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１．平成20年５月期第１四半期の連結業績（平成19年６月１日　～　平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％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５月期第１四半期 45 23.9 △286 － △307 － △308 －

19年５月期第１四半期 36 － △244 － △226 － △226 －

19年５月期 164 － △1,316 － △1,286 － △1,455 －

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５月期第１四半期 △2,611 23 － －

19年５月期第１四半期 △1,948 43 － －

19年５月期 △12,395 97 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年５月期第１四半期 2,588 2,275 87.9 19,275 9

19年５月期第１四半期 4,204 3,802 90.4 32,459 26

19年５月期 2,936 2,583 88.0 21,885 54

(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

20年５月期第１四半期 △431 1 △35 1,281

19年５月期第１四半期 △432 △269 17 2,681

19年５月期 △986 △654 20 1,769

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年５月期 － － － － － － － － 0 00

20年５月期 － － － － － － － －

20年５月期（予想） － － － － － － － －   

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５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 55 △23.9 △788 － △797 － △852 － △7,225 76

通期 264 61.0 △1,412 － △1,430 － △1,541 － △13,059 59
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：無

(2）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

(3）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

(4）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　四半期財務諸表については、名古屋証券取引所の「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。

５．個別業績の概要（平成19年６月１日　～　平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％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５月期第１四半期 31 △14.8 △234 － △252 － △308 －

19年５月期第１四半期 36 △9.2 △226 － △204 － △205 －

19年５月期 153 △78.1 △1,130 － △1,090 － △1,769 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年５月期第１四半期 △2,611 23

19年５月期第１四半期 △1,761 8

19年５月期 △15,073 29

(2）個別財政状態  

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５月期第１四半期 2,580 2,275 88.2 19,275 9

19年５月期第１四半期 4,538 4,138 91.2 35,328 39

19年５月期 2,931 2,583 88.1 21,885 54

６．平成20年５月期の個別業績予想（平成19年６月１日　～　平成20年５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 39 △45.9 △675 － △685 － △740 － △6,269 45

通期 201 31.8 △1,210 － △1,229 － △1,339 － △11,350 97

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績予想に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結

果となるなる可能性があります。

なお、上記業績予想に関する事項につきましては３ページをご参照下さい。

株式会社エフェクター細胞研究所(4567)平成 20 年５月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 2 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

  当社グループは、当社及び連結子会社１社により構成されております。また、事業別には主に医薬品の研究・開発　

を行う創薬及び創薬関連事業、バイオ／ヘルスケア関連製品の販売等を行う創薬ツール供給事業、総合美容事業を行っ

ております。

  創薬及び創薬関連事業においては喘息と慢性閉鎖性肺疾患に対するオーダーメイド治療の実現を目指し、引き続き

アストラゼネカ社（英）との共同研究を進めております。また、癌治療薬ECI301開発プロジェクトについては、GMPレベ

ル（医薬品の製造管理・品質管理の基準）の環境での製剤調製および前臨床試験を進めております。非小細胞肺癌の放

射線治療との併用における臨床プロトコールの確立に向けて、米国での治験申請を行う方向で検討を進めております。

  創薬ツール供給事業においてはGEヘルスケアサイエンス㈱の代理店ネットワークを活用した製品の販売と新製品の共

同企画・開発を進めております。

　総合美容事業においてはエステ部門の展開を進めるとともに、化粧品部門については新ブランド商品の開発、販売お

よびＯＥＭ商品の受諾を開始しております。

　以上の結果、当第１四半期の経営成績は、売上高45百万円、経常損失307百万円、四半期純損失308百万円となりまし

た。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期会計期間（平成19年６月１日～平成19年８月31日／３ヶ月累計）の財政状態は、前連結会計年度末と比

較して総資産は348百万円減少し、純資産は308百万円減少しました。

  営業活動によるキャッシュ・フローは431百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前第１四半期純損

失307百万円、その他の流動資産の増加141百万円等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは１百万円のプラスになりました。これは貸付の回収によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは35百万円のマイナスになりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

40百万円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年７月12日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

せん。

　当該業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績予想に影響を与える不確実な要因に係

る本資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果と

なりますが、当社は今後も業績予想の見直しを随時行っていくと共に、開示ルールに従いタイムリーに公表していく所

存であります。

４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

 該当事項はありません。

 

 

株式会社エフェクター細胞研究所(4567)平成 20 年５月期　第１四半期財務・業績の概況

－ 3 －



５．四半期連結財務諸表

(1）第１四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）          

Ⅰ　流動資産          

１．現金及び預金 2,681,728   1,281,037   1,769,735   

２．売掛金 421,795   19,359   13,534   

３．有価証券 －   100,791   100,635   

４．たな卸資産 256,417   236,375   198,843   

５．その他　　　　※２ 107,387   264,976   126,342   

流動資産合計  3,467,329 82.5  1,902,539 73.5  2,209,092 75.2

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産　※１          

(1）建物 38,302   130,476   135,856   

(2）工具器具及び備品 424,778   325,268   359,781   

有形固定資産合計 463,081  11.0 455,744  17.6 495,637  16.9

２．無形固定資産 4,902  0.1 3,875  0.1 4,225  0.1

３．投資その他の資産 268,817  6.4 226,349  8.7 227,771  7.8

固定資産合計  736,801 17.5  685,970 26.5  727,635 24.8

資産合計  4,204,130 100.0  2,588,509 100.0  2,936,727 100.0

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１．買掛金 10,450   11,275   12,633   

２．１年内返済予定長期借
入金

80,000   80,000   120,000   

３．未払金 92,376   45,306   25,674   

４．未払法人税等 3,259   3,566   9,158   

５．その他 35,124   33,013   50,751   

流動負債合計  221,210 5.3  173,162 6.7  218,218 7.4

Ⅱ　固定負債          

１．長期借入金 180,462   140,116   135,140   

固定負債合計  180,642 4.3  140,116 5.4  135,140 4.6

負債合計  401,852 9.6  313,278 12.1  353,358 12.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約貸借対照表
（平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）          

Ⅰ　株主資本          

１．資本金  1,890,900 45.0  1,895,400 73.2  1,895,400 64.5

２．資本剰余金  3,017,536 71.8  3,022,036 116.7  3,022,036 102.9

３．利益剰余金  △1,106,158 △26.3  △2,642,452
△

102.1
 △2,334,222 △79.5

株主資本合計  3,802,278 90.4  2,274,984 87.9  2,583,213 88.0

Ⅱ　評価・換算差額等          

１．その他有価証券評価差
額金

 － －  247 0.0  155 0.0

評価・換算差額等合計  － －  247 0.0  155 0.0

純資産合計  3,802,278 90.4  2,275,231 87.9  2,583,369 88.0

負債純資産合計  4,204,130 100.0  2,588,509 100.0  2,936,727 100.0
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(2）第１四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  36,993 100.0  45,833 100.0  164,487 100.0

Ⅱ　売上原価  18,295 49.5  29,100 63.5  361,058 219.5

売上総利益又は売上総
損失（△）

 18,698 50.5  16,733 36.5  △196,570 △119.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  263,358 711.9  303,271 661.7  1,119,988 680.9

営業損失  244,659 △661.4  286,538 △625.2  1,316,559 △800.4

Ⅳ　営業外収益　　　※１  22,921 62.0  2,767 6.0  45,781 27.8

Ⅴ　営業外費用　　　※２  4,813 13.0  23,764 51.9  15,482 9.4

経常損失  226,552 △612.4  307,536 △671.0  1,286,260 △782.0

Ⅵ　特別利益  56 0.2  － －  56 0.0

Ⅶ　特別損失　　　　※３  － －  216 0.5  166,923 101.4

税金等調整前当期純損
失又は税金等調整前第
１四半期純損失

 226,496 △612.3  307,752 △671.5  1,453,127 △883.4

法人税、住民税及び事
業税

 477 1.3  477 1.0  1,910 1.2

当期純損失又は第１四
半期純損失

 226,973 △613.5  308,229 △672.5  1,455,037 △884.6
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(3）第１四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,885,100 3,011,736 △879,184 4,017,652

第１四半期連結会計期間中の変動
額

新株の発行 5,800 5,800  11,600

四半期純利益   △226,973 △226,973

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

    

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

5,800 5,800 △226,973 △215,373

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,890,900 3,017,536 △1,106,158 3,802,278

新株予約権 純資産合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

56 4,017,707

第１四半期連結会計期間中の変動
額

新株の発行  11,600

四半期純利益  △226,973

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△56 △56

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

△56 △215,429

平成18年８月31日　残高
（千円）

－ 3,802,278
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当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 △2,334,222 2,583,213

第１四半期連結会計期間中の変動
額

四半期純利益   △308,229 △308,229

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

    

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

  △308,229 △308,229

平成19年８月31日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 △2,642,452 2,274,984

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等

合計

平成19年５月31日　残高
（千円）

155 155 2,583,369

第１四半期連結会計期間中の変動
額

四半期純利益   △308,229

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

92 92 92

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（千円）

92 92 △308,137

平成19年８月31日　残高
（千円）

247 247 2,275,231
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前連結会計年度の要約連結株主資本等変動計算書（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年５月31日　残高（千円） 1,885,100 3,011,736 △879,184 4,017,652

連結会計年度中の変動額

新株の発行 10,300 10,300  20,600

当期純利益   △1,455,037 △1,455,037

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

10,300 10,300 △1,455,037 △1,434,437

平成19年５月31日　残高（千円） 1,895,400 3,022,036 △2,334,222 2,583,213

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価

差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年５月31日　残高（千円） － － 56 4,017,707

連結会計年度中の変動額

新株の発行    20,600

当期純利益    △1,455,037

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

155 155 △56 99

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

155 155 △56 △1,434,338

平成19年５月31日　残高（千円） 155 155 － 2,583,369
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(4）第１四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分 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

   

税金等調整前当期純損失
（△）又は税金等調整前
第１四半期純損失（△）

△226,496 △307,752 △1,453,127

減価償却費 35,319 44,756 220,042

新株予約権戻入益 － － △56

投資有価証券等評価損 － － 100,155

貸倒引当金の増加額 － － 61,400

受取利息 △513 △2,301 △2,893

支払利息 1,091 672 3,702

 新株発行費 1,126 － －

為替差益 － 23,060 △24,699

株式交付費 － 32 1,360

有形固定資産除却損 － － 624

売上債権の減少額 △5,528 △3,959 339,458

たな卸資産の増加額 △83,526 △37,531 △25,952

未収消費税等の増加額 598 － △14,487

その他流動資産の増加額 △50,633 △141,923 △53,374

仕入債務の増加額又は減
少額（△）

△128,358 △3,223 △124,301

預り金の増加額又は減少
額（△）

521 654 △350

前受金の増加額又は減少
額（△）

△23,293 △19,048 △2,840

その他流動負債の増加額 48,499 15,608 △9,794

小計 △431,194 △430,955 △985,134

利息の受取額 513 2,301 2,893

利息の支払額 － △1,161 △2,722

法人税等の支払額 △1,910 △1,910 △1,910

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△432,591 △431,725 △986,874
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前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

有価証券の取得による支
出

－ － △100,373

有形固定資産の取得によ
る支出

△238,561 － △468,138

有形固定資産の売却によ
る収入

－ － 4,678

無形固定資産の取得によ
る支出

△237 － △597

貸付による支出 － － △21,894

貸付金の回収による収入 － 1,132 1,509

敷金保証金の差入れによ
る支出

△30,494 － △55,124

敷金保証金の返還による
収入

－ － 965

長期前払費用の支払額 － － △16,002

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△269,292 △1,132 △654,976

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

長期借入れによる収入 6,615 － 41,113

長期借入金の返済による
支出

－ △40,000 △40,000

株式の発行による収入 10,418 4,944 19,239

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

17,033 △35,056 20,352

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

－ △23,049 24,654

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

△684,851 △488,698 △1,596,844

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

3,366,579 1,769,735 3,366,579

Ⅶ　現金及び現金同等物の第１
四半期末（期末）残高

2,681,728 1,281,037 1,769,735
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第１四半期連結会計期間

（自　平成18年６月１日

　　至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間

（自　平成19年６月１日

　　至　平成19年８月31日）

前連結会計年度

（自　平成19年６月１日

　　至　平成19年８月31日）

－    当社グループは、当第１四半期連結

 会計期間において重要な当期純損失な

 らびに重要な営業活動によるキャッシ

 ュ・フローのマイナスを計上しており

 ます。

　 以上を鑑み、継続企業の前提に関す

 る重要な疑義が存在しております。

 　当該状況に対応すべく、当社グルー

 プは、事業資金の調達、売上の回復及

 び経費削減に取り組んでおります。

　 事業資金の調達については平成19年

 11月末日までに第三者割当増資、また

 は新規借入等により、中長期的な事業

 継続に必要な資金の調達をするべく交

 渉を続けております。

   売上の回復については、創薬及び創

 薬関連事業は収益性の高いプロジェク

 トに資源を集中投下し、創薬ツール供

 給事業は提携先とともに国内及び海外

 向け販路の拡大を目指します。また、

 総合美容事業は他社との差別化を進

 め、より付加価値の高いサービスを提

 供していきます。

　 経費削減については、役員報酬の減

 額をはじめ、各プロジェクトの見直し

 を行ない、事業所及び研究所の統廃合

 をも視野に入れながら固定費削減に努

 め、採算重視の経営方針の徹底と経営

 合理化による原価・経費の削減を進め

 る中で、安定した経営基盤の確保を図

 ります。

　 上記の施策により、継続企業の前提

 に関する重要な疑義を解消できるもの

 と判断しております。従って、連結財

 務諸表は継続企業を前提として作成さ

 れており、このような重要な疑義の影

 響を反映しておりません。 

　 当社グループは、当連結会計年度に

 おいて重要な当期純損失ならびに重要

 な営業活動によるキャッシュ・フロー

 のマイナスを計上しております。ま

 た、当連結会計年度末において、返済

 期日が経過している金融機関借入金が

 40,000千円（当該金融機関からの借入

 金残高160,000千円）あります。

 　以上を鑑み、継続企業の前提に関す

 る重要な疑義が存在しております。

 　当該状況に対応すべく、当社グルー

 プは、事業資金の調達、売上の回復及

 び経費削減に取り組んでおります。

　 事業資金の調達については平成19年

 11月末日までに第三者割当増資、また

 は新規借入等により、中長期的な事業

 継続に必要な資金の調達をするべく交

 渉を続けております。

   売上の回復については、創薬及び創

 薬関連事業は収益性の高いプロジェク

 トに資源を集中投下し、創薬ツール供

 給事業は提携先とともに国内及び海外

 向け販路の拡大を目指します。また、

 総合美容事業は他社との差別化を進

 め、より付加価値の高いサービスを提

 供していきます。

　 経費削減については、役員報酬の減

 額をはじめ、各プロジェクトの見直し

 を行ない、事業所及び研究所の統廃合

 をも視野に入れながら固定費削減に努

 め、採算重視の経営方針の徹底と経営

 合理化による原価・経費の削減を進め

 る中で、安定した経営基盤の確保を図

 ります。

　 また、返済期日が経過している借入

 金については当該金融機関との合意に

 より平成19年６月25日に40,000千円を

 返済し、延滞状況は解消いたしまし

 た。

　 上記の施策により、継続企業の前提

 に関する重要な疑義を解消できるもの

 と判断しております。従って、連結財

 務諸表は継続企業を前提として作成さ

 れており、このような重要な疑義の影

 響を反映しておりません。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．連結の範囲  連結子会社の数　１社

 連結子会社の名称

株式会社メディシスサイエ

ンス

連結子会社の数　同左

連結子会社の名称

同左

 

連結子会社の数　同左

連結子会社の名称

同左

　

２．有価証券の評価基準

及び評価方法

 (1）その他有価証券

 時価のあるもの

 　四半期末日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入

法により処理し売却原価

は移動平均法により算定

しております。）　

(1）その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）その他有価証券

時価のあるもの

　連結決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し売却原価は

移動平均法により算定し

ております。）　 

 時価のないもの

 　移動平均法による原

 価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

３．資産の評価基準及び

評価方法

 (1）デリバティブ

 時価法

  但し、金利スワップに

ついて特例処理の条件を

充たしている場合には、

時価評価をしておりませ

ん。

(1）デリバティブ

同左

 

(1）デリバティブ

 　同左

 (2）たな卸資産

 ①商品

 移動平均法に基づく原価

法

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2）たな卸資産

①商品

同左

 ②仕掛品

 個別法に基づく原価法

②仕掛品

同左

②仕掛品

同左

 ③貯蔵品

 実験用薬品

 移動平均法に基づく原価

法

③貯蔵品

実験用薬品

同左

③貯蔵品

実験用薬品

同左

 その他

 最終仕入原価法に基づく

原価法

その他

同左

その他

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

４．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　３～15年

工具器具及び備品

　　　　　　２～15年

(1）有形固定資産

平成19年３月31日以前

に取得したもの

　法人税法に規定する

　旧償却率

平成19年４月１日以降

に取得したもの

　法人税法に規定する

　定率法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　　３～15年

工具器具及び備品

　　　　　　　２～15年

(1）有形固定資産

 同左

 

 

 

(2）無形固定資産

定額法を採用しておりま

す。

なお、自社利用のソフト

ウエアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。

(2）無形固定資産

同左

 

(2）無形固定資産

同左

５．重要な引当金の計上

基準

 － 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため、当社及び

連結子会社は一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念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。

同左

 

５．リース取引の処理方

法

 リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

 金利スワップについて

特例処理の条件を充たし

ている場合には特例処理

を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

　　同左

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針

 取締役会決議に基づき、

金利変動リスクをヘッジ

しております。

 当四半期会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

同左

 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、

金利変動リスクをヘッジ

しております。

当連結会計年度にヘッジ

会計を適用したヘッジ対

象とヘッジ手段は以下の

とおりであります。

 ヘッジ手段 ヘッジ手段 ヘッジ手段
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 金利スワップ 同左 同左

 ヘッジ対象

 借入金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

同左
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項目
前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 (3）ヘッジ有効性評価の方

法

　特例処理によっている

金利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．四半期キャッシュ・

フロー計算書

（キャッシュ・フ

ロー計算書）におけ

る資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資

からなっております

同左 同左

８．その他四半期財務諸

表（財務諸表）作成

のための基本となる

重要な事項

 (1）消費税等の会計処理

 消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

 (2）繰延資産の処理方法

 新株発行費は、支出時

に全額費用として処理し

ております

(2）繰延資産の処理方法

同左

(2）繰延資産の処理方法

同左
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四半期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○四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 －

 

 

 －

 

 

（固定資産の減価償却の方法）

　当連結会計年度より、「所得税の一部を改

正する法律（平成19年法律第６号）」、「法

人税法施行令の一部を改 正する政令（平成19

年政令第83号）」及び「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令の一部を改正する省令(平

成19年財務省令第21号）が平成19年４月１日

から施行されたことにより、固定資産の減価

償却の方法を変更しております。なお、これ

による損益に与える影響はありません。また、

セグメント情報に与える影響もありませ

ん。 
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第１四半期連結会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年８月31日）

前連結会計年度末
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は371,305千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は593,655千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は549,528千円であります。

 ※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．　　　　　－

 　仮払消費税及び仮受消費税は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏し

いため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

　同左

（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの ※１．営業外収益のうち主要なもの

 為替差益 　　　22,083千円 受取利息　　　　  2,301千円 為替差益 　　　40,815千円

 ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの ※２．営業外費用のうち主要なもの

 支払利息　　　  1,091千円 為替差損　　　   23,060千円 支払利息　  　　　3,702千円

 新株発行費　　　1,126千円  調停解決金　　　  7,300千円

 ※３．       － ※３．特別損失のうち主要なもの ※３．特別損失のうち主要なもの

 事務所移転費用 　　216千円

 

貸倒引当金繰入 　61,400千円

投資有価証券評価損

　　　　　　　　100,155千円

 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

 有形固定資産　 34,903千円 有形固定資産　　 44,126千円 有形固定資産　　217,603千円

 無形固定資産　　  328千円 無形固定資産　　　  350千円 無形固定資産      1,364千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８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

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 115,980 1,160 － 117,140

合計 115,980 1,160 － 117,140

（注）普通株式の発行済株式総数の増加1,160株は、新株予約権等の権利行使による新株の発行による増加であり

　　　ます。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

平成14年ストック・オプション 普通株式 500 － － 500 －

平成15年ストック・オプション① 普通株式 7,120 － 1,160 5,960 －

平成15年ストック・オプション②  普通株式 1,090 － － 1,090 －

平成16年ストック・オプション①  普通株式 400 － － 400 －

平成16年ストック・オプション②  普通株式 950 － － 950 －

平成16年ストック・オプション③  普通株式 1,950 － － 1,950 －

合計 － 12,010 － 1,160 10,850 －

 （注）ストックオプションの行使による減少であります。

 

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８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

前連結会計年度末株
式数（株）

当第１四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第１四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 118,040 － － 118,040

合計 118,040 － － 118,040

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

提出会社

（親会社）

平成14年ストック・オプション 普通株式 500 － － 500 －

平成15年ストック・オプション① 普通株式 3,560 － － 3,560 －

平成15年ストック・オプション② 普通株式 1,090 － － 1,090 －

平成16年ストック・オプション① 普通株式 200 － － 200 －
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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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当第１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第１四半
期連結会計
期間増加

当第１四半
期連結会計
期間減少

当第１四半
期連結会計
期間末

平成16年ストック・オプション② 普通株式 750 － － 750 －

平成16年ストック・オプション③ 普通株式 1,950 － － 1,950 －

合計 － 8,050 － － 8,050 －

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５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 115,980 2,060 － 118,040

合計 115,980 2,060 － 118,040

（注）普通株式の発行済株式総数の増加2,060株は、新株予約権等の権利行使による新株の発行による増加であり

　　　ます。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

平成14年ストック・オプション 普通株式 500 － － 500 －

平成15年ストック・オプション① 普通株式 7,120 － 3,560 3,560 －

平成15年ストック・オプション② 普通株式 1,090 － － 1,090 －

平成16年ストック・オプション① 普通株式 400 － 200 200 －

平成16年ストック・オプション② 普通株式 950 － 200 750 －

平成16年ストック・オプション③ 普通株式 1,950 － － 1,950 －

合計 － 12,010 － 3,960 8,050 －

  　　（注）ストックオプションの行使または権利消滅による減少であります。　
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

現金及び現金同等物の四半期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金及び現金同等物の四半期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

（平成19年８月31日現在） 

現金及び預金勘定　　2,681,728千円

（平成19年８月31日現在）

現金及び預金勘定　　1,281,037千円

（平成19年５月31日現在）

現金及び預金勘定　　1,769,735千円

現金及び預金勘定　　2,681,728千円 現金及び預金勘定　　1,281,037千円 現金及び預金勘定　　1,769,735千円

（リース取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、中間連結財務諸表規則第15条で準用する財務諸表等規

則第８条の６第６項の規定に準じて記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

内容の重要性が乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、連結財務諸表規則第15条の３で準用する財務諸表等規

則第８条の６第６項の規定により、記載を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。

 

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

（4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

（5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。
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２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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（ストック・オプション等関係）

前第１四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

　ストック・オプションに係る当第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

 

前連結会計年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

  ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 32,459.26円 

１株当たり四半期純損

失金額
1,948.43円 

１株当たり純資産額 19,275.09円

１株当たり四半期純損

失金額
2,611.23円

１株当たり純資産額 21,885.54円

１株当たり当期純損失

金額
15,073.29円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、四半期純

損失を計上しているため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、四半期純

損失を計上しているため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当期純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。

 （注）　 １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当第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。

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり当期純利益金額    

 当期純損失又は四半期純損失

（千円）
226,973 308,229 1,769,301

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞

与金）
－ － －

普通株式に係る当期純損失又は

四半期純損失（千円）
226,973 308,229 1,769,301

期中平均株式数（株） 116,490 118,040 117,380

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
   

 当期純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） 1,160 － 2,060

 （うち新株予約権）（株） (1,160) － (2,060)

（うち旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権付社債の新株

引受権）（株）

－ － －

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

 －

 

－

 

－
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（重要な後発事象）

前第１四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

  該当事項はありません。  該当事項はありません。  該当事項はありません。
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６．四半期個別財務諸表

(1）第１四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日）

増減
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）             

Ⅰ　流動資産             

１．現金及び預金  2,421,482   1,241,205   △1,180,277 △48.7 1,722,076   

２．売掛金  421,795   3,412   △418,382 △99.2 12,605   

３.たな卸資産  256,401   235,491   △20,910 △8.2 196,683   

４．その他　　 ※２ 99,003   338,103   239,100 241.5 201,866   

流動資産合計   3,198,682 70.5  1,818,212 70.5 △1,380,469 △43.2  2,133,231 72.8

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産
　　　

※１            

(1）建物  38,302   32,694   △5,608  33,937   

(2）工具器具及
び備品

 424,616   286,414   △138,202  316,941   

有形固定資産
合計

 462,919  10.2 319,108  12.4 △143,810 △31.1 350,879  12.0

２．無形固定資産  4,764  0.1 3,625  0.1 △1,139 △23.9 3,959  0.1

３．投資その他の
資産

            

    投資その他の
資産

 872,056   921,164   49,108  871,175   

 　 貸倒引当金  －   △481,919   △481,919  △427,260   

 　 投資その他の
資産合計

 872,056  19.2 439,245  17.0 △432,811 △49.6 443,915  15.1

固定資産合計   1,339,740 29.5  761,979 29.5 △577,761 △43.1  798,753 27.2

資産合計   4,538,423 100.0  2,580,191 100.0 △1,958,231 △43.1  2,931,985 100.0

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  10,450   8,100   △2,350 △22.5 12,633   

２．１年内返済長
期借入金

 80,000   80,000   － 0.0 120,000   

３．未払金  91,437   42,969   △48,468 △53.0 22,196   

４．未払法人税等  2,981   2,986   4 0.2 8,049   

５．その他  34,544   30,787   △3,756 △10.9 50,596   

流動負債合計   219,414 4.8  164,844 6.4 54,569 △24.9  213,476 7.3

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金  180,642   140,116     135,140   

固定負債合計   180,642 4.0  140,166 5.4 △40,526 △22.4  135,140 4.6

負債合計   400,056 8.8  304,960 11.8 △95,095 △23.8  348,616 11.9
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前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日）

増減
前事業年度の要約貸借対照表

（平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１．資本金   1,890,900 41.7  1,895,400 73.5 4,500 0.2  1,895,400 64.6

　２．資本剰余金             

（1）資本準備
 金

 3,017,536   3,022,036     3,022,036   

  　 資本剰余金合計   3,017,536 66.5  3,022,036 117.1 4,500 0.1  3,022,036 103.1

　３．利益剰余金             

（1）その他利
 益剰余金

            

　　 繰越利益剰余金  △770,069   △2,642,452     △2,334,222   

　　 利益剰余金合計   △770,069 △17.0  △2,642,452 △102.4 △1,872,382 243.1  △2,334,222 △79.6

株主資本合計   4,138,367 91.2  2,274,984 88.2 △1,863,382 △45.0  2,583,213 88.1

Ⅱ　評価・換算差
　　額等　　　　　
　

            

  １．その他有価
　　　証券評価差
　　　額金

    247      155 0.0

 　 評価・換算差
　　額等合計

  － －  247 0.0 247 0.0  155 0.0

純資産合計   4,138,367 91.2  2,275,231 88.2 △1,863,135 △45.0  2,583,369 88.1

負債純資産合計   4,538,423 100.0  2,580,191 100.0 △1,958,231 △43.1  2,931,985 100.0
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(2）第１四半期損益計算書

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

増減
前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   36,880 100.0  31,418 100.0 △5,462 △14.8  153,039 100.0

Ⅱ　売上原価   18,253 49.5  19,272 61.3 1,018 5.6  360,887 235.8

売上総利益又
は売上総損失
（△）

  18,627 50.5  12,146 38.7 △6,481 △34.8  207,847 △135.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 ＊1.5  244,862 663.9  246,552 784.7 1,689 0.7  922,495 602.8

営業損失   226,235 △613.4  234,406 △746.1 △8,171 3.6  1,130,342 △738.6

Ⅳ　営業外収益 ※２  25,189 68.3  5,221 16.6 △19,967 △79.3  54,561 35.6

Ⅴ　営業外費用 ※３  3,753 10.2  23,764 75.6 20,011 533.1  14,422 9.4

経常損失   204,799 △555.3  252,949 △805.1 △48,149 23.5  1,090,204 △712.4

 Ⅵ  特別利益   56 0.2  － － △56 △100.0  56 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  － －  54,875 174.7 54,875 0.0  677,533 442.7

税引前当期純
損失又は税引
前第１四半期
純損失

  204,743 △555.1  307,824 △979.8 △103,081 50.3  1,767,681 △1,155.1

法人税、住民
税及び事業税

  405 1.1  405 1.3 0 0.0  1,620 1.0

当期純損失又
は第１四半期
純損失

  205,148 △556.2  308,229 △981.1 △103,081 50.2  1,769,301 △1,156.1
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(3）第１四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,885,100 3,011,736 3,011,736 △564,920 △564,920 4,331,915

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 5,800 5,800 5,800   11,600

四半期純利益    △205,148 △205,148 △205,148

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）

5,800 5,800 5,800 △205,148 △205,148 △193,548

平成18年８月31日　残高
（千円）

1,890,900 3,017,536 3,017,536 △770,069 △770,069 4,138,367

新株予約権 純資産合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

56 4,331,971

第1四半期会計期間中の変動額

新株の発行  11,600

四半期純利益  △205,148

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）

△56 △56

第1四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△56 △193,604

平成18年８月31日　残高
（千円）

－ 4,138,367
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当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 3,022,036 △2,334,222 △2,334,222 2,583,213

第1四半期会計期間中の変動額

四半期純利益    △308,229 △308,229 △308,229

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）

   △308,229 △308,229 △308,229

平成19年８月31日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 3,022,036 △2,642,452 △2,642,452 2,274,984

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年５月31日　残高
（千円）

155 155 2,583,369

第1四半期会計期間中の変動額

四半期純利益   △308,229

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）

92 92 92

第1四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

92 92 △308,137

平成19年８月31日　残高
（千円）

247 247 2,275,231
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前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年５月31日　残高
（千円）

1,885,100 3,011,736 3,011,736 △564,920 △564,920 4,331,915

事業年度中の変動額

新株の発行 10,300 10,300 10,300   20,600

当期純利益    △1,769,301 △1,769,301 △1,769,301

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

      

事業年度中の変動額合計
（千円）

10,300 10,300 10,300 △1,769,301 △1,769,301 △1,748,701

平成19年５月31日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 3,022,036 △2,334,222 △2,334,222 2,583,213

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月31日　残高
（千円）

－ － 56 4,331,971

事業年度中の変動額

新株の発行    20,600

当期純利益    △1,769,301

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

155 155 △56 99

事業年度中の変動額合計
（千円）

155 155 △56 △1,748,602

平成19年５月31日　残高
（千円）

155 155 － 2,583,369
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第１四半期会計期間

(自　平成18年６月１日

　至　平成18年８月31日)

当第１四半期会計期間

(自　平成19年６月１日

　至　平成19年８月31日)

前事業年度

(自　平成18年６月１日

　至　平成19年５月31日)

 　　　　　　　　－　　　　   当社は、当第１四半期において重要な

当期純損失ならびに重要な営業活動によ

るキャッシュ・フローのマイナスを計上

しております。

　 以上を鑑み、継続企業の前提に関す

 る重要な疑義が存在しております。

 　当該状況に対応すべく、当社は、事

業資金の調達、売上の回復及び経費削減

に取り組んでおります。

　 事業資金の調達については平成19年

 11月末日までに第三者割当増資、また

 は新規借入等により、中長期的な事業

 継続に必要な資金の調達をするべく交

 渉を続けております。

   売上の回復については、創薬及び創

 薬関連事業は収益性の高いプロジェク

 トに資源を集中投下し、創薬ツール供

 給事業は提携先とともに国内及び海外

 向け販路の拡大を目指します。

　経費削減については、役員報酬の減

 額をはじめ、各プロジェクトの見直し

 を行ない、事業所及び研究所の統廃合

 をも視野に入れながら固定費削減に努

 め、採算重視の経営方針の徹底と経営

 合理化による原価・経費の削減を進め

 る中で、安定した経営基盤の確保を図

 ります。

　 上記の施策により、継続企業の前提

 に関する重要な疑義を解消できるもの

 と判断しております。従って、財務諸

表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を反映

しておりません。 

 　当社は、当会計年度において重要な

当期純損失ならびに重要な営業活動によ

るキャッシュ・フローのマイナスを計上

しております。また、当会計年度末にお

いて、返済期日が経過している金融機関

借入金が40,000千円（当該金融機関から

の借入金残高160,000千円）あります。

 　以上を鑑み、継続企業の前提に関す

 る重要な疑義が存在しております。

 　当該状況に対応すべく、当社は、事

業資金の調達、売上の回復及び経費削減

に取り組んでおります。

　 事業資金の調達については平成19年

 11月末日までに第三者割当増資、また

 は新規借入等により、中長期的な事業

 継続に必要な資金の調達をするべく交

 渉を続けております。

   売上の回復については、創薬及び創

 薬関連事業は収益性の高いプロジェク

 トに資源を集中投下し、創薬ツール供

 給事業は提携先とともに国内及び海外

 向け販路の拡大を目指します。

 　経費削減については、役員報酬の減

 額をはじめ、各プロジェクトの見直し

 を行ない、事業所及び研究所の統廃合

 をも視野に入れながら固定費削減に努

 め、採算重視の経営方針の徹底と経営

 合理化による原価・経費の削減を進め

 る中で、安定した経営基盤の確保を図

 ります。

　 また、返済期日が経過している借入

 金については当該金融機関との合意に

 より平成19年６月25日に40,000千円を

 返済し、延滞状況は解消いたしまし

 た。

　 上記の施策により、継続企業の前提

 に関する重要な疑義を解消できるもの

 と判断しております。従って、財務諸

表は継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を反映

しておりません。 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

(1）関係会社株式

移動平均法による原価法

 (2）その他有価証券

 　　－

(1）子会社株式及び関係会社

　株式

移動平均法による原価法

 (2）その他有価証券

 　 時価のあるもの

　四半期末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入法

により処理し売却原価は

移動平均法により算定し

ております）

(1）子会社株式及び関係会社

株式

 　  同左

 (2）その他有価証券

 　 時価のあるもの

  期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し売却

原価は移動平均法により算定

しております）

 　 時価のないもの

 　 　　移動平均法による　

　　　　

　　　原価法

 　 時価のないもの

　移動平均法による

原価法

 　 時価のないもの

　　 同左

２．資産の評価基準及び

評価方法

(1）デリバティブ

時価法

但し、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充

たしている場合には、時

価評価をしておりません。

(1）デリバティブ

同左

(1）デリバティブ

 　 同左

 

 

 

 

 

(2）たな卸資産

①商品

移動平均法に基づく原価法

(2）たな卸資産

①商品

同左

(2）たな卸資産

①商品

同左

 

②仕掛品

個別法に基づく原価法

③貯蔵品

     実験用薬品

　移動平均法に基づく原価

法

②仕掛品

同左

③貯蔵品

実験用薬品

同左

②仕掛品

同左

③貯蔵品

 　　実験用薬品

同左

 

 　　その他

　最終仕入原価法に基づく

原価法

その他

 　　同左

 　　その他

 　　同左

３．固定資産の減価償却

の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しておりま

す。

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物　　　　３～15年

工具器具及び備品

３～10年

(1）有形固定資産

平成19年３月31日以前に

取得したもの

　法人税法に規程する旧

定率法 

平成19年４月1日以降に

取得したもの

　法人税法に規程する定

率法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

建物　　　　３～15年

工具器具及び備品 

 　　　　　 ２～10年

(1）有形固定資産

  同左

 　　

 　

 　　

 　　　　　　　

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

定額法を採用しておりま

す。

なお、自社利用のソフト

ウエアについては、社内

における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。

同左   同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

４．引当金の計上基準 　　　　　－ (１)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒

　　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。　

　　 同左

５.リース取引の処理方

法

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

 　　同左  　　同左

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

金利スワップについて特

例処理の条件を充たして

いる場合には特例処理を

採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

　　同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

取締役会決議に基づき、

金利変動リスクをヘッジ

しております。

当四半期会計期間にヘッ

ジ会計を適用したヘッジ

対象とヘッジ手段は以下

のとおりであります。

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象、

ヘッジ方針

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対

　　象、ヘッジ方針

　　同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金

利スワップについては、

有効性の評価を省略して

おります。

(3）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(3）ヘッジ有効性評価の方法

　　同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

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

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、

税抜方式によっておりま

す。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左 

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費は、支出時に

全額費用として処理して

おります。

 

(2）繰延資産の処理方法

同左

(2）繰延資産の処理方法

　同左 
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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

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 １.固定資産の減価償却

方法

 　　　　　　－

 

 

 　　　 　  ー

 

 

 　当事業年度より、「所得税

の一部を改正する法律(平成19

年度法律第6号)」、「法人税

法施行令の一部を改正する政

令(平成19年政令第83号)」及

び「減価償却資産の耐用年数

等に関する省令の一部を改正

する省令(平成19年財務省令第

21号)が平成19年４月１日から

施行されたことにより、固定

資産の減価償却の方法を変更

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。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成19年８月31日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は371,263千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は573,288千円であります。

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は537,284千円であります。

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．　　　　　－

　仮払消費税及び仮受消費税は、

相殺のうえ、金額的重要性が乏し

いため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。

　同左  　　　

（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

※１．　　　　－ ※１．　　　－ ※１．研究開発費の総額

 　一般管理費に含まれる研究開発　

　　費の総額は422,782千円であり、

その主要な費目及び金額は次のとおり

であります。

 　　地代家賃　　　 　53,965千円

 　　減価償却費　　　128,961千円

 　　給与手当　　　 　99,614千円

 　　報酬手当　　   　14,863千円

 　　実験用薬品費　   35,191千円

※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの ※２．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　   22,083千円  　　　受取利息　　  　  5,218千円

　　　

受取利息　　　　12,676千円

為替差益　　　　40,815千円 

※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの ※３．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　　1,091千円

 

　　　 支払利息　 　　 　 672千円

　　 　為替差損　　　  23,060千円

　　　　 

支払利息　　　　　3,702千円

調停和解金　　　　7,300千円

※４．　　　－ ※４．特別損失のうち主要なもの ※４．特別損失のうち主要なもの

 　　　 貸倒引当金繰入　54,659千円

 　　　事務所移転費用　　 216千円

 　　 

貸倒引当金繰入　182,010千円

関係会社株式株式評価損　　

　 　　　　　　 389,999千円

投資有価証券評価損　　　　

 　　　　　　 　100,155千円

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 　　34,883千円

無形固定資産　　　　320千円

　　　 有形固定資産 　　 36,003千円

　　　 無形固定資産　　　 　334千円

有形固定資産 　 205,382千円

無形固定資産      1,320千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

 

当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません。

 

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

　　　　　該当事項はありません

 

（リース取引関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

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

等規則第８条の６第６項の規定に準じて、記載を省略しております。

当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

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

等規則第８条の６第６項の規定に準じて、記載を省略しております。

前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

　内容の重要性に乏しく、また契約一件当たりの金額が少額のため、財務諸表等規則第８条の６第６項の規定により、記

載を省略しております。
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（デリバティブ取引関係）

前第１四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成18年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。

当第１四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成19年８月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

 （4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

 （5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。
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 ２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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前事業年度（自　平成18年６月１日　至　平成19年５月31日）

１.取引の状況に関する事項

（1）取引の内容

     利用しているデリバティブ取引は、金利スワップ取引であります。

（2）取引に関する取組方針

　　 デリバティブ取引は、借入金の実質的な調達コスト削減を目的としており、投機的な取引及び短期的売買利益の獲

　　得を目的とした取引は行わない方針であります。

（3）取引の利用目的

　　 デリバティブ取引は、借入金に係る金利リスクをヘッジし資金調達コストを削減する目的で利用しております。

　　 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。

　　　　　①ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　ヘッジ手段：金利スワップ

　　　　　　ヘッジ対象：借入金

　　　　　②ヘッジ方針

　　　　　　借入金利息の金利変動に伴うキャッシュ・フローの変動を回避する目的で行っております。

　　　　　③ヘッジ有効性評価の方法

　　　　　　ヘッジ会計の対象となるデリバティブ取引は、すべて金利スワップの特例処理の適用条件を満たしている

　　　　　　ため、ヘッジの有効性の判断は省略しております。

（4）取引に係るリスクの内容

     金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを有しております。

     なお、デリバティブ取引の相手先は信用度の高い金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと判断し

　　 ております。

（5）取引に係るリスク管理体制

　　 デリバティブ取引は取締役会決議に基づき、厳格に執行・管理を行っております。

２.取引の時価等に関する事項

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引のみのため記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり純資産額 35,328.39円

１株当たり四半期純損失

金額
1,761.08円

１株当たり純資産額 19275.09円

１株当たり四半期純損失

金額
2611.23円

１株当たり純資産額 21,885.54円

１株当たり当期純損失金

額
15,073.29円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、四半期純

損失を計上しているため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、四半期純

損失を計上しているため記載しており

ません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、当期純損失

を計上しているため記載しておりませ

ん。

 （注）　 １株当たり当期純損失金額又は１株当たり当第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。

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

１株当たり当期純利益金額    

当期純損失又は四半期純損失

（千円）
205,148 308,229 1,769,301

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

（うち利益処分による役員賞

与金）
－ － －

普通株式に係る当期純損失又は

四半期純損失（千円）
205,148 308,229 1,769,301

期中平均株式数（株） 116,490 118,040 117,380

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
   

 当期純利益調整額（千円） － － －

 普通株式増加数（株） 1,160 － －

 （うち新株予約権）（株） (1,160) － －

 （うち旧商法に基づき発行さ

れた新株引受権付社債の新株

引受権）（株）

－ － －

 （うち旧商法第280条ノ19の規

定に基づき付与された新株引

受権）（株）

－ － －

希薄化効果を有しないため、潜

在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

　　　　　　　　　－   　　　　　　　　－ 　　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

前第１四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成18年８月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成19年８月31日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。

 

 

 

 

 

 該当事項はありません。
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