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（百万円未満切捨て）  

１．平成20年６月期第１四半期の連結業績（平成19年７月１日 ～ 平成19年９月30日） 
(1) 連結経営成績                         （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 
営業利益又は 
営業損失(△) 

経常利益又は 
経常損失(△) 

四半期(当期)純利益

又は純損失(△) 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年６月期第１四半期 607 60.1 △3 － 34 － 19 －

19年６月期第１四半期 379 － △136 － △107 － △64 －

（参考）19年６月期 2,385 3.9 48 △94.6 131 △85.0 73 △85.7
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益又は 
純損失(△) 

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６月期第１四半期 76 26 72 49

19年６月期第１四半期 △273 16 － －

（参考）19年６月期 305 72 281 17

(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６月期第１四半期 6,635 6,022 90.2 23,116   87 

19年６月期第１四半期 4,762 3,942 81.4 16,394   60 

（参考）19年６月期 6,661 6,070 90.4 23,279   82 

(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６月期第１四半期 △105 △1,004 △37 2,207 

19年６月期第１四半期 △247 △1 △263 1,861 

（参考）19年６月期 55 △805 1,710 3,355 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
  円  銭  円  銭  円 銭

19年６月期 0 00 200 00 200 00 

20年６月期   

20年６月期（予想） － － 200 00 
200 00 

 
３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日 ～ 平成20年６月30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 1,330 4.5 30 △59.9 80 △39.3 45 △36.2 173 89 

通     期 2,750 15.3 140 191.0 250 89.5 140 91.6 540 98 

 
※ 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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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、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。 

 
５．個別業績の概要（平成19年７月１日 ～ 平成19年９月30日） 
(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 
営業利益又は 
営業損失(△) 

経常利益又は 
経常損失(△) 

四半期(当期)純利益

又は純損失(△) 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年６月期第１四半期 77 △22.1 △1 － 12 － 7 －

19年６月期第１四半期 99 △81.8 △106 － △105 － △62 －

（参考）19年６月期 807 △64.8 132 △85.4 125 △86.1 70 △86.6
 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益又は 
純損失(△) 

 円    銭

20年６月期第１四半期 29 29

19年６月期第１四半期 △262 22

（参考）19年６月期 295 78

(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６月期第１四半期 6,015 5,972 99.3 23,079   56 

19年６月期第１四半期 4,592 3,895 84.8 16,469   88 

（参考）19年６月期 6,047 6,027 99.7 23,289   48 

 
６．平成20年３月期の個別業績予想（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 140 △78.8 0 － 10 △91.3 5 △92.4 19 32 

通     期 300 △62.9 15 △88.7 35 △72.0 20 △71.7 77 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 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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【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 

 当第１四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きましては、主に特定保健用食品（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の受託手数料について、ほぼ計画どおり212百万円（対前年同期比

152.2％増）の売上計上を行いました。新規受注につきましては、受注高185百万円（対前年同期比41.3％減）、

受注残高792百万円（対前年同期比24.5％減）と低調に推移いたしましたが、９月には食品・製薬企業等向けに

トクホ開発をテーマとするセミナーを実施して開発意欲を喚起する等、受注の回復に向けた施策や活動にも積極

的に取り組みました。 

生体評価システム事業のうちバイオマーカー開発事業におきましては、「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。）における抗疲労トクホ候補製品のトクホ申請に向けた臨

床評価試験の受託手数料、財団法人循環器病研究振興財団からの研究受託料及び「精神検査方法及び精神機能検

査装置（ＡＴＭＴ）」に係るライセンス収入等計133百万円（対前年同期比791.9％増）の売上計上を行いました。

受注状況につきましては、受注高４百万円（対前年同期比95.5％減）、受注残高30百万円（対前年同期比80.7％

減）となりました。疲労プロジェクトにおきましては、医科向け販売を目的としたトクホ商品の自社開発に向け

た臨床評価試験を開始し、また、当社グループが関与する「大阪健康サービス産業創造協議会」の「癒し環境空

間開発研究会」（http://www.webohs.jp/iyashi.html）において、疲労研究の成果を食薬以外の製品にも応用し、

「癒し」についての科学的エビデンスを付加価値とする製品を開発するための臨床評価試験の受託活動を行う等、

研究成果を活用した事業の拡大にも注力しました。 

これらの結果、当第１四半期の生体評価システム事業の業績は、売上高346百万円（対前年同期比248.9％増）、

営業利益147百万円（前年同期は40百万円の営業損失）となりました。 

 

（化粧品事業） 

化粧品事業におきましては、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176百

万円（対前年同期比9.1％減）、卸売部門で85百万円（対前年同期比0.6％減）の売上計上を行いました。９月か

ら新商品シリーズ「エストラックス」を投入し、それに併せてコンセプトブックや商品カタログ等の刷新等の広

告販促活動を実施いたしましたが、このような販促活動については、投下した費用に見合う効果がすぐに生じる

ものではないことから、当第１四半期においては販促費用が先行して計上される形となりました。 

この結果、当第１四半期の化粧品事業の業績は、売上高261百万円（対前年同期比6.5％減）、営業損失56百万

円（前年同期は16百万円の営業損失）となりました。 

 

（マーケティング事業） 

マーケティング事業におきましては、中間法人大阪府内科医会との提携によるトクホ等機能性食品の市販後調

査を引き続き実施いたしました。また、この市販後調査事業の活動の範囲を全国規模に広げるための医療機関ネ

ットワークの拡充等の取組みを実施しております。当第１四半期においては、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、経費が先行する形となり営業損失を計上いたしました

が、第２四半期には市販後調査事業としては第一号となる売上計上ができる見通しであります。市販後調査の引

き合いは活発であり、今後引き続き受注拡大に向けて注力していく方針であります。 

この結果、当第１四半期のマーケティング事業の業績は、売上高88千円（対前年同期比86.9％減）、営業損失

15百万円（前年同期は13百万円の営業損失）となりました。 

 

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

トの持分法による投資利益18百万円の寄与もあり、当第１四半期の業績は、売上高607百万円（対前年同期比

60.1％増）、営業損失３百万円（前年同期は136百万円の営業損失）、経常利益34百万円（前年同期は107百万円

の経常損失）、第１四半期純利益19百万円（前年同期は64百万円の純損失）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ26百万円減少して6,635百万円となりました。主な

増減は、追加型公社債投資信託1,000百万円の取得により、現金が減少するとともに有価証券が増加しておりま

す。 

また、流動負債は、前連結会計年度末に比べ22百万円増加して613百万円となりました。これは主に、未払金

（流動負債「その他」）の増加57百万円によるものです。なお、固定負債はありません。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ48百万円減少して6,022百万円となりました。これは主に剰余金の処分

（配当）51百万円によるものです。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当期（平成20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

託手数料及び疲労プロジェクトの契約一時金、化粧品事業における化粧品販売額ならびにマーケティング事業に

おけるトクホ等の機能性食品の市販後調査に係る受託手数料を売上計上する予定であります。 

当第１四半期につきましては、化粧品事業において、本年９月の新商品の投入にともなう広告販促費用が先行

した形となる一方で販売が計画を下回りました。しかしながら、第２四半期以降につきましては、当該新商品の

販売の本格化や株主優待制度の実施等による販売の回復を見込んでおり、その他のセグメントも含めまして、現

時点においては、平成19年８月15日発表の中間及び通期の業績予想数値の前提に特段の変化はないことから、当

該業績予想に変更はございません。 

 

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。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  法人税等の処理は、法定実効税率をベースとした簡便な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

 (1) （要約）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９月30日現在） 

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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   1,861,222 2,207,985   3,355,158

 ２．受取手形及び売掛金   260,929 249,584   152,996

 ３．有価証券   － 2,000,221   －

 ４．たな卸資産   445,526 435,548   373,481

 ５．信託受益権   500,000 －   1,000,000

 ６．抵当証券   500,000 －   －

 ７．その他   116,858 202,326   229,184

   貸倒引当金   △22,279 △7,769   △6,701

  流動資産合計   3,662,256 76.9 5,087,898 76.7  5,104,120 76.6

     

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※1  70,442 56,031   59,225

 ２．無形固定資産     

  (1) のれん  786,149 688,603  708,278 

  (2) その他  49,775 835,924 55,273 743,877  57,368 765,646

 ３．投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  － 631,535  629,787 

  (2) その他  193,988 193,988 116,105 747,641  102,704 732,491

  固定資産合計   1,100,355 23.1 1,547,549 23.3  1,557,363 23.4

  資産合計   4,762,612 100.0 6,635,448 100.0  6,661,484 100.0
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前第１四半期連結会計期間末
（平成18年９月30日現在） 

当第１四半期連結会計期間末
（平成19年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成19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   33,788 33,226   28,009

 ２．未払法人税等   6,828 35,437   5,179

 ３．賞与引当金   2,200 －   －

 ４．ポイント引当金   5,701 6,587   6,988

 ５．前受金   350,037 366,109   430,961

 ６．営業外未払金 ※2  290,000 －   －

 ７．その他   131,508 171,641   119,594

  流動負債合計   820,064 17.2 613,003 9.2  590,732 8.9

  負債合計   820,064 17.2 613,003 9.2  590,732 8.9

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   833,614 17.5 1,834,342 27.6  1,834,342 27.5

 ２．資本剰余金   1,671,663 35.1 2,672,391 40.3  2,672,391 40.1

 ３．利益剰余金   1,572,739 33.0 1,688,747 25.5  1,720,770 25.9

 ４．自己株式   △199,940 △4.2 △199,940 △3.0  △199,940 △3.0

  株主資本合計   3,878,077 81.4 5,995,541 90.4  6,027,564 90.5

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価差額金   － － △13,127 △0.2  △2,979 △0.1

  評価・換算差額等合計   － － △13,127 △0.2  △2,979 △0.1

Ⅲ 少数株主持分   64,470 1.4 40,030 0.6  46,166 0.7

  純資産合計   3,942,548 82.8 6,022,444 90.8  6,070,751 91.1

  負債・純資産合計   4,762,612 100.0 6,635,448 100.0  6,661,484 100.0
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 (2) （要約）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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19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   379,799 100.0 607,982 100.0  2,385,744 100.0

Ⅱ 売上原価   110,067 29.0 168,157 27.7  686,643 28.8

  売上総利益   269,731 71.0 439,824 72.3  1,699,100 71.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  406,285 107.0 443,268 72.9  1,650,986 69.2

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

  △136,554 △36.0 △3,443 △0.6  48,114 2.0

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  503 12,426  4,248 

 ２．持分法による投資利益  16,758 18,948  79,837 

 ３．保険解約益  6,236 －  6,236 

 ４．匿名組合投資利益  3,448 4,195  7,149 

 ５．抵当証券利息  642 －  2,643 

 ６．信託収益  171 －  3,300 

 ７．雑収入  2,193 29,954 7.9 2,046 37,617 6.2 3,499 106,916 4.5

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  877 －  877 

 ２．雑損失  89 966 0.2 0 0 0.0 22,252 23,130 1.0

  経常利益又は 
  経常損失(△) 

  △107,566 △28.3 34,172 5.6  131,899 5.5

Ⅵ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※2 － 117  354 

 ２．賃貸借契約解約損  － － － － 117 0.0 14,000 14,354 0.6

  税金等調整前第１四半期（当 
  期）純利益又は純損失(△) 

  △107,566 △28.3 34,055 5.6  117,545 4.9

  法人税、住民税及
び事業税 

※3 △37,567 20,456  39,017 

  法人税等調整額  － △37,567 △9.9 － 20,456 3.4 29,142 68,159 2.8

  少数株主損失(△)   △5,384 △1.4 △6,135 △1.0  △23,688 △1.0

  第１四半期(当期)純 
  利益又は純損失(△) 

  △64,614 △17.0 19,735 3.2  73,074 3.1
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 (3) （要約）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７月１日 至 平成 18 年９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

第１四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △47,309 △47,309 △47,309

第１四半期純損失 △64,614 △64,614 △64,614

株主資本以外の項目の当第１四 
半期連結会計期間変動額（純額） 

－ △5,384 △5,384

第１四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） 

－ － △111,923 － △111,923 △5,384 △117,307

平成18年９月30日 残高  （千円） 833,614 1,671,663 1,572,739 △199,940 3,878,077 64,470 3,942,548

 

    当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９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 

平成19年６月30日 残高  （千円） 1,834,342 2,672,391 1,720,770 △199,940 6,027,564

第１四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △51,758  △51,758

第１四半期純利益 19,735  19,735

株主資本以外の項目の当第１四 
半期連結会計期間変動額（純額） 

 －

第１四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） － － △32,022 － △32,022

平成19年９月30日 残高  （千円） 1,834,342 2,672,391 1,688,747 △199,940 5,995,541

 

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 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年６月30日 残高  （千円） △2,979 △2,979 46,166 6,070,751

第１四半期連結会計期間中の変動額  

剰余金の配当  △51,758

第１四半期純利益  19,735

株主資本以外の項目の当第１四 
半期連結会計期間変動額（純額） △10,148 △10,148 △6,135 △16,283

第１四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） 

△10,148 △10,148 △6,135 △48,306

平成19年９月30日 残高  （千円） △13,127 △13,127 40,030 6,022,444
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    前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19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 

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 1,000,727 1,000,727  2,001,455

剰余金の配当 △47,309  △47,309

当期純利益 73,074  73,074

新規連結に伴う増加額 10,342  10,342

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） 1,000,727 1,000,727 36,107 － 2,037,563

平成19年６月30日 残高  （千円） 1,834,342 2,672,391 1,720,770 △199,940 6,027,564

 

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 

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行  2,001,455

剰余金の配当  △47,309

当期純利益  73,074

新規連結に伴う増加額  10,342

株主資本以外の項目の連結会計 
年度中の変動額（純額） △2,979 △2,979 △23,688 △26,667

連結会計年度中の変動額合計 
            （千円） 

△2,979 △2,979 △23,688 2,010,895

平成19年６月30日 残高  （千円） △2,979 △2,979 46,166 6,070,751
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 (4) （要約）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７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30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７月１日 
至 平成19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１四半期（当期）
純利益又は純損失(△) 

 △107,566 34,055 117,545 

減価償却費  9,446 9,349 42,436 

のれん償却費  20,157 19,674 98,028 

持分法による投資利益  △16,758 △18,948 △79,837 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  3,041 1,067 △12,537 

賞与引当金の増減額（減少：△）  1,500 － △700 

ポイント引当金の減少額  △5,281 △400 △3,995 

受取利息  △503 △12,426 △4,248 

支払利息  877 － 877 

保険解約益  △6,236 － － 

固定資産除却損  － 117 354 

売上債権の増減額（増加：△）  143,695 △96,587 251,672 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △59,323 △62,067 12,959 

仕入債務の増減額（減少：△）  － 5,216 △3,692 

前受金の増減額（減少：△）  61,631 △64,851 142,555 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △16,726 34,290 △8,748 

その他  △95,778 39,772 △137,502 

小計  △67,826 △111,736 415,168 

利息の受取額  305 10,089 3,492 

利息の支払額  △877 － △877 

法人税等の支払額  △179,435 △4,125 △362,690 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △247,834 △105,773 55,092 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純増減額（増加：△）  500,000 － 500,000 

有価証券の取得による支出  － △2,000,000 △200,000 

有価証券の償還による収入  － 1,000,000 200,000 

信託受益権の純増減額（増加：△）  △52,000 － △552,000 

抵当証券の純減少額  － － 500,000 

有形固定資産の取得による支出  △1,712 △1,548 △6,571 

無形固定資産の取得による支出  △4,520 △539 △14,253 

投資有価証券の取得による支出  － － △500,000 

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による支出 

※2 △480,465 － △770,465 

保険の解約による収入  36,499 － 36,499 

貸付金の回収による収入  577 － － 

その他  － △2,054 1,701 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,620 △1,004,142 △805,089 
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前第１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19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 － △231,503 

株式の発行による収入  － － 524 

社債の発行による収入  － － 1,987,395 

配当金の支払額  △32,477 △37,257 △45,764 

その他  － － △191 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △263,980 △37,257 1,710,461 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （減少：△） 

 △513,435 △1,147,172 960,464 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,374,657 3,355,158 2,374,657 

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び現金同
等物の期首残高 

 － － 20,036 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期
末（期末）残高 

※1 1,861,222 2,207,985 3,355,158 
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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１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19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   ４社

  主要な連結子会社の名称 

㈱エビデンスラボ 

㈱ビービーラボラトリーズ

 なお、㈱ビービーラボラト

リーズ他２社については、当

第１四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 ５社 

  主要な連結子会社の名称 

㈱総合医科学研究所 

㈱ビービーラボラトリーズ

㈱エビデンスラボ 

日本予防医薬㈱ 

 なお、前連結会計年度にお

いて連結子会社でありました

㈲コアは、平成19年７月１日

付で㈱ビービーラボラトリー

ズと合併したため、連結の範

囲から除いております。 

(1) 連結子会社の数 ６社 

  主要な連結子会社の名称 

㈱総合医科学研究所 

㈱ビービーラボラトリーズ

㈱エビデンスラボ 

日本予防医薬㈱ 

 なお、㈱総合医科学研究所

は、平成19年１月４日に当社

を分割会社とする分社型新設

分割により設立されたため、

㈱ビービーラボラトリーズ他

２社については、当連結会計

年度において新たに株式を取

得したため、日本予防医薬㈱

（旧社名：㈱日本臨床システ

ム）については重要性が増加

したことにより、当連結会計

年度より連結の範囲に含める

ことといたしました。 

 (2) 非連結子会社の名称等 

   ㈱日本臨床システム 

   ㈱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１四半期純損

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 

   ㈱ウィルス医科学研究所

 

（連結の範囲から除いた理

由） 

 非連結子会社は小規模であ

り、総資産、売上高、第１四

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） 

 非連結子会社は小規模であ

り、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 

(1) 持分法適用の関連会社数 

   １社 

  会社の名称 

   ㈱クリニカルトラスト 

 なお、㈱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１四半

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 

同左 

  会社の名称 

同左 

 

(1) 持分法適用の関連会社数 

同左 

  会社の名称 

同左 

 なお、㈱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、当連結会計

年度より持分法適用の関連会

社に含めております。 

 (2) 持分法を適用していない非

連結子会社及び関連会社 

 ㈱日本臨床システム及び㈱

ウィルス医科学研究所は、第

１四半期純損益（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 

 ㈱ウィルス医科学研究所

は、第１四半期純損益（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 

 ㈱ウィルス医科学研究所

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。 
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項目 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

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 

 すべての連結子会社の第１四

半期会計期末日と第１四半期連

結決算日は一致しております。

同左  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。 

 なお、日本予防医薬㈱は、当

連結会計年度より決算日を従来

の５月31日から６月30日に変更

したことに伴い、平成19年６月

30日現在の貸借対照表及び平成

18年６月１日から平成19年６月

30日までの13ヶ月間の損益計算

書、キャッシュ・フロー計算書

を使用しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

   

① 有価証券 ① 有価証券 ① 有価証券 

  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    時価のあるもの 

 

 

 

 

 

 

 第１四半期連結決算末

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。）を採用しておりま

す。 

 当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。）

を採用しております。 

時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 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 

商品・原材料 商品・原材料 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。 

同左 同左 

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 

建物（附属設備は除く） 

イ．平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得したもの 

法人税法に規定する旧

定額法 

(2) 重要な減価償却資産の

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 

ロ．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

額法 

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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

  建物以外  

  イ．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

定率法 

 

  ロ．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     10～50年 

 器具及び備品 ３～15年 

 

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。 

 定額法を採用しておりま

す。 

 ただし、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 

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 (3) 重要な引当金の計上基

準  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。 

同左 同左 

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

１四半期連結会計期間負担額

を計上しております。 

  

③ ポイント引当金 ③ ポイント引当金 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。 

同左 同左 

(4) 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。 

同左 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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

① 消費税等の処理方法 ① 消費税等の処理方法 ① 消費税等の処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

② 匿名組合への出資と会計処

理 

② 匿名組合への出資と会計処

理 

② 匿名組合への出資と会計処

理 

(5) 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 

 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、投資その他の

資産（その他）に「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１四半

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

合投資利益として処理してお

ります。 

同左  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、投資その他の

資産（その他）に「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、同組合の当連結会計

年度に属する損益の同社持分

相当額を、匿名組合投資利益

として処理しております。 

５．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１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

────── ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い） 

   当連結会計年度から、「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。

 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、当連結会計年度より「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。 

────── ────── （企業結合に係る会計基準及び事業分離

等に関する会計基準） 

   当連結会計年度より、「企業結合に係

る会計基準」（「企業結合に係る会計基

準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成15年10月31日））、「事業分

離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成17年12月27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18年12月22日）を適用し

ております。 

────── ────── （有形固定資産の減価償却方法の変更）

   当連結会計年度より平成19年度の法人

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

取得したものについては、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、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 
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   表示方法の変更 
前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

────── （四半期連結貸借対照表） ────── 

  「投資有価証券」は、前第１四半期連

結会計期間末は、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりました

が、当第１四半期連結会計期間において

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１四半期連結会計期間末の

「投資有価証券」の金額は81,758千円で

あります。 

 

────── ────── （連結損益計算書） 

  

  

１．前連結会計年度において区分掲記し

ておりました「抵当証券利息」（当連

結会計年度は2,643千円）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．前連結会計年度において区分掲記し

ておりました「助成金収入」（当連結

会計年度は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．前連結会計年度において区分掲記し

ておりました「信託収益」（当連結会

計年度は3,300千円）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．前連結会計年度において区分掲記し

ておりました「創立費用」（当連結会

計年度は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。 

────── （四半期連結キャッシュ・フロー計算書） ────── 

 １．営業活動によるキャッシュ・フロー

の「仕入債務の増減額」は、前第１四

半期連結会計期間は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要

性が増したため区分掲記しておりま

す。 

  なお、前第１四半期連結会計期間の

「その他」に含まれている「仕入債務

の増減額」は2,085千円であります。 

 

 ２．投資活動によるキャッシュ・フロー

の「貸付金の回収による収入」は当第

１四半期連結会計期間において、金額

的重要性が乏しくなったため「その

他」に含めております。 

  なお、当第１四半期連結会計期間の

「その他」に含まれている「貸付金の

回収による収入」は270千円でありま

す。 
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   注記事項 

   （四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成19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 

102,871千円 109,525千円 107,024千円

※２ 関係会社株式の取得に伴うもので

あります。 

────── ────── 

 

   （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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおり

です。 

※１ 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40％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は60％でありま

す。 

   主要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

役員報酬      19,666千円 

給料手当      52,953千円 

賞与引当金繰入額   1,500千円 

減価償却費      6,475千円 

研究開発費     33,447千円 

広告宣伝費     77,909千円 

販売促進費     45,555千円 

のれん償却費    20,157千円 

貸倒引当金繰入額   4,047千円 

役員報酬      22,575千円

給料手当      62,296千円

退職給付費用      240千円

減価償却費      5,915千円

研究開発費     28,982千円

広告宣伝費     83,009千円

販売促進費     60,826千円

のれん償却費    19,674千円

貸倒引当金繰入額   1,067千円

ポイント引当金繰入額   9千円

役員報酬      80,793千円

給料手当      234,299千円

退職給付費用     1,000千円

減価償却費     28,698千円

支払手数料     166,593千円

研究開発費     150,602千円

広告宣伝費     296,542千円

販売促進費     173,857千円

のれん償却費    98,028千円

貸倒引当金繰入額   4,078千円

────── ※２ 固定資産除却損の内容は次のとお

りであります。 

※２ 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      117千円 器具及び備品      354千円

※３ 第１四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。 

※３       同左 ────── 

 



㈱総医研ホールディングス（2385） 平成 20 年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

 - 19 -

   （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７月１日 至 平成18年９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  237,464 － － 237,464

 合計  237,464 － － 237,464

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

    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 
１株当たり 
配当額 

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 47,309千円 200円 平成18年６月30日 平成18年９月29日

(2) 基準日が当第１四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１四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。 

 

    当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９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  259,708 － － 259,708

 合計  259,708 － － 259,708

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

    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 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年９月27日 
定時株主総会 普通株式 51,758千円 200円 平成19年６月30日 平成19年９月28日

(2) 基準日が当第１四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１四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。 
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    前連結会計年度（自 平成18年７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 

 
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) 237,464 22,244 － 259,708

 合計  237,464 22,244 － 259,708

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22,244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21,220株であります。 

 

    ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

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 

当連結会計
年度末残高
(百万円)

提出会社 

（親会社） 

第６回乃至第10回 

新株予約権 
(注)２ 普通株式 － 6,400 6,400 － －

 (自己新株予約権) (注)２  － (6,400) (6,400) － －

連結子会社   － － － － － －

合計 － － － － － －
－

(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 

① 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。 

② 第６回乃至第10回新株予約権及び自己新株予約権の減少は、新株予約権の消却によるものであります。 

③ 第６回乃至第10回新株予約権自己新株予約権の増加は、新株予約権の取得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 
１株当たり 
配当額 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 47,309千円 200円 平成18年６月30日 平成18年９月29日

(2) 基準日が当第１四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１四半期連結会計期間末後

となるもの 

決議 株式の種類 配当金の総額 
１株当たり 
配当額 

基準日 効力発生日 

平成19年９月27日 
定時株主総会 普通株式 51,758千円 200円 平成19年６月30日 平成19年９月28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１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期

末残高と第１四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 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期

末残高と第１四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 

※１ 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９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年６月30日現在）

現金及び現金勘定 1,861,222千円  現金及び現金勘定 2,207,985千円 現金及び現金勘定 3,355,158千円

現金及び現金同等物 1,861,222千円  現金及び現金同等物 2,207,985千円 現金及び現金同等物 3,355,158千円
 

────── ────── ※２ 株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の主

な内訳 

     株式の取得により㈱ビービーラボ

ラトリーズ他２社を新たに連結した

ことに伴う連結開始時（連結相殺消

去後）の資産及び負債の内訳並びに

株式取得価額と取得による収入（純

額）との関係は次のとおりでありま

す。 

    流動資産 372,177千円

    固定資産 104,264千円

    流動負債 △434,407千円

    のれん 806,306千円

    株式の取得価額 848,340千円

    現金及び現金同等物 77,875千円

    差引:取得による支出 770,465千円
 

────── ──────  ３ 重要な非資金取引の内容 

  新株予約権付社債の行使 

新株予約権付社債の行使による

資本金増加額   999,904千円

新株予約権付社債の行使による

資本準備金増加額 999,904千円

行使による新株予約権付社債の

減少額        2,000,000千円
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   （リース取引関係） 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19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） 

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１四半期末

残高相当額 

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)

器具及び
備品 4,077 747 3,330

合計 4,077 747 3,330
 

 

取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

 

(千円)

器具及び
備品 4,077 543 3,533

合計 4,077 543 3,533
 

 ２．未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 799千円

１年超 2,556千円

合計 3,356千円
 

１年内 796千円

１年超 2,757千円

合計 3,554千円
 

 ３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

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 213千円

減価償却費相当額 203千円

支払利息相当額 15千円
 

支払リース料 568千円

減価償却費相当額 543千円

支払利息相当額 45千円
 

 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 

 ５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 
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   （有価証券関係） 

    前第１四半期連結会計期間末（平成18年９月30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１四半期連結会計期間末（平成19年９月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 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    

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 500,000 477,750 △22,250 

(3) その他 － － － 

合計 500,000 477,750 △22,250 

 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  

 信託受益権 1,000,000 

 追加型公社債投資信託 1,000,221 

 非上場株式 5,000 

 

    前連結会計年度（平成19年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 差額（千円） 

(1) 株式 － － － 

(2) 債券    

 ① 国債・地方債等 － － － 

 ② 社債 － － － 

 ③ その他 500,000 494,950 △5,050 

(3) その他 － － － 

合計 500,000 494,950 △5,050 

 ２．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１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 

     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７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

     該当事項はありません。 

 

    前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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） 

    前第１四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

     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７月１日 至 平成 19 年９月 30 日） 

     該当事項はありません。 

 

    前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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 － － 1,524 476 

付与 － － － － 

失効 － － － － 

権利確定 － － 1,524 476 

未確定残 － － － － 

権利確定後 （株）    

前連結会計年度末 12,600 4,456 － － 

権利確定 － － 1,524 476 

権利行使 784 240 － － 

失効 － － － － 

未行使残 9,464 4,216 1,524 476 

     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） 161,786 157,500 － － 

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１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30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 99,170 279,952 676 379,799 － 379,799

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － － － － －

計 99,170 279,952 676 379,799 － 379,799

営業費用 140,113 296,298 14,148 450,560 65,793 516,353

営業損失 40,942 16,346 13,472 70,760 65,793 136,554

(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65,793千円であり、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。 

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、当連結会計期

間より「生体評価システム事業」、「化粧品販売業」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１四半期連結会計期間に㈱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。 
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    当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30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 346,056 261,836 88 607,982 － 607,982

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － － － － －

計 346,056 261,836 88 607,982 － 607,982

営業費用 198,707 318,820 15,521 533,049 78,376 611,425

営業利益又は営業損失（△） 147,349 △56,983 △15,432 74,932 (78,376) △3,443

(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78,376千円であり、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。 

 

    前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30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 1,212,093 1,166,156 7,494 2,385,744 － 2,385,744

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － 14,096 14,096 (14,096) －

計 1,212,093 1,166,156 21,590 2,399,840 (14,096) 2,385,744

営業費用 869,595 1,133,656 80,121 2,083,374 254,256 2,337,630

営業利益又は営業損失(△) 342,498 32,499 △58,530 316,466 (268,352) 48,114

(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268,352千円であり、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。 

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、当連結会計年

度より「生体評価システム事業」、「化粧品事業」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、当連結会計年度に㈱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。 
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   【所在地別セグメント情報】 

    前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９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。 

 

    当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９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。 

 

    前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19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１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

     海外売上高がないため、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７月１日 至 平成19年９月30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18年７月１日 至 平成19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１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 16,394.60円 

１株当たり第１四半期 
純損失金額(△) 

△273.16円 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期純利益金額 

－円 
 

 

１株当たり純資産額 23,116.87円

１株当たり第１四半期 
純利益金額 

76.26円

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期純利益金額 

72.49円
 

 

１株当たり純資産額 23,279.82円

１株当たり当期純利益金額 305.72円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

281.17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、潜在株式

は存在するものの当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

    

(注) １株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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１四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期(当期)純利益又は純損失(△) (千円) △64,614 19,735 73,074 

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１四半期(当期)純利益又は純損失(△)(千円) △64,614 19,735 73,074 

普通株式の期中平均株式数     (株) 236,546 258,790 239,024 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期(当期)純利益調整額    (千円) － － － 

普通株式増加数             (株) － 13,462 20,871 

（うち新株予約権） （－） （13,462） （20,871）

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 平成15年５月２日開催

の臨時株主総会決議によ

る平成15年５月22日発行

の新株予約権（ストック

オプション）183個（普

通株式10,248株）、平成

15年８月29日開催の定時

株主総会決議による平成

15年８月29日発行の新株

予約権557個（普通株式

4,456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17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）及び平成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）及び平

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）及び平

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１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

    （会社分割について） 

 当社は、平成18年10月20日の取締役会において、平成19年１月４日を期日として会社分割（新設分割）による純粋

持株会社体制への移行を実施する旨の会社分割計画書を承認するとともに、純粋持株会社への移行にともない商号を

㈱総医研ホールディングスとする等の定款の一部変更を行うことを決議いたしました。 

 なお、本件は、平成18年12月８日開催予定の臨時株主総会に付議するものであり、当該株主総会での承認を条件と

して実施するものであります。 

１．当該会社分割の目的 

 当社グループは、大学の研究成果を活用することによって、身体や病気の状態を客観的・定量的に測定するため

の指標となるバイオマーカーとそれを活用した生体評価システムを開発し、その技術を応用して、主にトクホの許

可申請のための臨床評価試験及び臨床開発の支援サービス等の事業を展開しております。 

 また、疾病の予防や美容等といった健康寿命の伸長及び快適性の向上を求める国民の意識の高まりや、顧客ニー

ズの多様化にも対応し、当社グループでは、子会社の設立等によって事業の多角化を推進しております。具体的に

は、これまで、東京慈恵会医科大学の近藤一博教授との共同による㈱ウィルス医科学研究所（当社議決権比率66％、

非連結）の設立、㈱博報堂との合弁による㈱エビデンスラボ（当社議決権比率60％、連結）の設立、医薬品ＣＲＯ

（医薬品開発受託機関）である㈱クリニカルトラスト（当社議決権比率34％、当連結会計年度より持分法適用）へ

の出資、化粧品製造販売会社である㈱ビービーラボラトリーズ（当社議決権比率100％、連結）の買収を行いました。 

 当社グループでは、引き続き医療の仕組みや国民の健康意識の変革等に対応した事業の推進に注力する方針であ

り、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（㈱総合医科学研究所）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・客観性を担保する観点から、当社を純粋持株会社化することを決定したものであ

ります。本件会社分割により、現状の事業持株会社体制から、当社が、新設会社及びその他の子会社・関連会社の

株式を保有する純粋持株会社体制に移行し、引き続き上場会社となります。 

２．会社分割の要旨 

  (1) 分割の日程 

     平成18年10月20日 分割計画書承認取締役会 

     平成18年12月８日 分割計画書承認臨時株主総会（予定） 

     平成19年１月４日 分割期日（予定） 

     平成19年１月４日 分割登記（予定） 

  (2) 分割方式 

   ① 分割方式 

 当社を分割会社とし、新たに設立する「㈱総合医科学研究所」に事業を承継させる分社型新設分割であり

ます。当社は、平成19年１月４日以降は持株会社となり、「㈱総医研ホールディングス」に商号変更いたし

ます。 

   ② 当該分割方法を採用した理由 

 上場を維持したまま持株会社体制への移行を効率的かつ円滑的に実施するため、当該分割方式を採用いた

しました。 

  (3) 株式の割当 

 新設分割に際して新設会社（承継会社）が発行する普通株式6,000株は、すべて分割会社である当社に割当て

ます。 

  (4) 分割交付金 

     分割交付金の支払いはございません。 

  (5) 新株予約権の取扱い 

     当社の新株予約権者に対して、保有する新株予約権に代わる新設会社の新株予約権の交付は行いません。 

  (6) 会計処理の概要 

 承継会社は当社の100％子会社であり、本件分割は共通支配下での取引となるため、承継会社において分割会

社から承継する資産及び負債は、分割会社における当該資産及び負債の適正な帳簿価額にて計上されます。な

お、本件分割による「のれん」は発生いたしません。 

(7) 承継会社が承継する権利義務 

   ① 資産、負債及びこれに付随する権利義務 

 承継会社は、分割期日における当社の承継事業に関する一切の資産、負債及びこれらに付随する権利義務

を承継いたします。ただし、分割計画において別段の定めがあるものを除きます。なお、本件分割後も、当

社は承継会社に承継される債務について、引き続き併存的債務引受けにより連帯して債務を負担いたします。 

  ② 労働契約上の権利義務 

 承継会社は、承継事業に主として従事する従業員との間の雇用契約その他の権利義務の一切を分割期日に

おいて当社より承継いたします。 
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(8) 債務履行の見込み 

 分割会社及び新設会社とも資産の額が負債の額を上回ること、収益状況においても負担すべき債務の履行に

支障を及ぼす事態が予測されないことから、債務の履行の見込みに問題は無いと判断しております。 

(9) 承継会社に新たに就任する役員 

① 取締役 

     梶本佳孝、平田洋、髙橋丈生、若林茂、小池眞也 

   ② 監査役 

     細川明子 

３．分割当事会社の概要 

 
分割会社 

（平成18年６月30日現在） 

新設会社（承継会社） 

（平成19年１月４日予定） 

(1) 商号 

㈱総合医科学研究所 

（平成19年１月４日付で㈱総医研ホールデ

ィングスに商号変更予定） 

㈱総合医科学研究所 

(2) 事業内容 生体評価システム事業 生体評価システム事業 

(3) 資本金 833百万円 100百万円 

(4) 従業員数 32人 24人 

４．分割する事業部門の内容 

(1) 分割する事業部門の内容 

              生体評価システム事業（評価試験事業、バイオマーカー開発事業） 

(2) 分割する事業の平成18年６月期における経営成績 

 当該事業部門（a） 当社平成18年６月期実績（b） 比率（a/b） 

売上高 2,296百万円 2,296百万円 100.0％ 

売上総利益 1,583百万円 1,583百万円 100.0％ 

営業利益 1,160百万円 907百万円 127.8％ 

経常利益 1,161百万円 902百万円 128.7％ 

(注) 当社は、平成18年６月期においては「生体評価システム事業」の単一セグメントで事業展開しており、営業

利益及び経常利益につきましては、分割する事業に係る固定費等を概算で算出し、計算しております。 

(3) 承継させる資産・負債の項目及び金額（平成18年６月30日現在） 

資  産 負  債 

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額 

流動資産 582百万円 流動負債 329百万円

固定資産 46百万円 固定負債 －

合  計 629百万円 合  計 329百万円

(注) 承継させる資産・負債の項目及び金額は、平成18年６月30日現在の貸借対照表を基準に算出しているため、

実際の金額は、上記金額と異なる可能性があります。 

 

    当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

     該当事項はありません。 

 

    前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

    （ストックオプション） 

 平成19年９月27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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５．（要約）四半期個別財務諸表 

 (1) （要約）四半期貸借対照表 

  
前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19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  1,586,478 1,277,061  2,266,059 

 ２．売掛金  122,210 －  － 

 ３．有価証券  － 2,000,221  － 

 ４．たな卸資産  293,734 1,085  1,085 

 ５．関係会社短期貸付金  330,000 300,000  300,000 

 ６．信託受益権  500,000 －  1,000,000 

 ７．抵当証券  500,000 －  － 

 ８．その他 ※1 92,865 241,280  276,437 

  流動資産合計   3,425,289 74.6 3,819,648 63.5  3,843,581 63.6

     

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※2 60,095 17,162  18,258 

 ２．無形固定資産  2,825 1,465  1,626 

 ３．投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  － 482,750  499,950 

  (2) 関係会社株式  1,028,340 1,602,526  1,602,526 

  (3) その他  75,644 91,804  81,543 

   投資その他の資産合計  1,103,984 2,177,081  2,184,019 

  固定資産合計   1,166,905 25.4 2,195,709 36.5  2,203,903 36.4

  資産合計   4,592,195 100.0 6,015,358 100.0  6,047,485 100.0
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前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日現在） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成19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  1,195 5,752  1,261 

 ２．前受金  350,037 －  － 

 ３．営業外未払金 ※3 290,000 －  － 

 ４．その他 ※1 55,079 36,846  19,139 

  流動負債合計   696,311 15.2 42,599   20,400 0.3

  負債合計   696,311 15.2 42,599 0.7  20,400 0.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   833,614 18.2 1,834,342 30.5  1,834,342 30.3

 ２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金  1,671,663 2,672,391  2,672,391 

    資本剰余金合計   1,671,663 36.4 2,672,391 44.4  2,672,391 44.2

 ３．利益剰余金     

  (1) その他利益剰余金     

    別途積立金  10,000 10,000  10,000 

    繰越利益剰余金  1,580,544 1,669,092  1,713,270 

    利益剰余金合計   1,590,544 34.6 1,679,092 27.9  1,723,270 28.5

 ４．自己株式   △199,940 △4.4 △199,940 △3.3  △199,940 △3.3

  株主資本合計   3,895,883 84.8 5,985,886 99.5  6,030,064 99.7

Ⅱ 評価・換算差額等     

 １．その他有価証券評価差額金   － － △13,127 △0.2  △2,979 △0.0

  評価・換算差額等合計   － － △13,127 △0.2  △2,979 △0.0

  純資産合計   3,895,883 84.8 5,972,758 99.3  6,027,085 99.7

  負債・純資産合計   4,592,195 100.0 6,015,358 100.0  6,047,485 100.0
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 (2) （要約）四半期損益計算書 

  
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業会計年度の 
要約損益計算書 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19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 

 84,173 －  554,201 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事
業収入 

 14,997 －  106,227 

 ３．受取手数料  － 99,170 100.0 77,302 77,302 100.0 147,513 807,942 100.0

Ⅱ 売上原価     

 １．評価試験事業売
上原価 

 44,816 －  214,874 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事
業売上原価 

 13,935 58,751 59.2 － － － 31,896 246,770 30.5

  売上総利益   40,419 40.8 77,302 100.0  561,171 69.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   147,155 148.4 78,376 101.4  428,383 53.1

  営業利益又は 
  営業損失(△) 

  △106,735 △107.6 △1,073 △1.4  132,788 16.4

Ⅳ 営業外収益 ※2  1,695 1.7 13,920 18.0  12,637 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※3  89 0.1 － －  20,315 2.5

  経常利益又は 
  経常損失(△) 

  △105,129 △106.0 12,847 16.6  125,109 15.5

  税金等調整前第１四半期（当 
  期）純利益又は純損失(△) 

  △105,129 △106.0 12,847 16.6  125,109 15.5

  法人税、住民税及
び事業税 

※4 △43,103 5,267  35,960 

  法人税等調整額  － △43,103 △43.5 － 5,267 6.8 18,449 54,410 6.7

  第１四半期(当期)純 
  利益又は純損失(△) 

  △62,026 △62.5 7,579 9.8  70,699 8.8
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 (3) （要約）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７月１日 至 平成 18 年９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

第１四半期会計期
間中の変動額    

剰余金の配当   △47,309 △47,309  △47,309 △47,309

第１四半期純損失   △62,026 △62,026  △62,026 △62,026

第１四半期会計期間中 
の変動額合計(千円) － － － － △109,335 △109,335 － △109,335 △109,335

平成18年９月30日
残高   (千円) 833,614 1,671,663 1,671,663 10,000 1,580,544 1,590,544 △199,940 3,895,883 3,895,883

 

    当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９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 

平成19年６月30日残高 
        (千円) 1,834,342 2,672,391 2,672,391 10,000 1,713,270 1,723,270 △199,940 6,030,064

第１四半期会計期間中の
変動額   

剰余金の配当  △51,758 △51,758 △51,758

第１四半期純利益  7,579 7,579 7,579

株主資本以外の項目の
当第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) － － － － △44,178 △44,178 － △44,178

平成19年９月30日残高 
        (千円) 

1,834,342 2,672,391 2,672,391 10,000 1,669,092 1,679,092 △199,940 5,985,886

 

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

純資産 
合計 

平成19年６月30日残高 
        (千円) 

△2,979 △2,979 6,027,085

第１四半期会計期間中の
変動額  

剰余金の配当  △51,758

第１四半期純利益  7,579

株主資本以外の項目の
当第１四半期会計期間
中の変動額(純額) 

△10,148 △10,148 △10,148

第１四半期会計期間中の
変動額合計   (千円) △10,148 △10,148 △54,326

平成19年９月30日残高 
        (千円) △13,127 △13,127 5,972,758
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    前事業年度（自 平成18年７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 
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

事業年度中の変動額   

新株の発行 1,000,727 1,000,727 1,000,727  2,001,455

剰余金の配当  △47,309 △47,309 △47,309

当期純利益  70,699 70,699 70,699

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額
(純額) 

  －

事業年度中の変動額合計 
(千円) 1,000,727 1,000,727 1,000,727 － 23,390 23,390 － 2,024,845

平成19年６月30日残高 
(千円) 

1,834,342 2,672,391 2,672,391 10,000 1,713,270 1,723,270 △199,940 6,030,064

 

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

純資産 
合計 

平成18年６月30日残高 
(千円) 

－ － 4,005,218

事業年度中の変動額  

新株の発行  2,001,455

剰余金の配当  △47,309

当期純利益  70,699

株主資本以外の項目の
当事業年度中の変動額
(純額) 

△2,979 △2,979 △2,979

事業年度中の変動額合計 
(千円) △2,979 △2,979 2,021,866

平成19年６月30日残高 
(千円) 

△2,979 △2,979 6,027,085
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 (4) 注記事項等 

   重要な会計方針 

項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

(1) 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。 

(1) 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

(1) 子会社株式及び関連会社株

式 

同左 

  その他有価証券   その他有価証券 (2) その他有価証券 

──────    時価のあるもの    時価のあるもの 

 

 

 

 

 

 

 第１四半期末日の市場

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。）

を採用しております。 

 事業年度末日の市場価

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。）を採

用しております。 
時価のないもの 時価のないもの 時価のないもの 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

 移動平均法による原価

法を採用しております。

同左 同左 

仕掛品 ────── ────── ２．たな卸資産の評価基準

及び評価方法  個別法による原価法を

採用しております。 

  

(1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産 

建物（附属設備は除く） 

イ．平成10年４月１日から平

成19年３月31日までに取

得したもの 

法人税法に規定する旧

定額法 

３．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 

ロ．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

額法 

同左 

  建物以外  

  イ．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

定率法 

 

  ロ．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     10～50年 

 器具及び備品 ３～15年 

 

(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。 

 定額法を採用しておりま

す。 

 ただし、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 
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項目 
前第１四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 ４．引当金の計上基準 

 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１四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。 

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 

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 ６．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 
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   会計方針の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

────── ────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い） 

   当事業年度より、「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。 

 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、当事業年度より「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。 

────── ────── （企業結合に係る会計基準及び事業分離

等に関する会計基準） 

   当事業年度より、「企業結合に係る会

計基準」（「企業結合に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成15年10月31日））、「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号

平成17年12月27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18年12月22日）を適用しておりま

す。 

────── ────── （有形固定資産の減価償却方法の変更）

   当事業年度より平成19年度の法人税法

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

たものについては、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、これによる損益に与える影響は

軽微であります。 
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   表示方法の変更 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

────── ────── （貸借対照表） 

  

  

１．前事業年度まで流動資産の「その

他」に含めて表示しておりました「未

収入金」は、資産の総額の100分の１

を超えたため当事業年度より区分掲記

しております。 

  なお、前事業年度における「未収入

金」は521千円であります。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりま

した「保険積立金」（当事業年度は

9,629千円）は、資産の総額の100分の

１以下となったため、投資その他の資

産の「その他」に含めて表示しており

ます。 

  ３．前事業年度まで区分掲記しておりま

した「差入保証金」（当事業年度は

53,056千円）は、資産の総額の100分

の１以下となったため、投資その他の

資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

────── ────── （損益計算書） 

   前事業年度まで区分掲記しておりまし

た「助成金収入」（当事業年度は477千

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。 

 

   追加情報 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

──────  当社は、平成19年１月４日に㈱総医研

ホールディングスに商号変更し、会社分

割により全事業である生体評価システム

事業を新設の㈱総合医科学研究所に承継

し、純粋持株会社体制に移行いたしまし

た。このため、当第１四半期会計期間の

財政状態及び経営成績は、前第１四半期

会計期間と比較して大きく変動しており

ます。 

 当社は、平成19年１月４日に㈱総医研

ホールディングスに商号変更し、会社分

割により全事業である生体評価システム

事業を新設の㈱総合医科学研究所に承継

し、純粋持株会社体制に移行いたしまし

た。このため、当事業年度の財政状態及

び経営成績は、前事業年度と比較して大

きく変動しております。 
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   注記事項 

   （四半期貸借対照表関係） 

前第１四半期会計期間末 
（平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年９月30日） 

前事業年度 
（平成19年６月30日） 

※１ 消費税等の取扱い ※１ 消費税等の取扱い ────── 

 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。 

 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。 

 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

             82,996千円              30,710千円              29,614千円

※３ 関係会社株式の取得に伴うもので

あります。 

────── ────── 

 

   （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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額  １ 減価償却実施額 

有形固定資産    4,070千円 

無形固定資産     241千円 

有形固定資産    1,095千円

無形固定資産     160千円

有形固定資産   12,468千円

無形固定資産     815千円

※２ 営業外収益のうち主なもの ※２ 営業外収益のうち主なもの ※２ 営業外収益のうち主なもの 

受取利息       881千円 受取利息      4,445千円

有価証券利息    7,735千円

 

受取利息      4,847千円

有価証券利息    1,366千円

抵当証券利息    2,643千円

信託収益      3,300千円

────── ────── ※３ 営業外費用のうち主なもの 

  株式交付費     7,711千円

社債発行費    12,604千円

※４ 第１四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。 

※４       同左 ────── 
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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７月１日 至 平成18年９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） 

当第１四半期会計期
間増加株式数（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） 

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

    当第１四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９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） 

当第１四半期会計期
間増加株式数（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） 

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

    前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

     自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株） 

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

   （リース取引関係） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19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） 

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１四半期末

残高相当額 

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)

器具及び
備品 4,077 747 3,330

合計 4,077 747 3,330
 

 

取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額

相当額

(千円)

期末残高

相当額

 

(千円)

器具及び
備品 4,077 543 3,533

合計 4,077 543 3,533
 

 ２．未経過リース料第１四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

 １年内 799千円

１年超 2,556千円

合計 3,356千円
 

１年内 796千円

１年超 2,757千円

合計 3,554千円
 

 ３．支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

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 213千円

減価償却費相当額 203千円

支払利息相当額 15千円
 

支払リース料 568千円

減価償却費相当額 543千円

支払利息相当額 45千円
 

 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 

 ５．利息相当額の算定方法 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。 

同左 
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   （有価証券関係） 

 前第１四半期会計期間、当第１四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。 

 

   （１株当たり情報） 

前第１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

 

１株当たり純資産額 16,469.88円 

１株当たり第１四半期 
純損失金額(△) 

△262.22円 

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期純利益金額 

－円 
 

 

１株当たり純資産額 23,079.56円

１株当たり第１四半期 
純利益金額 

29.29円

潜在株式調整後１株当たり
第１四半期純利益金額 

27.84円
 

 

１株当たり純資産額 23,289.48円

１株当たり当期純利益金額 295.78円

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額 

272.03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、潜在株式

は存在するものの当期純損失が計上され

ているため記載しておりません。 

    

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

（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日）

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日）

１株当たり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期(当期)純利益又は純損失(△) (千円) △62,026 7,579 70,699 

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１四半期(当期)純利益又は純損失(△)(千円) △62,026 7,579 70,699 

普通株式の期中平均株式数     (株) 236,546 258,790 239,024 

潜在株式調整後１株当たり第１四半期(当期)純利益金額    

第１四半期(当期)純利益調整額    (千円) － － － 

普通株式増加数             (株) － 13,462 20,871 

（うち新株予約権） （－） （13,462） （20,871）

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)純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 平成15年５月２日開催

の臨時株主総会決議によ

る平成15年５月22日発行

の新株予約権（ストック

オプション）183個（普

通株式10,248株）、平成

15年８月29日開催の定時

株主総会決議による平成

15年８月29日発行の新株

予約権557個（普通株式

4,456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17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）及び平成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）及び平

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）及び平

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１四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

（会社分割について） （子会社の増資） （ストックオプション） 

 四半期連結財務諸表における注記事項

に記載のとおりであります。 

 平成19年10月31日開催の当社取締役会

において、下記連結子会社の増資を行う

旨の決議をし、平成19年11月１日に払込

（200,000千円）を完了いたしました。 

 

(1) 相手会社の名称 

   ㈱エビデンスラボ 

(2) 発行新株式数 

   普通株式 4,000株 

(3) 発行方法 

   第三者割当 

(4) 発行価額 

   １株につき金50,000円 

(5) 募集株式の発行により増加する資本

金及び資本準備金の額 

   資本金の額   金100,000千円 

   資本準備金の額 金100,000千円 

(6) 当社引受総額 

   金200,000千円 

(7) 払込期日 

   平成19年11月１日 

(8) 増資後の当社持分比率 

   当社80％ 

(9) 増資の目的 

 ㈱エビデンスラボの財務体質強化

のため。 

 平成19年９月27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１四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１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

化粧品事業 （千円） 77,395 － 

合計 （千円） 77,395 － 

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

３．受注実績 

 当第１四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

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） 189,905 45.8 822,427 68.3 

 評価試験 （千円） 185,469 58.7 792,427 75.5 

 バイオマーカー開発 （千円） 4,436 4.5 30,000 19.3 

マーケティング事業 （千円） 88 － 129,100 － 

合 計 （千円） 189,994 45.8 951,527 79.0 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額は、契約締結日を基準として集計しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

４．販売実績 

  当第１四半期連結会計期間における販売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１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日） 

前年同期比（％） 

生体評価システム事業 （千円） 346,056 348.9 

 評価試験 （千円） 212,292 252.2 

 バイオマーカー開発 （千円） 133,764 891.9 

化粧品事業 （千円） 261,836 93.5 

マーケティング事業 （千円） 88 13.1 

合計 （千円） 607,982 160.1 

（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は次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７月１日 
至 平成18年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日） 

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％) 

丸石製薬㈱ 56,650 14.9 カルピス㈱ 66,958 11.0

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


