交付費」とし

て表示する方法に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

────── 

 
表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── （四半期連結貸借対照表） 

「投資有価証券」は、前第３四半期連結会

計期間末は、投資その他の資産として一括し

て表示しておりましたが、当第３四半期連結

会計期間末において資産の総額の100分の５を

超えたため区分掲記しております。 

なお、前第３四半期連結会計期間末の「投

資有価証券」の金額は48,000千円でありま

す。 

────── 

 （四半期連結損益計算書） 

１．前第３四半期連結会計期間において区分

掲記しておりました「抵当証券利息」（当

第３四半期連結会計期間は2,314千円）は、

営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、営業外収益の「雑収入」に含めて表

示しております。 

 

 ２．前第３四半期連結会計期間において区分

掲記しておりました「助成金収入」（当第

３四半期連結会計期間は873千円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しております。 

 

 ３．前第３四半期連結会計期間において区分

掲記しておりました「信託収益」（当第３

四半期連結会計期間は1,380千円）は、営業

外収益の総額の100分の10以下となったた

め、営業外収益の「雑収入」に含めて表示

しております。 

 

 ４．前第３四半期連結会計期間において区分

掲記しておりました「創立費用」（当第３

四半期連結会計期間は885千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、

営業外費用の「雑損失」に含めて表示して

おります。 
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注記事項 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第３四半期連結会計期間末 

（平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 

（平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（平成18年６月30日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

69,254千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

103,458千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

              79,396千円 

※２     ────── 

 

※２     ────── 

 

※２ 非連結子会社及び関連会社に対するも

のは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）60,000千円 

 
（四半期連結損益計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主なもの 

給料手当      51,324千円 

支払手数料     84,152千円 

研究開発費    144,034千円 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合

は41％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は59％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合

は12％、一般管理費に属する費用のお

およその割合は88％であります。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。

 給料手当     180,967千円 

賞与引当金繰入額  2,277千円 

広告宣伝費    239,691千円 

販売促進費    141,871千円 

研究開発費     93,021千円 

のれん償却費    60,473千円 

貸倒引当金繰入額   3,959千円 

役員報酬      67,366千円 

給料手当      74,079千円 

減価償却費     10,127千円 

支払手数料    104,363千円 

研究開発費    205,452千円 

２ 減価償却実施額 

    有形固定資産    19,265千円 

無形固定資産     950千円 

 ２     ────── 

 

 ２     ────── 

 

※３     ────── 

 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

    器具及び備品     177千円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりで

あります。 

    建物        3,995千円 

※４ 第３四半期連結会計期間における税金

費用については、簡便法による税効果

会計を適用しているため、法人税等調

整額は「法人税、住民税及び事業税」

に含めて表示しております。 

※４       同左 ※４     ────── 

 

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株 式 数 （ 株 ） 

当第３四半期連結会計

期間増加株式数（株）

当第３四半期連結会計

期間減少株式数（株） 

当第３四半期連結会計

期間末株式数（株） 

発行済株式      

 普通株式 （注） 237,464 5,130 － 242,594 

合計  237,464 5,130 － 242,594 

自己株式      

 普通株式  918 － － 918 

合計  918 － － 918 

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加5,130株は、新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加1,024株、転換社債型新株予

約権付社債の転換による増加4,106株であります。 



（株）総医研ホールディングス(2385) 平成 19 年６月期第３四半期財務・業績の概況（連結） 

- 17 - 

２．新株予約権等に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権の

目的となる 

株式の種類 前連結会計年度末
当第３四半期連結

会計期間増加

当第３四半期連結

会計期間減少

当第３四半期連結

会計期間末 

当第３四半期

連結会計期間末

残高（千円）

第６回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120 

第７回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120 

第８回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120 

第９回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120 

提出会社 

第10回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － 20,600 

 （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 

       第６回乃至第10回新株予約権の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

３．配当に関する事項 

    (１) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 47,309 200 平成18年６月30日 平成18年９月29日 

    (２) 基準日が当第３四半期連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期間末後となるもの 

    該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末

株 式 数 （ 株 ） 

当連結会計年度増

加株式数（株） 

当連結会計年度減

少株式数（株） 

当連結会計年度末

株 式 数 （ 株 ） 

発行済株式      

 普通株式 （注）１ 116,556 120,908 － 237,464 

合計  116,556 120,908 － 237,464 

自己株式      

 普通株式 （注）２ 459 459 － 918 

合計  459 459 － 918 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加120,908株は、平成17年８月19日付の株式分割（１：２）による増加116,556株、ストッ

ク・オプションの行使による増加4,352株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加459株は、平成17年８月19日付の株式分割（１：２）による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

    (１) 配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成17年９月29日 

定時株主総会 
普通株式 46,438 400 平成17年６月30日 平成17年９月30日 

（注）平成17年８月19日をもって普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

    (２) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり配

当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年９月28日 

定時株主総会 
普通株式 47,309 利益剰余金 200 平成18年６月30日 平成18年９月29日 
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

第３四半期連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成18年３月31日現在） （平成19年３月31日現在） （平成18年６月30日現在）
 

現金及び預金勘定 2,555,358千円 

現金及び現金同等物 2,555,358千円 
 

 
現金及び預金勘定 3,015,040千円

現金及び現金同等物 3,015,040千円
 

 
現金及び預金勘定 2,874,657千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△500,000千円

現金及び現金同等物 2,374,657千円
 

 

（リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

───── リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） 

───── 

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額 

 

   

 

取得価

額相当

額 

 

(千円)

減価償

却累計

額相当

額 

(千円)

第３四

半期末

残高相

当額 

(千円)

器具及び備品 4,077 339 3,737

合計 4,077 339 3,737

  

 

 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額  

 
 
１年内 792千円

１年超 2,958千円

合計 3,751千円
  

 

 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 355千円

減価償却費相当額 339千円

支払利息相当額 28千円
  

 

 ４．減価償却費相当額の算定方法  

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

 

 ５．利息相当額の算定方法  

  リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。 
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（有価証券関係） 

 前第３四半期連結会計期間末（平成18年３月31日現在） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 

 当第３四半期連結会計期間末（平成19年３月31日現在） 

 １．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
四半期連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 － － － 

(2) 債券    

   国債・地方債等 － － － 

   社債 － － － 

   その他 500,000 491,350 △8,650 

(3) その他 － － － 

合計 500,000 491,350 8,650 

 

 ２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 

 前連結会計年度末（平成18年６月30日現在） 

  時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 5,000 

 

（デリバティブ取引関係） 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

  該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 １．ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成 15 年５月２日 平成 15 年８月 29 日 

名称 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役及び監査役  ４名 

当社従業員       10 名 

社外の取締役候補者   １名 

当社取締役       ３名 

当社従業員       11 名 

社外の協力者      ９名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 13,888 株 普通株式 6,624 株 

付与日 平成 15 年５月 22 日 平成 15 年９月５日 

権利確定条件 

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時にお

いても、当社または当社の子会社の取締役、監査

役または従業員の地位にあることを要する。ただ

し、任期満了による退任、定年退職その他正当な

理由のある場合として当社の取締役会が認めた場

合にはこの限りではない。 

新株予約権発行時において当社または当社の子会

社の取締役または従業員であった者は、新株予約

権行使時においても、当社または当社の子会社の

取締役、監査役または従業員の地位にあることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他正当な理由のある場合として当社の取締役

会が認めた場合にはこの限りではない。 

対象勤務期間 ────── ────── 

権利行使期間 
平成 17 年５月３日から 

平成 25 年５月２日まで 

平成 17 年８月 30 日から 

平成 25 年８月 29 日まで 

 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成 16 年９月 28 日 平成 16 年９月 28 日 

名称 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

付与対象者の区分及び数 
当社従業員       10 名 

社外の協力者      49 名 

当社取締役       １名 

当社従業員       ８名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 1,524 株 普通株式 476 株 

付与日 平成 17 年３月１日 平成 17 年８月 29 日 

権利確定条件 

新株予約権発行時において当社または当社の子会

社の取締役または従業員であった者は、新株予約

権行使時においても、当社または当社の子会社の

取締役、監査役または従業員の地位にあることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他正当な理由のある場合として当社の取締役

会が認めた場合にはこの限りではない。 

新株予約権発行時において当社または当社の子会

社の取締役または従業員であった者は、新株予約

権行使時においても、当社または当社の子会社の

取締役、監査役または従業員の地位にあることを

要する。ただし、任期満了による退任、定年退職

その他正当な理由のある場合として当社の取締役

会が認めた場合にはこの限りではない。 

対象勤務期間 ────── ────── 

権利行使期間 
平成 18 年９月 29 日から 

平成 26 年９月 28 日まで 

平成 18 年９月 29 日から 

平成 26 年９月 28 日まで 

（注）株式分割に伴う影響を加味した株式数に換算して記載しております。 
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 ２．ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記

載しております。 

① ストック・オプションの数 

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利確定前 （株）     

前連結会計年度末 － 6,456 1,524 476 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － 6,456 － － 

未確定残 － － 1,524 476 

権利確定後 （株）     

前連結会計年度末 12,600 － － － 

権利確定 － 6,456 － － 

権利行使 2,352 2,000 － － 

失効 － － － － 

未行使残 10,248 4,456 － － 

 

② 単価情報 

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

権利行使価格 （円） 1,608 1,608 324,948 429,030 

行使時平均株価 （円） 313,929 386,500 － － 

公正な評価単価（付与日） （円） － － － － 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  当社グループは、同一セグメントに属する生体評価システム事業を行っており、当該セグメント以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 
生体評価 

システム事業 
化粧品事業 

マーケティン

グ事業 
計 

消去又は 

全社 
連結 

 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

  売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 960,575 866,121 7,448 1,834,145 － 1,834,145

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － － － － －

   計 960,575 866,121 7,448 1,834,145 － 1,834,145

  営業費用 637,147 863,580 64,163 1,564,890 214,677 1,779,567

  営業利益又は営業損失(△) 323,428 2,541 △56,715 269,254 △214,677 54,577

（注）１．事業区分の方法 

     事業は、サービスの種類、性質を考慮して区分しております。 

   ２．各事業の主な内容 

    (1) 生体評価システム事業 

       身体や病気の状態を客観的かつ定量的に評価するための指標であるバイオマーカーとそれを利用した生体評価システムを開

発し、当該技術を用いてトクホ申請のための臨床評価試験を受託したり、当該技術を食品企業や製薬企業等に供与して対価を

得る事業 

    (2) 化粧品事業 

       化粧品等の製造及び販売を行う事業 

    (3) マーケティング事業 

       トクホ等を対象とする、市販後調査、ウェブサイトを介した広告販促活動の企画ならびに販売及びマーケティングリサーチ

等を行う事業 

   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の金額は 214,677 千円であり、その主なものは当社の管理部門の

費用及び全社経費等であります。 
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   ４．事業区分の変更 

      事業区分につきましては、従来「生体評価システム事業」の単一事業としておりましたが、当第３四半期連結会計期間より

「生体評価システム事業」、「化粧品製造販売業」及び「マーケティング事業」の３区分に変更しております。 

      この変更は、当第３四半期連結会計期間に（株）ビービーラボラトリーズ等が当社グループに加わったことにより、事業構造

が大きく転換したことを契機に、各事業の実態及び収益構造を適切に開示し、事業の種類別セグメント情報の有効性をより高め

るために行ったものであります。 

      この結果、従来の方法に比べて当第３四半期連結会計期間の売上高は、「生体評価システム事業」が前第３四半期連結会計期間

における単一セグメントとしての「生体評価システム事業」に比べ 7,448 千円（すべて外部顧客に対する売上高）減少し、「マー

ケティング事業」が同額（すべて外部顧客に対する売上高）増加しております。営業費用は、「生体評価システム事業」が前第３

四半期連結会計期間における単一セグメントとしての「生体評価システム事業」に比べ 64,163 千円減少し、「マーケティング事

業」が同額増加しております。なお、前第３四半期連結会計期間のセグメント情報につきましては、当第３四半期連結会計期間

において用いた事業区分の方法により区分した場合の影響は軽微であります。 

 

 前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  当社グループは、同一セグメントに属する生体評価システム事業を行っており、当該セグメント以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

 前第３四半期連結会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 当第３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

  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） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 
 

１株当たり純資産額 16,274.56円

１株当たり第３四半期 
純利益金額 

1,519.37円

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

1,412.43円

  

 

１株当たり純資産額 19,153.94円

１株当たり第３四半期 
純利益金額 

379.03円

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

352.74円

  

 

１株当たり純資産額 16,867.76円

１株当たり当期純利益金額 2,185.78円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

2,036.91円

  
 （注）１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

 

前第３四半期連結会計期間

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益       （千円） 355,345 89,924 512,208 

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益（千円） 355,345 89,924 512,208 

普通株式の期中平均株式数   （株） 233,877 237,250 234,337 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純

利益金額 
   

第３四半期（当期）純利益調整額      （千円） － － － 

普通株式増加数               （ 株） 17,708 17,684 17,126 

（うち新株予約権） （17,708） （14,369） （17,126）

（うち転換社債） （  －） （ 3,315） （  －）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

平成16年９月28日開催の

定時株主総会決議による平

成17年８月29日発行の新株

予約権（ストック・オプシ

ョン）238個（普通株式476

株） 

平成16年９月28日開催の

定時株主総会決議による平

成17年３月１日発行の新株

予約権（ストック・オプシ

ョン）762個（普通株式

1,524株）、平成17年８月

29日発行の新株予約権（ス

トック・オプション）238

個（普通株式476株）及び

平成19年１月15日開催の取

締役会決議による平成19年

１月31日発行の第６回乃至

第10回新株予約権50個（普

通株式6,400株） 

平成16年９月28日開催の

定時株主総会決議による平

成17年８月29日発行の新株

予約権（ストック・オプシ

ョン）238個（普通株式476

株） 
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（重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── ────── （株式会社ビービーラボラトリーズの子会社

化について） 

当社は、新たに化粧品製造販売業への進

出を目的として、平成18年７月３日開催の

取締役会において、化粧品製造販売業を営

む株式会社ビービーラボラトリーズの株式

を100％保有している持株会社である有限会

社コアの株式を100％取得し、子会社化する

方針を決議いたしました。 

当該決議に従い、平成18年７月４日付で同

社の株式を60株取得し、両社を連結子会社と

しました。 

１．株式取得の相手会社等の名称 

田中 拓也、田中 礼央、田中 義

信、田中 洋子 

２．買収する会社の名称、事業内容、規模 

名  称：有限会社コア 

事業内容：化粧品の販売及び有価証券の

保有 

規  模： 

 平成17年９月期 

  売上高   19,117千円 

  経常損失  4,925千円 

  総資産  93,426千円 

  純資産  61,741千円 

３．有限会社コアの子会社化に伴い連結対

象となる会社の名称、事業内容、規模 

名  称：株式会社ビービーラボラトリ

ーズ 

事業内容：化粧品の製造販売業 

規  模： 

 平成17年６月期 

  売上高 1,412,849千円 

  経常利益   9,575千円 

  総資産  571,718千円 

  純資産  233,244千円 

４．株式取得の時期 

平成18年７月４日 

５．取得する株式の数、取得価額及び取得

後の持分比率 

取得株式数     60株 

取得価額    790百万円 

取得後持分比率   100％ 

６．支払資金の調達及び支払方法 

支払資金については、保有する現金及び

預金により支払う予定であります。 

 

（ストックオプション） 

平成18年９月28日開催の当社の定時株主

総会において、当社及び当社子会社の取締

役及び従業員並びに社外のコンサルタント

及び協力者に対して、会社法第236条、第

238条並びに第239条の規定に基づき、新株

予約権の発行を決議いたしました。 
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  (6) 生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

 当社グループは、サービスの提供にあたり、製品の生産を行っていないため、生産実績について記載すべき事

項はありません。 

 

２．仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間の仕入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。 

区 分 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

化粧品事業 （千円） 167,716 － 

合計 （千円） 167,716 － 

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．受注実績 

 当第３四半期連結会計期間における受注実績を示すと、次のとおりであります。 

区 分 受 注 高 前年同期比（％） 受 注 残 高 前年同期比（％）

生体評価システム事業 （千円） 1,182,179 91.6 1,110,479 83.1 

 評価試験 （千円） 868,305 78.1 890,733 71.9 

 バイオマーカー開発 （千円） 313,874 175.7 219,746 226.5 

マーケティング事業 （千円） 123,568 － 116,120 － 

合 計 （千円） 1,305,747 101.2 1,226,599 91.8 

（注）１．金額は、契約締結日を基準として集計しております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

４．販売実績 

 当第３四半期連結会計期間における販売実績を示すと、次のとおりであります。 

区 分 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

前年同期比（％） 

生体評価システム事業 （千円） 960,575 59.9 

 評価試験 （千円） 795,317 52.3 

 バイオマーカー開発 （千円） 165,258 202.4 

化粧品事業 （千円） 866,121 － 

マーケティング事業 （千円） 7,448 － 

合計 （千円） 1,834,145 114.4 

（注）１．最近２期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合につきまし

ては、前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間ともに、販売した相手先の販売実績

の総販売実績に対する割合が全て 100 分の 10 未満となったため、記載しておりません。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 
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平成 19 年６月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 
    平成 19 年５月 15 日 

上場会社名 株式会社総医研ホールディングス （コード番号： 2385 東証マザーズ） 
（旧 社 名 株式会社総合医科学研究所）  

（ＵＲＬ http:// www.soiken.com/ ）   

問 合 せ 先       代表取締役社長   梶本 佳孝 ＴＥＬ：（06）6871 - 8888 

              取締役財務部長   田部 修 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示
等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 19 年６月期第３四半期財務・業績の概況（平成 18 年７月１日～平成 19 年３月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                        （百万円未満切捨表示） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期(当期)純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19 年６月期第３四半期 744 △53.6 122 △80.3 119 △80.7 70 △80.4

18 年６月期第３四半期 1,603 37.1 624 57.0 617 54.8 358 53.9

(参考)18 年６月期 2,296  907 902   527  

 

 １株当たり四半期 

(当 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

19 年６月期第３四半期 296 02 275 49 

18 年６月期第３四半期 1,533 67 1,425 72 

(参考)18 年６月期 2,250 72 2,097 43 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率であります。 

(2) 財政状態の変動状況 

 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

19 年６月期第３四半期 6,368    4,645    72.6   19,135 41 

18 年６月期第３四半期     4,425    3,834    86.7   16,288 77 

(参考)18 年６月期 4,528    4,005    88.4   16,932 09 

３．平成 19 年６月期の業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 年６月 30 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 
 百万円 百万円 百万円

通       期 950 130 70 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  289 円 64 銭 

４．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

         中間期末 期末 年間 

18 年６月期 0 200.00 200.00 

19 年６月期（実績） － － 

19 年６月期（予想） 0 200.00 
200.00 

 

 

 

 

※上記業績予想は、本資料の発表時点において入手可能な情報に基づき、不確定な要素については仮定を置いた上
で、当社にて作成したものであります。実際の業績数値は、様々な要因により上記業績予想と異なることがあり
ます。 

http://www.soiken.com/
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〔添付資料〕 

５．四半期財務諸表 

  (1) 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期末 

（平成18年３月31日現在） 
当第３四半期末 

（平成19年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年６月30日現在） 

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  2,371,035 2,369,921 2,721,146 

 ２．受取手形  － － 1,953 

 ３．売掛金  395,339 － 256,548 

 ４．たな卸資産  308,350 － 240,047 

 ６．信託受益権  500,000 1,000,000 448,000 

 ７．抵当証券  500,000 500,000 500,000 

 ８．その他 ※２ 43,575 585,617 43,148 

  流動資産合計   4,118,300 93.1 4,455,539 70.0  4,210,843 93.0

    

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産 ※１ 69,055 19,726 62,454 

 ２．無形固定資産  2,993 1,792 2,767 

 ３．投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  － 496,350 5,000 

  (2) 関係会社株式  － 1,328,340 180,000 

  (3) その他  234,905 67,204 67,434 

  投資その他の資産合計  234,905 1,891,895 252,434 

  固定資産合計   306,954 6.9 1,913,414 30.0  317,655 7.0

  資産合計   4,425,255 100.0 6,368,953 100.0  4,528,499 100.0
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前第３四半期末 

（平成18年３月31日現在） 
当第３四半期末 

（平成19年３月31日現在） 
前事業年度の要約貸借対照表 
（平成18年６月30日現在） 

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．未払法人税等  64,261 － 182,659 

 ２．前受金  480,014 － 288,405 

 ３．その他 ※２ 46,310 323,783 52,215 

  流動負債合計   590,586 13.3 323,783 5.1  523,280 11.6

    

Ⅱ 固定資産    

 １．社債  － 1,400,000 － 

  固定負債合計   － － 1,400,000 22.0  － －

  負債合計   590,586 13.3 1,723,783 27.1  523,280 11.6

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   832,707 18.8 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  1,670,757 － － 

  資本剰余金合計   1,670,757 37.8 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金    

 １．任意積立金  10,000 － － 

 ２．第３四半期未処分利益  1,521,144 － － 

  利益剰余金合計   1,531,144 34.6 － －  － －

Ⅳ 自己株式   △199,940 △4.5 － －  － －

  資本合計   3,834,668 86.7 － －  － －

  負債・資本合計   4,425,255 100.0 － －  － －

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   － － 1,134,381 17.8  833,614 18.4

 ２．資本剰余金    

  (1) 資本準備金  － 1,972,430 1,671,663 

  資本剰余金合計   － － 1,972,430 31.0  1,671,663 36.9

 ３．利益剰余金    

  (1) その他利益剰余金    

    別途積立金  － 10,000 10,000 

    繰越利益剰余金  － 1,712,801 1,689,880 

  利益剰余金合計   － － 1,722,801 27.0  1,699,880 37.5

 ４．自己株式   － － △199,940 △3.1  △199,940 △4.4

  株主資本合計   － － 4,629,673 72.7  4,005,218 88.4

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １．その他有価証券評価差額金  － △5,103 － 

  評価・換算差額等合計   － － △5,103 △0.1  － －

Ⅲ 新株予約権   － － 20,600 0.3  － －

  純資産合計   － － 4,645,170 72.9  4,005,218 88.4

  負債・純資産合計   － － 6,368,953 100.0  4,528,499 100.0
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  (2) 四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 
至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自  平成17年７月１日 
至 平成18年６月30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．評価試験事業収入  1,521,393 554,201 2,088,353 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事業
収入 

 81,649 106,227 207,819 

 ３．受取手数料  － 1,603,043 100.0 84,007 744,436 100.0 － 2,296,173 100.0

Ⅱ 売上原価    

 １．評価試験事業売上
原価 

 438,712 214,874 643,826 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事業
売上原価 

 43,237 481,950 30.1 31,896 246,770 33.2 69,012 712,839 31.0

売上総利益   1,121,092 69.9 497,665 66.9  1,583,333 69.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   496,860 31.0 374,707 50.4  675,478 29.5

営業利益   624,231 38.9 122,957 16.5  907,855 39.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  2,439 0.2 8,987 1.2  4,466 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２  9,181 0.6 12,909 1.7  9,597 0.4

経常利益   617,489 38.5 119,035 16.0  902,724 39.3

Ⅵ 特別損失 ※４  3,995 0.2 － －  3,995 0.2

税引前第３四半期
（当期）純利益 

  613,493 38.3 119,035 16.0  898,728 39.1

法人税、住民税及び
事業税 

 254,803 48,804 370,356 

法人税等調整額 ※５ － 254,803 15.9 － 48,804 6.6 945 371,301 16.1

第３四半期（当期）
純利益 

  358,690 22.4 70,230 9.4  527,426 23.0

前期繰越利益   1,162,454 －  －

第３四半期未処分利益   1,521,144 －  －
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  (3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
区分 

資本金 
資本準備金

資本剰余金
合計 別途 

積立金 
繰越利益
剰余金 

利益剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本
合計 

平成18年６月30日 残高 

            (千円) 
833,614 1,671,663 1,671,663 10,000 1,689,880 1,699,880 △199,940 4,005,218

第３四半期会計期間中の変

動額 
   

新株の発行 300,766 300,766 601,533   601,533

剰余金の配当  △47,309 △47,309  △47,309

第３四半期純利益  70,230 70,230  70,230

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額（純額） 

   －

第３四半期会計期間中の変

動額合計           (千円) 
300,766 300,766 601,533 － 22,921 22,921 － 624,454

平成19年３月31日 残高 

                   (千円) 
1,134,381 1,972,430 1,972,430 10,000 1,712,801 1,722,801 △199,940 4,629,673

 

評価・換算差額等 

区分 その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算
差額等合計

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日 残高 

            (千円) 
－ － － 4,005,218

第３四半期会計期間中の変

動額 
 

新株の発行  601,533

剰余金の配当  △47,309

第３四半期純利益  70,230

株主資本以外の項目の当
第３四半期会計期間中の
変動額（純額） 

△5,103 △5,103 20,600 15,496

第３四半期会計期間中の変

動額合計           (千円) 
△5,103 △5,103 20,600 639,951

平成19年３月31日 残高 

                   (千円) 
△5,103 △5,103 20,600 4,645,170

 

前事業年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
区分 

資本金 
資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

別途 
積立金 

繰越利益
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

純資産 
合計 

平成17年６月30日 残高 

                   (千円) 
830,115 1,668,164 1,668,164 10,000 1,208,892 1,218,892 △199,940 3,517,233 3,517,233

事業年度中の変動額    

新株の発行 3,499 3,499 3,499  6,998 6,998

剰余金の配当   △46,438 △46,438  △46,438 △46,438

当期純利益   527,426 527,426  527,426 527,426

事業年度中の変動額合計 

                   (千円) 
3,499 3,499 3,499 － 480,987 480,987 － 487,985 487,985

平成18年６月30日 残高 

                   (千円) 
833,614 1,671,663 1,671,663 10,000 1,689,880 1,699,880 △199,940 4,005,218 4,005,218
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  (4) 注記事項等 

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 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 １．資産の評価基準及び評価

方法 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式 子会社株式及び関連会社株式

  移動平均法による原価法を

採用しております。 

同左 同左 

 その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

 ────── 時価のあるもの ────── 

   第３四半期連結決算末日

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 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法

を採用しております。 

同左 同左 

 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 (2）たな卸資産 

 仕掛品 仕掛品 仕掛品 

  個別法による原価法を採用

しております。 

同左 同左 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 ２．固定資産の減価償却の方

法  定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設

備を除く）については定額法）を

採用しております。 

 なお、主要な耐用年数は次のと

おりであります。 

 建物     10～50年 

 器具及び備品 ３～15年 

同左 同左 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用

しております。 

同左 同左 

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

 なお、貸倒実績及び貸倒懸念債

権等特定の債権がないため、当第

３四半期会計期間は貸倒引当金

を計上しておりません。 

同左  債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個別に回

収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

 なお、貸倒実績及び貸倒懸念債

権等特定の債権がないため、当事

業年度は貸倒引当金を計上して

おりません。 

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。

────── 

消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 消費税等の処理方法 ５．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 

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。 

同左 同左 
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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の変更 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

   当事業年度から「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。 

 これによる損益に与える影響はありませ

ん。 

────── ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準） 

   当事業年度より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準

第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する金額は

4,005,218千円であります。 

 なお、財務諸表等規則の改正により、当事

業年度における貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の財務諸表等規則により作

成しております。 

 

表示方法の変更 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── （四半期貸借対照表） 

１．「投資有価証券」は、前第３四半期会計

期間末は、投資その他の資産として一括し

て表示しておりましたが、当第３四半期会

計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記しております。 

なお、前第３四半期会計期間末の「投資

有価証券」の金額は5,000千円であります。

────── 

 ２．「関係会社株式」は、前第３四半期会計

期間末は、投資その他の資産として一括し

て表示しておりましたが、当第３四半期会

計期間末において資産の総額の100分の５

を超えたため区分掲記しております。 

なお、前第３四半期会計期間末の「関係

会社株式」の金額は163,000千円でありま

す。 

 

 ３．前第３四半期会計期間において区分掲記

しておりました「未払法人税等」（当第３

四半期会計期間は358千円）は、負債及び純

資産の合計額の100分の５以下となったた

め、流動負債の「その他」に含めて表示し

ております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期末 

（平成18年３月31日） 

当第３四半期末 

（平成19年３月31日） 

前事業年度末 

（平成18年６月30日） 

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

69,254千円 28,146千円 78,926千円

※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※３     ────── 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債の「その他」に含めて

おります。 

 仮払消費税等と仮受消費税等は相殺

のうえ、流動資産の「その他」に含めて

おります。 

 

 

（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの ※１ 営業外収益のうち主なもの 
 

受取利息 258千円
  

 
受取利息 3,448千円

抵当証券利息 2,314千円

信託収益 1,380千円

有価証券利息 1,366千円
  

 
受取利息 352千円

抵当証券利息 1,797千円

助成金収入 1,643千円

信託収益 664千円
  

※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの ※２ 営業外費用のうち主なもの 
 

事務所移転費用 8,659千円
  

 
社債発行費 10,498千円

株式交付費 2,411千円
  

 
事務所移転費用 8,659千円

新株発行費 855千円
  

 ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額  ３ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 19,265千円

無形固定資産 648千円
  

 
有形固定資産 11,000千円

無形固定資産 649千円
  

 
有形固定資産 28,936千円

無形固定資産 875千円
  

※４ 特別損失のうち主なもの ※４     ────── ※４ 特別損失のうち主なもの 
 

建物除却損 3,995千円
  

    
建物除却損 3,995千円

  
※５ 第３四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は「法

人税、住民税及び事業税」に含めて表示

しております。 

※５       同左 ※５     ────── 

 

（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数（株） 

当第３四半期 

増加株式数（株） 

当第３四半期 

減少株式数（株） 

当第３四半期会計

期間末株式数（株） 

 普通株式  918 － － 918 

合計  918 － － 918 

 

前事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数（株） 

当事業年度 

増加株式数（株） 

当事業年度 

減少株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

 普通株式 （注） 459 459 － 918 

合計  459 459 － 918 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 459 株は、平成 17 年８月 19 日付の株式分割（１：２）による増加であります。 
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（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

（借主側） 

────── 

 １．リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び第３四半期末残高相当

額 

 

   

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

第３四
半期末
残高相
当額 
(千円)

器具及び備品 4,077 339 3,737

合計 4,077 339 3,737

  

 

 ２．未経過リース料第３四半期末残高相当額  
  

１年内 792千円

１年超 2,958千円

合計 3,751千円
  

 

 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 355千円

減価償却費相当額 339千円

支払利息相当額 28千円
  

 

 ４．減価償却費相当額の算定方法  

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

 

 ５．利息相当額の算定方法  

  リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法は利息法によっております。 

 

 

（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間、当第３四半期会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 
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（企業結合等関係） 

当第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

（企業結合における共通支配下の取引等関係） 

 新設分割 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

 (1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

    当社における生体評価システム事業 

    （なお、当社は分割期日をもって、（株）総医研ホールディングスに商号変更いたしております。） 

 (2) 企業結合の法的形式 

    分社型新設分割 

 (3) 結合後企業の名称 

    （株）総合医科学研究所（生体評価システム事業を承継） 

 (4) 取引の目的を含む取引の概要 

  ① 新設分割の目的 

    当社グループ全体の経営効率の向上やコーポレート・ガバナンスの強化等により企業価値の増大を図るとともに、当社の事業機能 

   を分社して完全子会社とし、他のグループ会社と並列の位置づけとすることによって、事業における中立性・客観性を担保するため 

   であります。 

 ② 新設分割の日 

  平成19年１月４日 

２．実施した会計処理の概要 

   本新設分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成17年12月27日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 
 

１株当たり純資産額 16,288.77円

１株当たり第３四半期純利
益金額 

1,533.67円

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

1,425.72円

  

 

１株当たり純資産額 19,135.41円

１株当たり第３四半期純利
益金額 

296.02円

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

275.49円

  

 

１株当たり純資産額 16,932.09円

１株当たり当期純利益金額 2,250.72円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

2,097.43円

  
 （注）１．１株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日）

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額    

第３四半期（当期）純利益（千円） 358,690 70,230 527,426 

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） （－） （－） （－）

普通株式に係る第３四半期(当期)純利益（千円） 358,690 70,230 527,426 

普通株式の期中平均株式数（株） 233,877 237,250 234,337 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利

益金額 
   

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 17,708 17,684 17,126 

（うち新株予約権） （17,708） （14,369） （17,126）

（うち転換社債） （  －） （ 3,315） （  －）

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり第３四半期（当期）純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

 平成 16 年９月 28 日開催

の定時株主総会決議による

平成 17 年８月 29 日発行の

新株予約権（ストックオプ

ション）238 個（普通株式

476 株） 

平成16年９月28日開催の

定時株主総会決議による平

成17年３月１日発行の新株

予約権（ストックオプショ

ン）762個（普通株式1,524

株）、平成17年８月29日発

行の新株予約権（ストッ

ク・オプション）238個（普

通株式476株）及び平成19

年１月15日開催の取締役会

決議による平成19年１月31

日発行の第６回乃至第10回

新株予約権50個（普通株式

6,400株） 

 平成 16 年９月 28 日開催

の定時株主総会決議による

平成 17 年８月 29 日発行の

新株予約権（ストックオプ

ション）238 個（普通株式

476 株） 
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２．株式分割について 

前第３四半期会計期間（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

 当社は、平成 17 年８月 19 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前第３四半期会計期間及び前事業年度における１株当たり情報の各

数値はそれぞれ以下のとおりとなります。 

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年３月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

１株当たり純資産額 13,746.70円 １株当たり純資産額 15,147.82円

１株当たり第３四半期純利益金額 1,006.52円 １株当たり当期純利益金額 2,469.42円

潜在株式調整後１株当たり第３四半期純利益金額 926.22円 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2,273.51円

 

当第３四半期会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成 17 年７月１日 至 平成 18 年６月 30 日） 

当社は、平成 17 年８月 19 日付で株式１株につき２株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前期における１株当たり情報の各数値はそれぞれ以下のとおりとなり

ます。 

前事業年度 

（自 平成16年７月１日 

至 平成17年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 15,147.82円  

１株当たり当期純利益金額 2,469.42円  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 2,273.51円  
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（重要な後発事象） 

前第３四半期連結会計期間 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 

（自 平成18年７月１日 

至 平成19年３月31日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日） 

────── ────── （株式会社ビービーラボラトリーズの子会社

化について） 

当社は、新たに化粧品製造販売業への進出

を目的として、平成18年７月３日開催の取締

役会において、化粧品製造販売業を営む株式

会社ビービーラボラトリーズの株式を100％

保有している持株会社である有限会社コア

の株式を100％取得し、子会社化する方針を

決議いたしました。 

当該決議に従い、平成18年７月４日付で同社

の株式を60株取得し、両社を連結子会社とし

ました。 

１．株式取得の相手会社等の名称 

田中 拓也、田中 礼央、田中 義信、

田中 洋子 

２．買収する会社の名称、事業内容、規模 

名  称：有限会社コア 

事業内容：化粧品の販売及び有価証券の

保有 

規  模： 

 平成17年９月期 

  売上高   19,117千円 

  経常損失  4,925千円 

  総資産  93,426千円 

  純資産  61,741千円 

３．有限会社コアの子会社化に伴い連結対象

となる会社の名称、事業内容、規模 

名  称：株式会社ビービーラボラトリ

ーズ 

事業内容：化粧品の製造販売業 

規  模： 

 平成17年６月期 

  売上高 1,412,849千円 

  経常利益   9,575千円 

  総資産  571,718千円 

  純資産  233,244千円 

４．株式取得の時期 

平成18年７月４日 

５．取得する株式の数、取得価額及び取得後

の持分比率 

取得株式数     60株 

取得価額    790百万円 

取得後持分比率   100％ 

６．支払資金の調達及び支払方法 

支払資金については、保有する現金及び

預金により支払う予定であります。 

（ストックオプション） 

平成18年９月28日開催の当社の定時株主

総会において、当社及び当社子会社の取締役

及び従業員並びに社外のコンサルタント及

び協力者に対して、会社法第236条、第238条

並びに第239条の規定に基づき、新株予約権

の発行を決議いたしました。 

 


