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１．平成20年４月期第３四半期の連結業績（平成19年５月１日　～　平成20年１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４月期第３四半期 1,920 22.1 194 △27.5 195 △27.5 97 △36.7

19年４月期第３四半期 1,573 35.9 267 △11.7 269 △7.5 154 △3.1

19年４月期 2,274 － 387 － 390 － 222 －

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４月期第３四半期 2,507 70 2,334 00

19年４月期第３四半期 4,138 21 3,656 95

19年４月期 5,907 54 5,275 00

(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４月期第３四半期 2,852 2,378 80.9 59,089 06

19年４月期第３四半期 2,463 2,164 87.9 55,024 66

19年４月期 2,692 2,233 81.7 56,765 31

(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４月期第３四半期 △363 △44 44 938

19年４月期第３四半期 △235 △71 25 1,332

19年４月期 △264 △72 26 1,302

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４月期 －  －  －  －  0 00

20年４月期 －  －  －  －  
1,250 00

20年４月期（予想） －  －  －  1,250 00

３．平成20年４月期の連結業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 2,515 10.6 140 △63.9 140 △64.2 63 △71.7 1,634 48
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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）　：　有

連結（新規） 1社 　（会社名 ケルコム株式会社（平成20年２月７日に設立しております））

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】　４．その他をご覧ください。

(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「有価証券上場規程施行規則」の別添8に定められている「四半期財

務諸表等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５月１日　～　平成20年１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４月期第３四半期 1,789 18.3 166 △32.6 175 △30.1 86 △39.6

19年４月期第３四半期 1,512 32.1 246 △17.1 251 △16.0 143 △13.2

19年４月期 2,185 － 359 － 367 － 209 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭

20年４月期第３四半期 2,229 82

19年４月期第３四半期 3,857 65

19年４月期 5,556 86

(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４月期第３四半期 2,724 2,273 83.5 58,220 54

19年４月期第３四半期 2,372 2,111 89.0 54,499 30

19年４月期 2,594 2,177 83.9 56,169 55

６．平成20年４月期の個別業績予想（平成19年５月１日　～　平成20年４月30日）

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 2,340 7.1 115 △68.0 130 △64.6 63 △69.9 1,630 76

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　平成19年６月14日に公表しました連結及び個別の通期の業績予想は、本資料において修正しています。

　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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３四半期における我が国経済は、堅調な企業業績を背景に景気全体として引き続き緩やかな回復基調で推移いた

しましたが、一方原油価格の高騰、サブプライムローン問題等による米国経済の減速懸念から円高が進み、先行きの不

透明感を残す結果となっております。

　また医薬品業界においては、ＥＢＭ（Evidence-Based　Medicine；科学的根拠に基づく医療)の重要性に関する認識の

高まりとともに、国内でのエビデンス構築を目的に、学会や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究や疫学研

究が引き続き盛んに実施されております。

　このような経営環境において、当社は積極的な受注活動を推進するとともに、自社開発のＥＤＣ基幹ソフトである

「CapTool」の機能追加や国内外企業との業務提携を推進するなど、提供するサービスの幅と質の向上に注力いたしまし

た。

 　また、収集した試験データ等を早期に分析する等顧客満足度の更なる向上を目的として、現在着手し、推進している

CapTool-Assists開発及びヘルスケア市場への本格的参入の足掛かりとして生活習慣病患者の遠隔管理や臨床試験市場で

の患者データの効率的な収集を目的としてCapTool-HealthCareの開発につき多額の先行投資をいたしました。

　以上の結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,920百万円（前第３四半期連結会計期間比22.1％増）と堅調に推

移したものの、営業利益は194百万円（同27.5％減）、経常利益は195百万円（同27.5％減）、当期純利益は97百万円（同

36.7％減）となりました。

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。

①　エビデンスソリューション事業

　主に「CapTool」を用いて臨床研究支援を行うエビデンスソリューション事業は当社の中核となる事業であり、学会

や研究会、医師などが主体となった大規模臨床研究支援業務の新規案件の獲得及び受託済案件の着実な試験運用ができ

る環境を整備することに注力してまいりました。

　この結果、エビデンスソリューション事業の売上高は1,778百万円（前第３四半期連結会計期間比19.3％増）、営業

利益528百万円（同3.8％増）となりました。

②　サイトサポート事業

　サイトサポート事業では、大規模臨床研究や大規模疫学研究及び治験等の臨床試験における治験審査委員会の事務局

支援業務、治験並びに臨床試験を実施する医療機関のコンサルタント業務、実施に係わる支援業務の獲得に注力してま

いりました。

　この結果、サイトサポート事業の売上高は40百万円（前第３四半期連結会計期間比17.3％増）と増加したものの、営

業利益９百万円（同15.1％減）となりました。

③　セルサイエンス事業

　セルサイエンス事業では、主に過冷却装置「マジコール」等の販売に注力しましたが、海外での販路構築が遅れてい

ること及び国内における自社販売が計画比低調に推移いたしました。

　この結果、セルサイエンス事業の売上高は10百万円（前第３四半期連結会計期間比53.5％減）、営業損失14百万円

（前第３四半期連結会計期間は28百万円の営業損失）となりました。

④　ヘルスケアコミュニケーション事業

　平成18年９月に、「ヘルスケアコミュニケーション事業」参入への足がかりとしてオムロンヘルスケア株式会社が

49％を出資するクリノグラフィ株式会社を連結子会社化し、ヘルスケアコミュニケーション事業を立ち上げ、順調に事

業を拡大しております。

 しかしながら、本事業を更に拡充するべくCapTool-HealthCare等のシステム開発を推進しており、先行投資が発生し

ております。

　この結果、ヘルスケアコミュニケーション事業の売上高は91百万円、営業損失１百万円となりました。

 また、平成20年２月には米国QUALCOMM Incorporated社との合弁によりケルコム株式会社を設立いたしました。今後生

活習慣病の予防及び進展抑制に必要な情報を収集・管理・提供するための専用端末・システムの開発並びにサービスの

提供を行うことにより、本事業における更なる推進を目指す方針です。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　資産につきましては、前連結会計年度末より、売掛金が456百万円増加した一方、現金及び預金が363百万円減少した

こと等により、流動資産は前連結会計年度末比157百万円増加し、2,636百万円となりました。また、当第３四半期連結

会計期間においてソフトウェアへの投資等により無形固定資産が18百万円増加し、投資有価証券の減損等で投資その他

の資産が17百万円減少したものの固定資産は３百万円増の216百万円となりました。

　負債につきましては、買掛金が70百万円、未払金が17百万円増加し、未払法人税等が61百万円が減少等を主因として、

流動負債は前連結会計年度末比15百万円増加し、474百万円となりました。

　純資産につきましては、当期純利益の97百万円獲得等を主因として、純資産合計は前連結会計年度末に対し145百万

円増加し、2,378百万円となりました。

３．業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、最近の業績の動向等を踏まえ、平成19年６月14日の平成19年４月期　決算短信発表時に公

表いたしました予想数値を修正しております。内容につきましては、本日平成20年３月13日公表の「平成20年４月期通

期業績予想修正に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、予想には発表日現在の情報に基づく予測が含まれており、実際の業績についてはさまざまの要因により、予想

数値と異なる可能性があります。

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）

新規１社（ケルコム株式会社）

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準については、一部簡便な方法を採用しております。
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５．四半期連結財務諸表

(1）四半期連結貸借対照表

  
前第３四半期連結会計期間末

（平成19年１月31日）
当第３四半期連結会計期間末

（平成20年１月31日）
増減

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

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   1,382,360   988,688     1,352,155  

２　売掛金   707,750   1,440,354     983,892  

３　たな卸資産   67,933   63,481     33,396  

４　その他   79,110   144,312     110,141  

流動資産合計   2,237,155 90.8  2,636,837 92.4 399,681 17.9  2,479,585 92.1

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産 ※１  67,759   63,982     61,736  

２　無形固定資産             

(1）ソフトウェア  69,539   52,519     64,245   

(2）その他  - 69,539  30,593 83,112    - 64,245  

３　投資その他の資産   88,932   68,994     86,668  

固定資産合計   226,232 9.2  216,088 7.6 △10,143 △4.5  212,649 7.9

資産合計   2,463,387 100.0  2,852,925 100.0 389,538 15.8  2,692,235 100.0

             

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１　買掛金   174,489   347,019     276,036  

２　未払金   36,378   52,043     34,616  

３　未払法人税等   22,384   2,062     63,621  

４　前受金   50,462   45,677     49,557  

５　その他   15,457   27,959     35,355  

流動負債合計   299,172 12.1  474,762 16.6 175,590 58.7  459,189 17.1

負債合計   299,172 12.1  474,762 16.6 175,590 58.7  459,189 17.1

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１　資本金   786,701 32.0  791,766 27.8 5,065 0.6  786,826 29.2

　２　資本剰余金   950,825 38.6  955,890 33.5 5,064 0.5  950,950 35.3

　３　利益剰余金   394,404 16.0  560,184 19.6 165,780 42.0  462,446 17.2

株主資本合計   2,131,930 86.6  2,307,841 80.9 175,910 8.3  2,200,223 81.7

Ⅱ　少数株主持分   32,284 1.3  70,321 2.5 38,036 117.8  32,823 1.2

純資産合計   2,164,215 87.9  2,378,163 83.4 213,947 9.9  2,233,046 82.9

負債純資産合計   2,463,387 100.0  2,852,925 100.0 389,538 15.8  2,692,235 100.0
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(2）四半期連結損益計算書

  
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

増減

前連結会計年度
要約連結損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４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）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,573,761 100.0  1,920,908 100.0 347,146 22.1  2,274,354 100.0

Ⅱ　売上原価   862,555 54.8  1,174,039 61.1 311,484 36.1  1,298,295 57.1

売上総利益   711,205 45.2  746,868 38.9 35,662 5.0  976,059 42.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  443,502 28.2  552,823 28.8 109,321 24.7  588,114 25.8

営業利益   267,703 17.0  194,044 10.1 △73,659 △27.5  387,944 17.1

Ⅳ　営業外収益             

１．受取利息  131   1,231     787   

２．負ののれん償却額  1,915   -     1,915   

３．雑収入  113 2,160 0.1 306 1,537 0.1 △622 △28.8 113 2,816 0.1

経常利益   269,864 17.1  195,582 10.2 △74,281 △27.5  390,760 17.2

Ⅴ　特別損失             

１．固定資産除却損 ※２ -   -     393   

２．投資有価証券評価損  -   15,999     -   

３．減損損失 ※３ - - - 1,147 17,147 0.9 17,147 - - 393 0.0

税金等調整前四半期
（当期）純利益

  269,864 17.1  178,435 9.3 △91,428 △33.9  390,367 17.2

法人税、住民税及び事
業税

※４ 113,852   78,198     153,375   

法人税等調整額 ※４ - 113,852 7.2 - 78,198 4.1 △35,653 △31.3 12,398 165,774 7.3

少数株主利益   1,620 0.1  2,498 0.1 877 54.1  2,159 0.1

四半期（当期）純利益   154,391 9.8  97,738 5.1 △56,653 △36.7  222,433 9.8
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 240,012 1,951,738 - 1,951,738

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 12,901 12,900 - 25,801 - 25,801

四半期純利益 - - 154,391 154,391 - 154,391

株主資本以外の項目の第３四半期会計期
間中の変動額（純額）

   - 32,284 32,284

第３四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

12,901 12,900 154,391 180,192 32,284 212,477

平成19年１月31日残高
（千円）

786,701 950,825 394,404 2,131,930 32,284 2,164,215

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 4,940 4,939 - 9,880 - 9,880

四半期純利益 - - 97,738 97,738 - 97,738

株主資本以外の項目の第3四半期連結会計
期間中の変動額(純額)

   - 37,498 37,498

第３四半期連結会計期間中の変動額合計
（千円）

4,940 4,939 97,738 107,618 37,498 145,116

平成20年１月31日残高
（千円）

791,766 955,890 560,184 2,307,841 70,321 2,378,163

前連結会計年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 240,012 1,951,738 - 1,951,738

連結会計年度中の変動額

新株の発行 13,026 13,025  26,051  26,051

当期純利益   222,433 222,433  222,433

株主資本以外の項目の連結会計年度中の
変動額(純額)

   - 32,823 32,823

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 222,433 248,485 32,823 281,308

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 462,446 2,200,223 32,823 2,233,046
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(4）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  

前第３四半期

連結会計期間

（自　平成18年５月１日

至　平成19年１月31日）

当第３四半期

連結会計期間

（自　平成19年5月1日

至　平成20年1月31日）

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成18年５月１日

至　平成19年４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     

税金等調整前四半期（当期）純利益  269,864 178,435 390,367

減価償却費  29,798 31,269 41,783

受取利息  △131 △1,231 △787

投資有価証券評価損  - 15,999 -

固定資産除却損  - - 393

減損損失  - 1,147 -

売上債権の増減額（△：増加）  △190,009 △456,461 △466,151

たな卸資産の増減額（△：増加）  △32,778 △30,085 1,757

仕入債務の増減額（△：減少）  46,689 70,982 148,237

未払金の増減額（△：減少）  3,285 10,585 1,487

前受金の増減額（△：減少）  △36,781 △3,880 △37,686

その他  △49,747 △46,517 △68,810

小計  40,188 △229,756 10,591

利息の受取額  146 1,231 764

法人税等の支払額  △276,054 △135,120 △276,179

営業活動によるキャッシュ・フロー  △235,719 △363,645 △264,823

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △50,000 △50,000 △50,000

定期預金の払出による収入  50,000 50,000 50,000

有形固定資産の取得による支出  △75,559 △18,155 △76,585

無形固定資産の取得による支出  △24,191 △28,198 △24,191

投資有価証券の取得による支出  △16,000 - △16,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式取得に

よる収入
 59,914 - 59,914

保証金の差入による支出  △27,769 - △27,999

その他  12,480 1,652 12,885

投資活動によるキャッシュ・フロー  △71,124 △44,702 △72,475

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

少数株主からの払込による収入  - 35,000 -

株式の発行による収入  25,801 9,880 26,051

財務活動によるキャッシュ・フロー  25,801 44,880 26,051

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△：減少）  △281,042 △363,467 △311,247

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,613,403 1,302,155 1,613,403

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 ※１ 1,332,360 938,688 1,302,155
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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

項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１　連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社

 

　上記のうち、クリノグラフィ

株式会社については、当第３四

半期連結会計期間において新た

に株式を取得したため、連結の

範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　３社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社

ケルコム株式会社

　上記のうち、ケルコム株式会

社については、当第３四半期連

結会計期間において新たに子会

社を設立したため、連結の範囲

に含めております。

(1）連結子会社の数　　２社

連結子会社の名称

クリニカルポーター株式会社

クリノグラフィ株式会社

 

　上記のうち、クリノグラフィ

株式会社については、当連結会

計年度において新たに株式を取

得したため、連結の範囲に含め

ております。

 (2）非連結子会社

　該当する会社はありません。

(2）非連結子会社

　　　　　　同左

(2）非連結子会社

同左

２　持分法の適用に関する事

項

(1) 持分法適用関連会社　 

該当する会社はありません。 

 (2) 持分法を適用していない関連会

社である株式会社プリカーサ

は 、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

対象から除いても四半期連結財

務諸表に及ぼす影響が軽微であ

りかつ、全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲から

除外しております。

(1) 持分法適用関連会社数

　　　　　　同左

 (2) 　　　　　同左

(1) 持分法適用関連会社数

　　　　　　同左

 (2) 持分法を適用していない関連会

社である株式会社プリカーサ

は 、当期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分に見合

う額)等からみて、持分法の対

象から除いても連結財務諸表に

及ぼす影響が軽微でありかつ、

全体としても重要性がないため

持分法の適用範囲から除外して

おります。

３　連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の第３四半期決算は、12月

31日であります。

　四半期連結財務諸表の作成に当っ

ては、12月31日現在の財務諸表を使

用しております。但し、第３四半期

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

　　　　　　同左 　連結子会社のうちクリノグラフィ

株式会社の決算日は、３月31日であ

ります。

　連結財務諸表の作成に当たっては、

決算日現在の財務諸表を使用してお

ります。但し、当連結会計年度末日

までの期間に発生した重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

４　会計処理基準に関する事

項

 　　   

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 有価証券

①　その他有価証券

　時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

(2) たな卸資産

①　商品

　主に移動平均法による原価法

によっております。

(1) 有価証券

①　その他有価証券

　　　　　同左

 

 

(2) たな卸資産

①　商品

　　　　　同左

(1) 有価証券

①　その他有価証券

　　　　　同左

 

　

(2) たな卸資産

①　商品

　　　　　同左

 ②　原材料

　総平均法による原価法によっ

ております。

②　原材料

　　　　　同左

②　原材料

同左

 ③　仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

③　仕掛品

 　　　　 同左

③　仕掛品

   同左　 
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　但し建物（附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しており

ます。

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　但し建物（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、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法によっております。

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　但し建物（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

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具器具備品       ３～15年

　また、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具器具備品       ３～15年

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具器具備品       ３～15年

 (2) 無形固定資産

　定額法によっております。自社

利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2) 無形固定資産

　　　　　　同左

(2) 無形固定資産

同左

(3）重要なリース取引の処

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

(4）その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）作

成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

同左

５　四半期連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　手許現金、要求払預金及び取得日

から３ヶ月以内に満期日の到来する

流動性の高い容易に換金可能であり、

かつ、価格の変動について僅少なリ

スクしか負わない短期投資からなっ

ております。

　　　　　　　同左 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期連結会計期間より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計

基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会

計基準委員会　平成17年12月９日　企業会計基

準適用指針第８号)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,131,930千円です。

―――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準第５

号)及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委

員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指

針第８号)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,200,223千円です。

（役員賞与に関する会計基準）

　当第３四半期連結会計期間より「役員賞与に

関する会計基準」(企業会計基準委員会　平成

17年11月29日　企業会計基準第４号)を適用し

ております。

　これによる損益に与える影響はありません。

―――――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当連結会計年度より「役員賞与に関する会計

基準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29

日　企業会計基準第４号)を適用しておりま

す。

　これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日

至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日

至　平成20年１月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動におけるキャッシュ・フローの「貸付金の回収による収入」

は、当第３四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３四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550千円であります。

─────────
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(5）注記事項

（四半期連結貸借対照表関係）

前第３四半期連結会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年１月31日）

前連結会計年度末
（平成19年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

24,315千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

41,224千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

30,693千円

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりです。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目

及び金額は次のとおりです。

役員報酬 78,750千円

給料手当 94,564千円

家賃 49,513千円

役員報酬 108,720千円

給料手当 135,237千円

不動産賃借料 64,805千円

役員報酬 107,400千円

給料手当 124,558千円

不動産賃借料 71,797千円

 ※２　　　　　 ――――――  ※２　　　　　 ―――――― ※２　固定資産除却損の内容は次のとおりです。

建物 184千円 

工具器具備品 208千円 

 ※３　　　　　 ―――――― ※３　減損損失

　当第３四半期連結会計期間において当社

グループは、以下の資産グループについて

減損損失を計上しております。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類
金額
(千円)

東京都文京
区

セルサイ
エンス事
業

工具器具
備品

1,147

(2）減損損失の認識に至った経緯

　セルサイエンス事業において、収益性が

低下したため。

(3）資産のグルーピングの方法

　当社グループは減損会計の適用に当たっ

て、事業の種類別セグメント毎にグルーピ

ングしております。

(4）回収可能価額の算定方法

　減損損失の測定に使用した回収可能価額

は使用価値であり、将来キャッシュ・フ

ローがマイナスであるため、全額回収不可

能であると判断し、算定しました。

 ※３　　　　　 ――――――

※４　当第３四半期連結会計期間における税金

費用については、簡便法による税効果会

計を適用しているため、法人税等調整額

は、「法人税、住民税及び事業税」に含

めて表示しております。

※４　　　　　　　同左 ※４　　　　　　――――――

（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

　前第３四半期連結会計期間(自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:株)

 株式の種類
前連結会計年度末

株式数

当第３四半期
連結会計期間
増加株式数

当第３四半期
連結会計期間
減少株式数

当第３四半期
連結会計期間末株

式数
摘要 

発行済株式

普通株式 36,150 2,595 － 38,745 （注）

合計 36,150 2,595 － 38,745  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。
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　当第３四半期連結会計期間(自　平成19年５月１日　至　平成20年１月31日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:株)

 株式の種類
前連結会計年度末

株式数

当第３四半期
連結会計期間
増加株式数

当第３四半期
連結会計期間
減少株式数

当第３四半期
連結会計期間末株

式数
摘要 

発行済株式

普通株式 38,760 297 － 39,057 （注）

合計 38,760 297 － 39,057  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

　前連結会計年度(自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日)

発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(単位:株)

 株式の種類
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度増

加株式数
当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度末
株式数

摘要 

発行済株式

普通株式 36,150 2,610 - 38,760  (注)

合計 36,150 2,610 - 38,760  

 (注)普通株式の発行済株式総数の増加は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものです。

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額の関係

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四

半期連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額の関係

※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の

関係

（平成19年１月31日現在） （平成20年１月31日現在） （平成19年４月30日現在）

現金及び預金勘定 1,382,360千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物 1,332,360千円

現金及び預金勘定 988,688千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物 938,688千円

現金及び預金勘定 1,352,155千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
△50,000千円

現金及び現金同等物 1,302,155千円

（リース取引関係）

第３四半期財務・業績の概況における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

第３四半期財務・業績の概況における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ関係）

　当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

第３四半期財務・業績の概況における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（１株当たり情報）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額 55,024.66円

１株当たり四半期純利益金額 4,138.21円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
3,656.95円

１株当たり純資産額 59,089.06円

１株当たり四半期純利益金額 2,507.70円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
2,334.00円

１株当たり純資産額 56,765.31円

１株当たり当期純利益金額 5,907.54円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
5,275.00円

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

 
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益金額（千円） 154,391 97,738 222,433

普通株主に帰属しない金額（千円） - - -

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
154,391 97,738 222,433

期中平均株式数（千株） 37 38 37

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益調整額（千円） - - -

普通株式増加数（千株） 4 2 4

（うち新株予約権） (4) (2) (4)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

該当事項はありません。 同左 同左

（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前連結会計年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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）セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］

前第３四半期連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成19年１月31日）

 

エビデン
スソ
リュー
ション事

業
（千円）

サイトサ
ポート事

業
（千円）

セルサイ
エンス事

業
（千円）

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,490,116 34,883 22,754 26,007 1,573,761 － 1,573,761

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 2,088 2,088 △2,088 －

計 1,490,116 34,883 22,754 28,096 1,575,850 △2,088 1,573,761

営業費用 980,830 24,157 50,793 22,181 1,077,963 228,093 1,306,057

営業利益又は営業損失（△） 509,286 10,725 △28,039 5,914 497,886 △230,182 267,703

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要なサービス

(1) エビデンスソリューション事業  …  臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2) サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3) セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを利用した健康情報管理サービスの提供

(注)本事業は当第３四半期連結会計期間においてクリノグラフィ株式会社の株式を取得し連結子会社したこと

に伴い、当第３四半期連結会計期間より新たに追加したセグメントであります。

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234,782千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

当第３四半期連結会計期間（自平成19年５月１日　至平成20年１月31日）

 

エビデン
スソ
リュー
ション事

業
（千円）

サイトサ
ポート事

業
（千円）

セルサイ
エンス事

業
（千円）

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社　
（千円）

連結
（千円）

売上高        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,778,329 40,933 10,583 91,060 1,920,908 － 1,920,908

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,488 － 6,971 9,459 △9,459 －

計 1,778,329 43,421 10,583 98,032 1,930,367 △9,459 1,920,908

営業費用 1,249,698 34,318 24,911 99,599 1,408,528 318,335 1,726,863

営業利益又は営業損失（△） 528,631 9,102 △14,327 △1,567 521,839 △327,794 194,044

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。
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２．各区分に属する主要なサービス　　　

(1) エビデンスソリューション事業  …  臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2) サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3) セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供　　

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337,928千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）　

 

エビデンス
ソリュー
ション事業
（千円）

サイト
サポート
事業

（千円）

セルサイ
エンス
事業

（千円）

ヘルスケア
コミュニ
ケーション

事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高        

　売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,158,785 49,142 24,965 41,460 2,274,354 － 2,274,354

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － 3,107 3,107 △3,107 －

計 2,158,785 49,142 24,965 44,567 2,277,462 △3,107 2,274,354

営業費用 1,451,029 33,120 69,317 36,928 1,590,396 296,014 1,886,410

営業利益又は営業損失（△） 707,755 16,022 △44,351 7,639 687,065 △299,121 387,944

　（注）１．事業区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要なサービス

(1) エビデンスソリューション事業  …  臨床試験実施管理システム「CapTool」を用いた医療用医薬品の臨床

試験の支援

(2) サイトサポート事業　…　大規模臨床研究等における申請資料の作成・実施の支援

(3) セルサイエンス事業　…　過冷却保存装置等の医療関連機器の企画・開発・販売

(4) ヘルスケアコミュニケーション事業　…　医療機器及び情報通信機器の販売、並びに当該機器とインター

ネットを活用した健康情報管理サービスの提供　　

（注）本事業は当連結会計年度においてクリノグラフィ株式会社の株式を取得し連結子会社化したことに伴い、

新たに追加したセグメントであります。

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305,719千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

［所在地別セグメント情報］

　前第３四半期連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成19年１月31日）、当第３四半期連結会計期間(自平成19

年５月１日　至平成20年１月31日)及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）において、本

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

［海外売上高］

　前第３四半期連結会計期間（自平成18年５月１日　至平成19年１月31日）、当第３四半期連結会計期間(自平成19

年５月１日　至平成20年１月31日)及び前連結会計年度（自平成18年５月１日　至平成19年４月30日）において、海

外売上高がないため、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）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年１月31日）

増減
前事業年度

要約貸借対照表
（平成19年４月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

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  1,274,630   664,983     1,233,536   

２　売掛金  687,412   1,402,656     970,772   

３　たな卸資産  66,387   59,642     30,890   

４　その他  79,967   141,950     108,784   

流動資産合計   2,108,398 88.9  2,269,232 83.3 160,833 7.6  2,343,982 90.3

Ⅱ　固定資産             

１　有形固定資産 ※１ 66,484   62,943     60,474   

２　無形固定資産             

(1）ソフトウェア  69,539   52,519     64,245   

(2）その他  -   30,593     -   

　　無形固定資産合計  69,539   83,112     64,245   

３　投資その他の資産             

(1）関係会社株式  -   241,500     -   

(2）その他  128,502   67,494     126,248   

　　投資その他の資産合
計

 128,502   308,994     126,248   

固定資産合計   264,526 1.1  455,050 16.7 190,524 72.0  250,968 9.7

資産合計   2,372,925 100.0  2,724,282 100.0 351,357 14.8  2,594,951 100.0

             

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１　買掛金  173,790   344,485     273,744   

２　未払金  34,742   49,006     32,507   

３　未払法人税等  12,536   1,878     51,120   

４　前受金  27,771   32,557     27,600   

５　その他 ※２ 12,508   22,435     32,845   

流動負債合計   261,349 11.0  450,363 16.5 189,013 72.3  417,819 16.1

負債合計   261,349 11.0  450,363 16.5 189,013 72.3  417,819 16.1

             

（純資産の部）             

Ⅰ　株主資本             

　１　資本金   786,701 33.1  791,766 29.1 5,065 0.6  786,826 30.3

　２　資本剰余金             

(1）資本準備金  950,825   955,890     950,950   

　　資本剰余金合計   950,825 40.1  955,890 35.1 5,064 0.5  950,950 36.7

　３　利益剰余金             

　(1）その他利益剰余金             

繰越利益剰余金  374,049   526,262     439,354   

　　利益剰余金合計   374,049 15.8  526,262 19.3 152,213 40.7  439,354 16.9

　株主資本合計   2,111,575 89.0  2,273,919 83.5 162,343 7.7  2,177,131 83.9

　純資産合計   2,111,575 89.0  2,273,919 83.5 162,343 7.7  2,177,131 83.9

負債純資産合計   2,372,925 100.0  2,724,282 100.0 351,357 14.8  2,594,951 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

増減

前会計年度
要約損益計算書

（自　平成18年５月１日
至　平成19年４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）

増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,512,870 100.0  1,789,026 100.0 276,155 18.3  2,185,751 100.0

Ⅱ　売上原価   842,837 55.7  1,110,849 62.1 268,011 31.8  1,269,021 58.1

売上総利益   670,033 44.3  678,176 37.9 8,143 1.2  916,729 41.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費   423,569 28.0  512,105 28.6 88,536 20.9  557,045 25.4

営業利益   246,464 16.3  166,071 9.3 80,393 △32.6  359,684 16.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  4,843 0.3  9,533 0.5 4,690 96.8  7,477 0.3

経常利益   251,307 16.6  175,605 9.8 75,702 △30.1  367,162 16.8

Ⅴ　特別損失 ※２  - -  17,147 0.9 17,147 -  208 0.0

税引前四半期（当期）
純利益

  251,307 16.6  158,457 8.9 92,849 △37.0  366,953 16.8

法人税、住民税及び事
業税

※３ 107,383   71,549     144,242   

法人税等調整額 ※３ - 107,383 7.1 - 71,549 4.0 △35,833 △33.4 13,481 157,723 7.2

四半期（当期）純利益   143,923 9.5  86,907 4.9 57,015 △39.6  209,229 9.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

第３四半期会計期間中の変動額      

新株の発行 12,901 12,900 - 25,801 25,801

四半期純利益 - - 143,923 143,923 143,923

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

12,901 12,900 143,923 169,725 169,725

平成19年１月31日残高
（千円）

786,701 950,825 374,049 2,111,575 2,111,575

当第３四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131

第３四半期会計期間中の変動額      

新株の発行 4,940 4,939 - 9,880 9,880

四半期純利益 - - 86,907 86,907 86,907

第３四半期会計期間中の変動額合計
（千円）

4,940 4,939 86,907 96,788 96,788

平成20年１月31日残高
（千円）

791,766 955,890 526,262 2,273,919 2,273,919

前事業年度（自　平成18年５月１日　至　平成19年４月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年４月30日残高
（千円）

773,800 937,925 230,125 1,941,850 1,941,850

事業年度中の変動額      

新株の発行 13,026 13,025  26,051 26,051

当期純利益   209,229 209,229 209,229

事業年度中の変動額合計
（千円）

13,026 13,025 209,229 235,281 235,281

平成19年４月30日残高
（千円）

786,826 950,950 439,354 2,177,131 2,177,131

メビックス株式会社（3780）平成 20 年４月期第３四半期財務・業績の概況

－ 19 －



四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1) 有価証券　　

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に

よっております。

(1) 有価証券　　

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券　　

①　子会社株式及び関連会社株式

同左

 　②　その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

　②　その他有価証券

時価のないもの

同左

　②　その他有価証券

時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産

①　商品

　移動平均法による原価法に

よっております。

(2) たな卸資産

①　商品

同左

(2) たな卸資産

①　商品

同左

 ②　原材料

　総平均法による原価法によっ

ております。

②　原材料

　　　　　　同左

②　原材料

同左

 ③　仕掛品

　個別法による原価法によって

おります。

③　仕掛品

　　　　　　同左

③　仕掛品

同左

２　固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

　定率法によっております。

　但し建物（附属設備を除く）に

ついては定額法を採用しており

ます。

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。

 　　但し建物（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、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法によっております。

(1）有形固定資産

　　定率法によっております。

 　　但し建物（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

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～15年

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～15年

なお、主な耐用年数は以下のと

おりです。

建物　　　　　　　 ８～50年

工具、器具及び備品 ３～15年

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。なお、

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採

用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３　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

４　その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当第３四半期会計期間より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準」(企業会

計基準委員会　平成17年12月9日　企業会計基

準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計

基準委員会　平成17年12月9日　企業会計基準

適用指針第８号)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は

2,111,575千円です。

 　　　　　――――――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」(企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準第５号)及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、

2,177,131千円です。

（役員賞与に関する会計基準）

　当第３四半期会計期間より「役員賞与に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会　平成17年

11月29日　企業会計基準第４号)を適用してお

ります。

　これによる損益に与える影響はありません。

 　　　　　――――――――― （役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より「役員賞与に関する会計基

準」(企業会計基準委員会　平成17年11月29日

　企業会計基準第４号)を適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前第３四半期会計期間末
（自　平成18年５月１日

至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（自　平成19年５月１日

至　平成20年１月31日）

──────────── （四半期貸借対照表）

　投資その他の資産の「関係会社株式」は、当第３四半期会計期間末

において、資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しておりま

す。

　なお、前第３四半期会計期間末の「関係会社株式」の金額は41,500

千円であります。
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(4）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年１月31日）

前事業年度末
（平成19年４月30日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

23,092千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

39,771千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

29,340千円

※２　消費税等の取扱い

　仮払消費税及び仮受消費税は相殺のうえ、

流動負債の「その他」として表示しており

ます。

※２　消費税等の取扱い

　　　　　　　同左

※２　――――

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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

受取利息 130千円

経営指導料 4,600千円

受取利息 1,129千円

経営指導料 8,100千円

受取利息 732千円

経営指導料 6,600千円

※２　　　　　　――――― ※２　特別損失のうち主要なもの ※２　特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 15,999千円

減損損失 1,147千円

　当第３四半期会計期間において当社は、

以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

(1）減損損失を認識した資産

場所 用途 種類
金額
(千円)

東京都文京
区

セルサイ
エンス事
業

工具器具
備品

1,147

(2）減損損失の認識に至った経緯

　セルサイエンス事業において、収益性が

低下したため。

(3）資産のグルーピングの方法

　当社は減損会計の適用に当たって、事業

の種類別セグメント毎にグルーピングして

しております。

(4）回収可能価額の算定方法

　減損損失の測定に使用した回収可能価額

は使用価値であり、将来キャッシュ・フ

ローがマイナスであるため、全額回収不可

能であると判断し、算定しました。

固定資産除却損 208千円

※３　当第３四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を

適用しているため、法人税等調整額は、

「法人税、住民税及び事業税」に含めて

計上しております。

※３　　　同左 ※３　　　―――――――

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 15,015千円

無形固定資産 14,439千円

有形固定資産 14,584千円

無形固定資産 16,339千円

有形固定資産 21,547千円

無形固定資産 19,734千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年５月１日　至　平成19年１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３四半期会計期間（自　平成19年５月１日　至　平成20年１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５月１日　至　平成19年４月30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）

第３四半期財務・業績の概況における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

第３四半期財務・業績の概況における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり純資産額 54,499.30円

１株当たり四半期純利益金額 3,857.65円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
3,409.01円

１株当たり純資産額 58,220.54円

１株当たり四半期純利益金額 2,229.82円

潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額
2,075.37円

１株当たり純資産額 56,169.55円

１株当たり当期純利益金額 5,556.86円

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額
4,961.87円

　（注）１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

 
前第３四半期会計期間

（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30日）

１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益金額（千円） 143,923 86,907 209,229

普通株主に帰属しない金額（千円） - - -

普通株式に係る四半期（当期）純利益金額

（千円）
143,923 86,907 209,229

期中平均株式数（千株） 37 38 37

    

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額    

四半期（当期）純利益調整額（千円） - - -

普通株式増加数（千株） 4 2 4

（うち新株予約権） (4) (2) (4)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り四半期（当期）純利益の算定に含めなかった潜在株

式の概要

該当事項はありません。 同左 同左

（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年５月１日
至　平成19年１月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成20年１月31日）

前事業年度
（自　平成18年５月１日
至　平成19年４月30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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