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（百万円未満切捨て）  

 

１．平成 20 年３月期第１四半期の業績（平成 19 年４月１日～平成 19 年６月 30 日） 
(1) 経営成績                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 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   ％

20 年３月期第１四半期 268   － △126   － △116   －  △70   － 
19 年３月期第１四半期 －   － －   － －   －  －   － 

19 年３月期 1,533   － 76   － 40   －  105   － 
 

 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

20 年３月期第１四半期 △115  09 －  － 
19 年３月期第１四半期 －  － －  － 

19 年３月期 201  31 200  97 
 
(2) 財政状態 

 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

20 年３月期第１四半期 3,355  3,059  91.2  4,968  34 
19 年３月期第１四半期 －  －  －  －  － 

19 年３月期 3,488  3,125  89.6  5,082  24 
 
(3) 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

20 年３月期第１四半期 △80  △725  △2   480  
19 年３月期第１四半期 －  －  －   －  

19 年３月期 171  △226  480   1,289  
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

 
19 年３月期第１四半期 

  円   銭

－   － 

20 年３月期第１四半期 －   － 
 
３．平成 20 年３月期の業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は，通期は対前期，中間期は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

中  間  期 615 13.9  △218  － △207  － △134  －  △218  92 
通     期 1,747 13.9  110 44.6 130 220.1 80△24.1  130  08 
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４．その他 

(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 ： 無 

 
※本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が
あります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間における我が国経済は、原油価格高などのいくつかのリスク要因はあるも

のの、企業収益の改善が続き、個人消費も底堅く推移し、緩やかな成長を続けました。 

 一方、我々が業を営む研究用試薬業界を概観すると、主なユーザーである製薬企業の研究開発費

は増大傾向にありますが、医薬品業界の再編による影響を受けております。仕入先の再選定などの

方針変更が実施され、厳しい環境が続いております。 

 このような状況の下、事業別の売上高については、研究用試薬関連事業 149 百万円、実験動物関

連事業 94 百万円、医薬関連事業 24 百万円、その他事業 0 百万円となりました。実験動物関連事業

が大口取引先における研究動向の変化などから売上が伸び悩んだものの、研究用試薬関連事業及び

医薬関連事業は好調に推移いたしました。販売費及び一般管理費については、全社的な経費節減の

結果、予定を下回る水準となりました。営業外収益については、当第１四半期会計期間より投資信

託の運用収益を計上しております。営業外費用及び特別損益については特筆すべき事項はありませ

ん。 

 これらの結果、売上高は 268 百万円、営業損失は 126 百万円、経常損失は 116 百万円、第１四半

期純損失は 70 百万円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(資産の変動について) 

 当第１四半期会計期間末における資産の残高は、前事業年度末比 3.8％減の 3,355 百万円となりま

した。これは主に、投資有価証券及びその他の流動資産が増加したものの、現金及び預金並びに売

掛金が減少したことによるものであります。その他の流動資産の増加については、繰越欠損金の発

生による繰延税金資産の増加が主な要因であります。 

(負債の変動について) 

 当第１四半期会計期間末における負債の残高は、前事業年度末比 18.4％減の 296 百万円となりま

した。これは主に、支払手形の減少によるものであります。 

(純資産の変動について) 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、前事業年度末比 2.1％減の 3,059 百万円となり

ました。これは主に、第１四半期純損失の計上によるものであります。 

 

 なお、当第１四半期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) 

 営業活動により減少した資金は 80 百万円となりました。これは主に、売上債権の減少 66 百万円

があったものの、税引前第１四半期純損失の計上 116 百万円及び法人税等の支払い 45 百万円があっ

たことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動により減少した資金は 725 百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得によ

る支出 712 百万円があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動により減少した資金は 2 百万円となりました。これは、株式の発行による収入 2 百万円

があったものの、長期借入金の返済による支出 5 百万円があったことによるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成 19 年５月 15 日付で公表いたしました業績予想に変更はありません。  
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比

区分 
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  490,466 1,299,029 

２．受取手形 ※３ 84,731 100,104 

３．売掛金  193,997 244,878 

４．たな卸資産  222,719 217,348 

５．その他  65,287 17,886 

貸倒引当金  － △34 

流動資産合計  1,057,203 31.5  1,879,212 53.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１  

(1) 建物 ※２ 866,587 882,139 

(2) 土地 ※２ 408,385 408,385 

(3) その他  174,410 180,406 

有形固定資産合計  1,449,383 1,470,931 

２．無形固定資産  82,674 87,602 

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  718,253 2,593 

(2) その他  47,846 48,232 

投資その他の資産合計  766,100 50,826 

固定資産合計  2,298,157 68.5  1,609,360 46.1

資産合計  3,355,361 100.0  3,488,572 100.0

   

 (注) 前年同四半期の四半期財務諸表については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。 
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前事業年度の 
  

当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

要約貸借対照表 
(平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  10,612 40,610 

２．買掛金  43,375 41,459 

３．一年内返済予定長期借入 
金 

※２ 20,000 20,000 

４．賞与引当金  6,922 27,767 

５．その他 ※４ 113,955 126,021 

   流動負債合計  194,866 5.8  255,859 7.3

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※２ 100,000 105,000 

 ２．退職給付引当金  1,486 2,136 

固定負債合計  101,486 3.0  107,136 3.1

負債合計  296,352 8.8  362,996 10.4

(純資産の部)   

Ⅰ 株主資本   

 １．資本金  1,570,655 46.8  1,569,500 45.0

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  1,415,423 1,414,268 

資本剰余金合計  1,415,423 42.2  1,414,268 40.5

３．利益剰余金   

(1) 利益準備金  1,962 1,962 

(2) その他利益剰余金   

 繰越利益剰余金  69,010 139,846 

利益剰余金合計  70,972 2.1  141,808 4.1

株主資本合計  3,057,050 91.1  3,125,576 89.6

Ⅱ 評価・換算差額等   

 １．その他有価証券評価差額 
   金 

 1,958 0.1  － －

評価・換算差額等合計  1,958 0.1  － －

純資産合計  3,059,008 91.2  3,125,576 89.6

負債及び純資産合計  3,355,361 100.0  3,488,572 100.0

   

 (注) 前年同四半期の四半期財務諸表については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  268,172 100.0  1,533,870 100.0

Ⅱ 売上原価  143,378 53.5  560,410 36.5

売上総利益  124,793 46.5  973,459 63.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費  251,718 93.8  897,394 58.5

営業利益又は営業損失 
(△) 

 △126,924 △47.3  76,065 5.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 12,643 4.7  1,831 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 2,468 0.9  37,278 2.5

経常利益又は経常損失 
(△) 

 △116,750 △43.5  40,618 2.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 211 0.0  125,336 8.2

Ⅶ 特別損失  － －  956 0.0

税引前当期純利益又は税
引前第１四半期純損失 
(△) 

 △116,538 △43.5  164,997 10.8

法人税、住民税及び事業 
税 

 876 62,790 

法人税等調整額  △46,578 △45,702 △17.1 △3,175 59,614 3.9

当期純利益又は第１四半 
期純損失(△) 

 △70,836 △26.4  105,382 6.9

   

 (注) 前年同四半期の四半期財務諸表については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。 
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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 

 
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
1,569,500 1,414,268 1,414,268 1,962 139,846 141,808 3,125,576

第１四半期会計期間中 

の変動額 
   

 新株の発行 1,155 1,155 1,155   2,310

 第１四半期純損失  △70,836 △70,836 △70,836

 株主資本以外の項目 

 の第１四半期会計期 

 間中の変動額(純額) 

   

第１四半期会計期間中 

の変動額合計(千円) 
1,155 1,155 1,155 － △70,836 △70,836 △68,526

平成19年６月30日残高 

(千円) 
1,570,655 1,415,423 1,415,423 1,962 69,010 70,972 3,057,050

 
評価・換算差額等 

 
その他 

有価証券 

評価差額金 

評価・換算

差額等合計

純資産 

合計 

平成19年３月31日残高 

(千円) 
－ － 3,125,576

第１四半期会計期間中 

の変動額 
 

 新株の発行  2,310

 第１四半期純損失  △70,836

 株主資本以外の項目 

 の第１四半期会計期 

 間中の変動額(純額) 

1,958 1,958 1,958

第１四半期会計期間中 

の変動額合計(千円) 
1,958 1,958 △66,568

平成19年６月30日残高 

(千円) 
1,958 1,958 3,059,008
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前事業年度（自 平成18年４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 

 
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本 

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 

(千円) 
1,058,000 902,768 902,768 1,962 65,720 67,682 2,028,450 2,028,450

事業年度中の変動額     

 新株の発行 511,500 511,500 511,500  1,023,000 1,023,000

 剰余金の配当   △22,356 △22,356 △22,356 △22,356

利益処分による役員 

賞与 
  △8,900 △8,900 △8,900 △8,900

 当期純利益   105,382 105,382 105,382 105,382

事業年度中の変動額合 

計(千円) 
511,500 511,500 511,500 － 74,126 74,126 1,097,126 1,097,126

平成19年３月31日残高 

(千円) 
1,569,500 1,414,268 1,414,268 1,962 139,846 141,808 3,125,576 3,125,576
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(4) 四半期キャッシュ･フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日)

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
税引前当期純利益又は税引前第１四半期純損
失(△) 

 △116,538 164,997 

減価償却費  35,362 153,814 

貸倒引当金の増減額(△減少額)  △34 8 

賞与引当金の増減額(△減少額)  △20,844 16 

退職給付引当金の増減額(△減少額)  △650 266 

受取利息及び受取配当金  △12,306 △231 

支払利息  545 6,555 

為替差損益(△差益)  △89 63 

株式交付費  30 16,785 

上場関連費用  － 7,394 

有形固定資産除却損  － 956 

保険解約益  △166 △309 

保険解約損  － 72 

補助金収入  △177 △125,336 

売上債権の増減額(△増加額)  66,252 △83,750 

たな卸資産の増減額(△増加額)  △5,371 △1,339 

仕入債務の増減額(△減少額)  △28,081 △935 

未払費用の増減額(△減少額)  41,651 － 

役員賞与の支払額  － △8,900 

その他  △6,231 △22,914 

小計  △46,648 107,215 

利息及び配当金の受取額  12,300 229 

利息の支払額  △550 △6,320 

補助金の受取額  177 125,336 

法人税等の支払額  △45,303 △54,953 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △80,024 171,506 

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  － △16,002 

定期預金の払戻による収入  － 60,000 

有形固定資産の取得による支出  △13,036 △240,598 

無形固定資産の取得による支出  △500 △32,070 

投資有価証券の取得による支出  △712,372 － 

その他  － 2,269 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △725,908 △226,403 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額(△減少額)  － △150,000 

長期借入金の返済による支出  △5,000 △146,420 

社債の償還による支出  － △200,000 

株式の発行による収入  2,280 1,006,214 

上場関連費用の支払額  － △7,394 

配当金の支払額  － △22,356 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △2,720 480,043 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  89 △63 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少額)  △808,563 425,083 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,289,004 863,920 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末(期末)残高 ※ 480,440 1,289,004 
    

 (注) 前年同四半期の四半期財務諸表については、四半期決算を行っていないため記載を省略しております。 
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

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１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１．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 

時価のあるもの 

第１四半期会計期間末日の市場

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）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用

しております。 

(2) たな卸資産 

① 商品及び原材料 

先入先出法による原価法を採用し

ております。 

② 製品及び仕掛品 

総平均法による原価法を採用して

おります。 

③ 貯蔵品 

終仕入原価法を採用しておりま

す。 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

―――――――― 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

① 商品及び原材料 

同左 

 

② 製品及び仕掛品 

同左 

 

③ 貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（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、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物 10～50年

機械及び装置 ４～７年

工具器具及び備品 ３～18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。 

(3) 長期前払費用 

均等償却によっております。 

なお、償却期間については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

 

項目 
当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

３．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、当第１四半期会計期間の計

上額はありません。 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の当第１四

半期会計期間負担額を計上しており

ます。 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当第１四半期会計期間末における簡

便法による退職給付債務及び年金資

産残高に基づき計上しております。

(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。 

 

 

(2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備え

るため、賞与支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。 

 

(3) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における簡便法による

退職給付債務及び年金資産残高に基

づき計上しております。 

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、第１四半期

会計期間末日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として計

上しております。 

外貨建金銭債権債務は、事業年度末

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として計上してお

ります。 

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 

 

 

 

 

６．四半期キャッシュ・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 

 

７．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 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

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 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減価償却の方法の変更) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産の減価償却の方法については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期会計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。これによる当

事業年度の損益に与える影響はありません。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,125,576千円であります。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

 当事業年度から「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19号）を適用しております。 

 なお、これによる当事業年度の損益に与える影響は

ありません。 

 

 追加情報 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

(固定資産の減価償却の方法の変更) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当第１四半期会計期間から、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産については、償却可

能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却

する方法に変更しております。 

 なお、これによる当第１四半期会計期間の損益に与え

る影響は軽微であります。 

――――――――― 
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

当第１四半期会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前事業年度末 
(平成19年３月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

732,739千円

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 141,918千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

703,427千円

※２．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

土地 230,247千円

土地 130,438千円  

 計 272,356千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

一年内返済予定長期借入金 20,000千円

   担保付債務は次のとおりであります。 

一年内返済予定長期借入金 20,000千円

長期借入金 105,000千円長期借入金 100,000千円

計 125,000千円計 120,000千円

※３．事業年度末日満期手形 ※３．第１四半期会計期間末日満期手形 

第１四半期会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、手形交換日をもって決済処理しておりま

す。 

なお、当第１四半期会計期間末日が金融機関の休

日であったため、次の第１四半期会計期間末日満期

手形が第１四半期末残高に含まれております。 

受取手形 24,855千円

事業年度末日満期手形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理しております。 

なお、当事業年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の事業年度末日満期手形が期末残高に含ま

れております。 

受取手形 9,935千円

 

※４．     ――――――――― ※４．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、金

額的重要性が乏しいため、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

 

 

 

(四半期損益計算書関係) 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
(自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年６月30日) 至 平成19年３月31日) 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 6千円

受取配当金 12,300千円

 

 

 
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 231千円

団体保険事務手数料 387千円

保険配当金等収入 241千円

保険解約益 309千円

設備使用料収入 500千円
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 545千円

為替差損 1,892千円
 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 5,164千円

社債利息 1,391千円

株式交付費 16,785千円

上場関連費用 7,394千円

為替差損 5,278千円
 

※３．     ――――――――― 

 
 

※３．特別利益のうち主要なもの 

補助金収入 125,336千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 30,434千円

無形固定資産 4,928千円
 

４．減価償却実施額 

有形固定資産 134,820千円

無形固定資産 18,993千円
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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 

当第１四半期 
前事業年度末 

 会計期間増加 
株式数(株) 

株式数(株) 

当第１四半期 

会計期間減少 

株式数(株) 

当第１四半期 

会計期間末 

株式数(株) 

発行済株式  

  普通株式 615,000 700 － 615,700

合計 615,000 700 － 615,700

自己株式  

  普通株式 － － － －

合計 － － － －

 (注) 普通株式の発行済株式の増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

前事業年度末 当事業年度増加 
 

株式数(株) 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) 

発行済株式  

  普通株式 515,000 100,000 － 615,000

合計 515,000 100,000 － 615,000

自己株式  

  普通株式 － － － －

合計 － － － －

 (注) 普通株式の発行済株式の増加は、公募増資によるものであります。 

 

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 

１株当たり 
配当金の総額

決議 株式の種類 
(千円) 

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成18年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 22,356

旧株      50

第１新株 17

第２新株  3

平成18年３月31日 平成18年６月26日

 

  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項はありません。 
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㈱免疫生物研究所(4570) 平成20年３月期第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

当第１四半期会計期間 前事業年度 
(自 平成19年４月１日 (自 平成18年４月１日 
至 平成19年６月30日) 至 平成19年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高と四半期

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３月31日)(平成19年６月30日)

現金及び預金勘定 490,466千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,025千円

現金及び預金勘定 1,299,029千円

現金及び現金同等物 480,440千円

 

(リース取引関係) 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △10,025千円

現金及び現金同等物 1,289,004千円

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び第１四半期末残高相当

額 

 

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

第１四半期
末残高 
相当額 
(千円) 

機械及び装置 
(有形固定資産
「その他」に
含む。) 

12,684 6,191 6,493

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料第１四半期

末残高が有形固定資産の第１四半期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却 
期末残高

累計額 
相当額 
(千円) 

相当額 
(千円) 

機械及び装置
(有形固定資産
「その他」に
含む。) 

12,684 5,738 6,946

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

(2) 未経過リース料第１四半期末残高相当額等 

１年内 1,812千円

１年超 4,681千円

合計 6,493千円

(注) 未経過リース料第１四半期末残高相当額は、未

経過リース料第１四半期末残高が有形固定資産

の第１四半期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

１年内 1,812千円

１年超 5,134千円

合計 6,946千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 453千円 支払リース料 2,646千円

減価償却費相当額 453千円 減価償却費相当額 2,646千円
  
(4) 減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 

 

(減損損失について) (減損損失について) 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 同左 
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(有価証券関係) 

当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
(千円) 

四半期貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

(1) 株式 － － －

(2) 債券 － － －

(3) その他 712,372 715,660 3,287

合計 712,372 715,660 3,287

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 2,593

 

前事業年度末（平成19年３月31日） 

時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 2,593

 

(デリバティブ取引関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、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１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役７名 

当社従業員15名 

社外協力者４名 

社外協力者１名 

当社取締役３名 

当社監査役１名 

当社従業員１名 

ストック・オプション数(注) 普通株式 30,000株 普通株式 3,000株 普通株式 2,000株 

付与日 平成16年６月18日 平成16年12月15日 平成16年12月15日 

権利確定条件 

付与日（平成16年６月18

日）以降、権利確定日

（平成17年11月５日）ま

で継続して勤務等してい

ること。 

付与日（平成16年12月15

日）以降、権利確定日

（平成16年12月20日）ま

で継続して保有している

こと。 

付与日（平成16年12月15

日）以降、権利確定日

（平成18年12月20日）ま

で継続して勤務等してい

ること。 

対象勤務期間 
平成16年６月18日から 

平成17年11月５日まで 

平成16年12月15日から 

平成16年12月20日まで 

平成16年12月15日から 

平成18年12月20日まで 

権利行使期間 
平成17年11月６日から 

平成22年11月５日まで 

平成16年12月21日から 

平成22年12月20日まで 

平成18年12月21日から 

平成22年12月20日まで 

 

 新株予約権④ 新株予約権⑤ 新株予約権⑥ 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員２名 当社従業員１名 当社従業員１名 

ストック・オプション数(注) 普通株式 3,000株 普通株式 500株 普通株式 500株 

付与日 平成17年２月28日 平成17年４月４日 平成17年５月16日 

権利確定条件 

付与日（平成17年２月28

日）以降、権利確定日

（平成19年２月28日）ま

で継続して勤務等してい

ること。 

付与日（平成17年４月４

日）以降、権利確定日

（平成19年４月４日）ま

で継続して勤務等してい

ること。 

付与日（平成17年５月16

日）以降、権利確定日

（平成19年５月16日）ま

で継続して勤務等してい

ること。 

対象勤務期間 
平成17年２月28日から 

平成19年２月28日まで 

平成17年４月４日から 

平成19年４月４日まで 

平成17年５月16日から 

平成19年５月16日まで 

権利行使期間 
平成19年３月１日から 

平成22年12月20日まで 

平成19年４月５日から 

平成22年12月20日まで 

平成19年５月17日から 

平成22年12月20日まで 

 (注) 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 

当事業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 

 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④ 新株予約権⑤ 新株予約権⑥

権利確定前   

 期首(株) － － 2,000 3,000 500 500

 付与(株) － － － － － －

 失効(株) － － － － － －

 権利確定(株) － － 2,000 3,000 － －

 未確定残(株) － － － － 500 500

権利確定後   

 期首(株) 19,700 3,000 － － － －

 権利確定(株) － － 2,000 3,000 － －

 権利行使(株) － － － － － －

 失効(株) － － － － － －

 未行使残(株) 19,700 3,000 2,000 3,000 － －

 

  ② 単価情報 

 新株予約権① 新株予約権② 新株予約権③ 新株予約権④ 新株予約権⑤ 新株予約権⑥

権利行使価格(円) 3,300 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

行使時平均株価(円) － － － － － －

付与日における公正

な評価単価(円) 
－ － － － － －

 

(持分法損益等) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 至 平成19年３月31日) 

当社には関連会社がありませんので、該当事項はあ

りません。 

同左 

 

(企業結合等関係) 

当第１四半期会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額 4,968.34円

１株当たり第１四半期純損失金額 115.09円

 

なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益

金額については、新株予約権の残高がありますが、１

株当たり第１四半期純損失金額であるため記載してお

りません。 

１株当たり純資産額 5,082.24円

１株当たり当期純利益金額 201.31円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 200.97円
 

(注) １株当たり当期純利益金額又は１株当たり第１四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１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり第１

四半期純損失金額 

当期純利益又は第１四半期純損失(△)(千円) △70,836 105,382

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益又は第１四半期純

損失(△)(千円) 
△70,836 105,382

普通株式の期中平均株式数(株) 615,462 523,493

  

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) － 880

(うち新株予約権) (－) (880)

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１四半期(当期)純利益金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権６種類（新株予約

権の数280個） 

新株予約権５種類（新株予約

権の数90個） 

 

(重要な後発事象) 

当第１四半期会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

 該当事項はありません。 同左 
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