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１．平成20年５月期第３四半期の連結業績（平成19年６月１日　～　平成20年２月29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３四半期 186 87.9 △880 － △931 － △1,065 －

19年５月期第３四半期 99 － △935 － △920 － △1,088 －

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

円 銭

20年５月期第３四半期 △9,024 50

19年５月期第３四半期 △9,289 38

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３四半期 1,897 1,527 80.6 12,859 72

19年５月期第３四半期 3,249 2,948 90.7 25,002 2

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３四半期 △1,265 30 △54 427

19年５月期第３四半期 △761 △667 10 1,958

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 － － － － － － － － － －

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 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20年２月29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３四半期 154 59.6 △760 － △801 － △1,065 －

19年５月期第３四半期 97 △81.1 △832 － △809 － △1,312 －

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３四半期 △9,024 50

19年５月期第３四半期 △11,200 96

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３四半期 1,885 1,527 81.0 12,859 72

19年５月期第３四半期 3,321 3,038 91.5 25,767 29

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 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。
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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、バイオ関連機器の販売等を行う創薬ツール供給事業、化粧品製造・販売事業を行ってお

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eMIP/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。並びに、FROUNT創薬開発プロジェクトについては、アステラス製薬㈱との共同研究にて、慢性関節リュウマチや

動脈硬化などの難治性炎症疾患に有効な副作用の低い薬剤の開発を進めております。

  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。

　化粧品製造・販売事業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３四半期の経営成績は、売上高186百万円、経常損失931百万円、四半期純損失1,065百万円となりま

した。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第３四半期会計期間（平成19年６月１日～平成20年２月29日／９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1,039百万円減少し、純資産は1,056百万円減少しました。

  営業活動によるキャッシュ・フローは1,265百万円のマイナスとなりました。これは主に、税金等調整前第３四半期純

損失1,064百万円、その他の流動資産の増加504百万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30百万円のプラスとなりました。これは有価証券の売却による収入100百万円、

敷金保証金の返還による収入19百万円があり、一方、貸付による支出が65百万円あったことによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは54百万円のマイナスとなりました。これは主に、長期借入金の返済による支出

80百万円によるものです。

３．業績予想に関する定性的情報

　第３四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

  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。
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５．四半期連結財務諸表

(1）第３四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２月28日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年２月29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 1,958,398   427,732   1,769,735   

２．売掛金 25,427   29,975   13,534   

３．有価証券 100,480   －   100,635   

４．たな卸資産 211,592   171,348   198,843   

５．前渡金　　　　※１ －   603,288   －   

６．その他　　　　※２ 146,632   199,056   126,342   

流動資産合計  2,442,530 75.2  1,431,401 75.5  2,209,092 75.2

Ⅱ　固定資産          

１．有形固定資産　※３          

(1）建物 141,571   81,723   135,856   

(2）工具器具及び備品 417,842   257,910   359,781   

(3) 減損損失累計額 －   △73,124   －   

有形固定資産合計 559,414  17.2 266,509  14.0 495,637  16.9

２．無形固定資産 4,576  0.1 4,407  0.2 4,225  0.1

３．投資その他の資産 243,218  7.5 194,856  10.3 227,771  7.8

固定資産合計  807,208 24.8  465,774 24.5  727,635 24.8

資産合計  3,249,739 100.0  1,897,175 100.0  2,936,727 100.0

（負債の部）          

Ⅰ　流動負債          

１．買掛金 6,817   9,106   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 29,139   94,296   25,674   

４．未払法人税等 4,648   6,914   9,158   

５．その他 15,491   68,515   50,751   

流動負債合計  136,098 4.2  258,833 13.6  218,218 7.4

Ⅱ　固定負債          

１．長期借入金 80,000   －   40,000   

２．長期預り金 84,903   110,371   95,140   

固定負債合計  164,903 5.1  110,371 5.8  135,140 4.6

負債合計  301,001 9.3  369,204 19.4  353,358 12.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年２月29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  1,894,900 58.3  1,895,400 99.9  1,895,400 64.5

２．資本剰余金  3,021,536 93.0  3,022,036 159.3  3,022,036 102.9

３．利益剰余金  △1,967,761 △60.6  △3,399,474 △179.1  △2,334,222 △79.5

株主資本合計  2,948,675 90.7  1,517,961 80.1  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

 63 0.0  － －  155 0.0

評価・換算差額等合計  63 0.0  － －  155 0.0

Ⅲ 新株予約権  － －  10,010 0.5  － －

純資産合計  2,948,738 90.7  1,527,971 80.6  2,583,369 88.0

負債純資産合計  3,249,739 100.0  1,897,175 100.0  2,936,727 100.0
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(2）第３四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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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  99,289 100.0  186,572 100.0  164,487 100.0

Ⅱ　売上原価  236,513 238.2  278,264 149.1  361,058 219.5

売上総損失  137,223 △138.2  91,691 △49.1  196,570 △119.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  ※1.2  798,468 804.2  788,799 422.8  1,119,988 680.9

営業損失  935,691 △942.4  880,490 △471.9  1,316,559 △800.4

Ⅳ　営業外収益　　　※３  47,879 48.2  5,868 3.1  45,781 27.8

Ⅴ　営業外費用　　　※４  32,464 32.7  56,390 30.2  15,482 9.4

経常損失  920,276 △926.9  931,012 △499.0  1,286,260 △782.0

Ⅵ　特別利益  56 0.1  611 0.3  56 0.1

Ⅶ　特別損失　　　　※５  166,923 168.1  133,722 71.6  166,923 101.4

税金等調整前当期純損
失又は税金等調整前第
３四半期純損失

 1,087,143 △1,094.9  1,064,124 △570.3  1,453,127 △883.4

法人税、住民税及び事
業税

 1,432 1.4  1,128 0.6  1,910 1.2

当期純損失又は第３四
半期純損失

 1,088,576 △1,096.4  1,065,252 △570.9  1,455,037 △884.6
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(3）第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６月１日　至　平成19年２月28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 4,017,651

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行 9,800 9,800  19,600

四半期純利益   △1,088,577 △1,088,577

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）

    

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

9,800 9,800 △1,088,577 △1,068,977

平成19年２月28日　残高　(千円) 1,894,900 3,021,536 △1,967,761 2,948,675

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

第３四半期連結会計期間中の変動額

新株の発行    19,600

四半期純利益    △1,088,577

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計年度中の変動額（純
額）

63 63 △56 7

第３四半期連結会計年度中の変動額
合計　(千円)

63 63 △56 △1,068,970

平成19年２月28日　残高（千円） 63 63 － 2,948,738
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29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３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益 － － △1,065,252 △1,065,252

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）

－ － － －

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △1,065,252 △1,065,252

平成20年２月29日　残高　(千円) 1,895,400 3,022,036 △3,399,474 1,517,961

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19年５月31日　残高　(千円) 155 155 － 2,583,369

第３四半期連結会計期間中の変動額

四半期純利益 － － － △1,065,252

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）

△155 △155 10,010 9,855

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△155 △155 10,010 △1,055,397

平成20年２月29日　残高　(千円) － － 10,010 1,527,971
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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

株式会社エフェクター細胞研究所(4567)平成 20 年５月　第３四半期財務・業績の概況

－ 9 －



(4）第３四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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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３四半期純損失（△）

△1,087,143 △1,064,124 △1,453,127

減価償却費 152,923 134,751 220,042

新株予約権戻入益 △56 － △56

投資有価証券等評価損 100,155 － 100,155

有価証券売却益 － △584 －

減損損失 － 73,124 －

貸倒引当金の増加額 61,400 － 61,400

有形固定資産売却益 － △26 －

受取利息 △2,758 △3,920 △2,893

支払利息 2,872 1,606 3,702

為替差益(△)または為替
差損

△10,221 52,216 △24,699

株式交付費 － 152 1,360

有形固定資産除却損 624 53,023 624

事務所移転費用 － 7,574 －

売上債権の減少額または
増加額(△)

326,236 △16,441 339,458

たな卸資産の減少額また
は増加額(△)

△38,701 21,944 △25,952

未収消費税等の増加額 △7,726 38,448 △14,487

その他流動資産の増加額 △84,218 △504,073 △53,374

仕入債務の増加額又は減
少額（△）

△128,788 △133,295 △124,301

預り金の増加額又は減少
額（△）

△352 790 △350

前受金の増加額又は減少
額（△）

△44,602 17,137 △2,840

その他流動負債の増加額 276 63,286 △9,794

小計 △760,080 △1,258,409 △985,134

利息の受取額 2,667 3,920 2,893

利息の支払額 △2,206 △2,195 △2,722

事務所移転費用 － △6,863 －

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

△761,530 △1,265,457 △986,874
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前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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

△100,417 － △100,373

有価証券の売却による収
入 

－ 100,958 －

有形固定資産の取得によ
る支出

△465,387 △24,261 △468,138

有形固定資産の売却によ
る収入

4,678 － 4,678

無形固定資産の取得によ
る支出

△597 △1,344 △597

貸付による支出 △21,894 △65,000 △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

△55,086 － △55,124

敷金保証金の返還による
収入

965 19,081 965

長期前払費用の支払額 △29,655 － △16,002

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△667,395 30,566 △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 30,876 15,231 41,113

長期借入金の返済による
支出

△40,000 △80,000 △40,000

新株予約権の発行による
収入

－ 10,010 －

株式の発行による収入 19,600 － 19,239

その他 － △152 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

10,476 △54,911 20,352

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

10,176 △52,201 24,654

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少
額

△1,408,181 △1,342,003 △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３
四半期末（期末）残高

1,958,398 427,732 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３四半期連結会計期間

（自　平成18年６月１日

　　至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間

（自　平成19年６月１日

　　至　平成20年２月29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）

－  当社グループは、当第３四半期連結会

計期間において、1,065百万円の当期純

損失ならびに1,265百万円の営業活動に

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、平成19年11

月末日までに予定しておりました第三

者割当増資、または新規借入等による

資金調達を実行することが出来ません

でした。

　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、まずは、可

及的速やかな資金調達実行に全力を尽

します。さらに当面の資金を確保した

後は、中長期の視点から捉えた安定的

かつより効率的な資金調達を、増資等

によるファイナンスを中心に進めてま

いります。

　売上の回復については、創薬及び関

連事業は収益性の高いプロジェクトに

資源を集中投下します。具体的には癌

治療薬開発プロジェクト（eMIP/

ECI301)及び抗炎症薬開発プロジェクト

（FROUNT)を主軸としてまいります。特

に計画より遅れていますeMIP/ECI301は

臨床試験のステージへ1日でも早く進め

るようプロジェクト管理を徹底します。

創薬ツール供給事業は提携先であるGEHC

社とともに国内はもとより海外展開を

積極的に推進します。中国、韓国から

さらには米国、ヨーロッパとGEHC社の

ネットワークを活用し、全世界への販

路拡大を図ってまいります。

　経費の削減については、平成19年9月

に本社を移転し中央ラボ（目黒区青葉

台）統合し家賃負担の削減を実施しま

した。家賃負担についてはさらに賃貸

面積の縮小等による削減を検討してま

いります。合わせて人件費等の削減に

より更なる固定費削減に努めます。

又、研究開発に関連する外注先とも友

好な関係を維持しつつもコスト削減の

ため粘り強い交渉を進めてまいります。

子会社㈱セルテの総合美容事業に関し

てはクリニック・エステ事業より撤退

し、今後は、化粧品製造販売事業を中

心の事業展開を図り、早期にキャッシュ

を生み出す事業への成長を実現します。

　 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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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

株式会社セルテ

なお、連結子会社である株

式会社メディシスサイエン

スは、平成19年10月１日に

社名変更し株式会社セルテ

となっております。 

連結子会社の数　同左

連結子会社の名称

株式会社メディシスサイエ

ンス

　

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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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。

貸倒引当金

　　同左

貸倒引当金

 　　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
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項目
前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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）

 (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

 金利スワップ

ヘッジ手段

同左

ヘッジ手段

同左

 ヘッジ対象

 借入金

ヘッジ対象

同左

ヘッジ対象

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

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

消費税等は、本社では税

抜方式、子会社では税込

方式を採用しております。

(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

 (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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
 至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
 至　平成20年２月29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３四半期連結会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年２月29日）

前連結会計年度末
（平成19年５月31日）

※１．　　　　－ ※１．前渡金603,288千円の内、

400,000千円は平成19年９月27日

付韓国のファイナンスアンドテク

ノロジーインク社との譲渡契約

(癌治療薬eMIP/ECI301製剤30％持

分権利及び日本を除く東南アジア

でのeMIP/ECI301製剤の独占販売

及びライセンス権利の譲渡を当社

が受ける契約)にともなう譲渡代

金の一部を前渡した(支払った）

ものであります。

　譲渡日(譲渡を受ける日）は、

最終支払日の平成20年６月13日で

あります。

※１．　　　　　－

※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  　　　

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は483,079千円であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は666,363千円であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は549,528千円であります。
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（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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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．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

あります。

 　　給与手当　　 　　 101,125千円

 　　コンサルタント料 　89,365千円

     研究開発費　　　　329,908千円

     減価償却費　　　 　14,440千円

※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

あります。

 　　給与手当　　　　 　93,927千円

 　　コンサルタント料　101,075千円

     研究開発費　　　　273,507千円

     減価償却費　　　 　28,855千円

※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

あります。

   　給与手当　　　　　137,602千円

 　　コンサルタント料　122,245千円

 　　研究開発費　　　　422,782千円

 　　減価償却費　　　 　27,719千円

 ※２．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329,908千円で

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　　　  39,454千円

        減価償却費　 　 92,089千円

        給与手当　　  　76,278千円

        報酬手当　　     8,836千円

　      実験用薬品費　  27,620千円

 ※２．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273,507千円で

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　　　   41,410千円

       減価償却費　　　 72,760千円

       給与手当　　　   64,980千円

 　    報酬手当　　     11,553千円

 　    実験用薬品費　   13,030千円

 ※２．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

 ※３．営業外収益のうち主要なもの ※３．営業外収益のうち主要なもの ※３．営業外収益のうち主要なもの

 為替差益 　 　　44,158千円 受取利息　　　　  3,920千円 為替差益 　　 　 40,815千円

 ※４．営業外費用のうち主要なもの ※４．営業外費用のうち主要なもの ※４．営業外費用のうち主要なもの

 調停和解金　　 　7,300千円 為替差損　　　   52,216千円 支払利息　  　　　3,702千円

 為替差損　 　　 17,806千円  調停解決金　　　  7,300千円

 ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの

 貸倒引当金繰入　61,400千円 固定資産除却損 　53,023千円 貸倒引当金繰入 　61,400千円

 投資有価証券評価損

　　　　　　　　100,155千円

減損損失　　　 　73,124千円

 

投資有価証券評価損

　　　　　　　　100,155千円
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（四半期連結株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 115,980 1,960 － 117,940

合計 115,980 1,960 － 117,940

（注）普通株式の発行済株式総数の増加1,960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３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
期間末

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 － 3,460 3,660 －

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 － 3,860 8,150 －

 （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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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当第３四半期連結会
計期間増加株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間減少株式数

（株）

当第３四半期連結会
計期間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 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３四半
期連結会計
期間末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当第３四半
期連結会計
期間増加

当第３四半
期連結会計
期間減少

当第３四半
期連結会計
期間末

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 －

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 －

平成19年第三者割当による新株予約

権
 普通株式 － 38,500 － 38,500 10,010

合計 － 8,050 － － 46,550 10,010

株式会社エフェクター細胞研究所(4567)平成 20 年５月　第３四半期財務・業績の概況

－ 20 －



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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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２月28日現在） 

現金及び預金勘定　　1,958,398千円

（平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定　　　427,732千円

（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　　1,958,398千円 現金及び預金勘定　　　427,732千円 現金及び預金勘定　　1,769,735千円

（リース取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月29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３四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29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。

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。

 

 

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月29日）

　デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、該当事項はありません。

 

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

　デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、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）

　デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、該当事項はありません。

 

 

（ストック・オプション等関係）

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

　ストック・オプションに係る当第３四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３四半期連結会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29日）

　ストック・オプションに係る当第３四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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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 25,002.02円 

１株当たり四半期純損

失金額
9,289.38円 

１株当たり純資産額 12,859.72円

１株当たり四半期純損

失金額
9,024.50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
12,395.97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３四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３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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）
1,088,576 1,065,252 1,455,037

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）
1,088,576 1,065,252 1,455,037

期中平均株式数（株） 117,185 118,040 117,380

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） 1,960 － 2,060

 （うち新株予約権）（株） (1,960) － (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

 －

 

第11回総会で決議された新

株の引受権　　　　 500株

第１回新株予約権 1,600株

第２回新株予約権 1,960株

第３回新株予約権 1,090株

第５回新株予約権　 200株

第６回新株予約権　 750株

第７回新株予約権 1,950株

第８回新株予約権38,500株

－
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（重要な後発事象）

前第３四半期連結会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期連結会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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。 第８回新株予約権の行使により、株式

数等が次のとおり増加しました。

 

１　資本金増加日　 平成20年3月28日

　　普通株式　　　　　　 　3,850株

　　発行価額　　　　　  　　13千円

　　発行総額　　　　　  50,050千円

　　資本金　　　　　　25,525.5千円

　　資本準備金　　　　25,525.5千円

 

２　資本金増加日　　平成20年4月7日

　　普通株式　　　　　  　15,400株

　　発行価額　　　　　　　　13千円

　　発行総額　　　　   200,200千円

　　資本金　　　　   　102,102千円

　　資本準備金　   　　102,102千円

 

３　資本金増加日　　平成20年4月8日

　　普通株式　　　　    　15,400株

　　発行価額　　　　　  　　13千円

　　発行総額　　　   　200,200千円

　　資本金　　　　　　 102,102千円

　　資本準備金　　　 　102,102千円

 

４　資本金増加日　 平成20年4月11日

　　普通株式　　　　　　　 3,850株

　　発行価額　　　          13千円

　　発行総額　　　      50,050千円

　　資本金　　　　    25,525.5千円

　　資本準備金　　    25,525.5千円

 

これにより、発行済株式の総数は

156,540株、資本金2,150,655千円、資

本準備金3,277,291千円となっておりま

す。

配当起算日　        平成19年6月1日

 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３四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29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  1,908,740   396,301   △1,512,439  1,722,076   

２．売掛金  24,288   10,491   △13,796  12,605   

３．有価証券  100,480   －   △100,480  100,635   

４.たな卸資産  210,634   131,642   △78,991  196,683   

５．前渡金 ※１ －   603,288   603,288  －   

６．その他　　 ※２ 84,665   197,725   113,060  101,230   

流動資産合計   2,328,808 70.1  1,339,450 71.0 △989,358 △42.5  2,133,231 72.8

Ⅱ　固定資産             

１．有形固定資産
　　　

※3            

(1）建物  35,374   24,730   △10,644  33,937   

(2）工具器具及
び備品

 371,826   234,259   △137,566  316,941   

有形固定資産
合計

 407,201  12.3 258,989  13.8 △148,211 △36.4 350,879  12.0

２．無形固定資産  4,294  0.1 4,188  0.2 △105 △2.5 3,959  0.1

３．投資その他の
資産

            

    投資その他の
資産

 1,132,966   959,636   △173,330  871,175   

 　 貸倒引当金  △551,900   △676,627   △124,727  △427,260   

 　 投資その他の
資産合計

 581,066  17.5 283,008  15.0 △298,057 △51.3 443,915  15.1

固定資産合計   992,561 29.9  546,187 29.0 △446,374 △45.0  798,753 27.2

資産合計   3,321,369 100.0  1,885,637 100.0 △1,435,732 △43.2  2,931,985 100.0

（負債の部）             

Ⅰ　流動負債             

１．買掛金  6,817   3,008   △3,809  12,633   

２．１年内返済長
期借入金

 80,000   80,000   －  120,000   

３．未払金  12,432   89,444   77,011  22,196   

４．未払法人税等  3,816   7,192   3,375  8,049   

５．その他  14,405   67,650   53,244  50,596   

流動負債合計   117,472 3.5  247,294 13.1 129,821 110.5  213,476 7.3

Ⅱ　固定負債             

１．長期借入金  80,000   －   △80,000
△

100.0
40,000   

２．長期預り金  84,903   110,371   25,468 30.0 95,140   

固定負債合計   164,903 5.0  110,371 5.9 △54,532 △33.0  135,140 4.6

負債合計   282,375 8.5  357,665 19.0 75,290 26.7  348,616 11.9
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前第３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29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   1,894,900 57.1  1,895,400 100.5 500 0.0  1,895,400 64.6

　２．資本剰余金             

（1）資本準備
 金

 3,021,536   3,022,036     3,022,036   

  　 資本剰余金合計   3,021,536 91.0  3,022,036 160.2 500 0.0  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  △1,877,505   △3,399,474     △2,334,222   

　　 利益剰余金合計   △1,877,505 △56.5  △3,399,474 △180.2 △1,521,969 81.1  △2,334,222 △79.6

株主資本合計   3,038,930 91.5  1,517,961 80.5 △1,520,969 △50.0  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

  63 0.0  － － △63
△

100.0
 155 0.0

 　 評価・換算差
　　額等合計

  63 0.0  － － △63
△

100.0
 155 0.0

Ⅲ　新株予約権   － －  10,010 0.5 10,010 100.0  － －

純資産合計   3,038,994 91.5  1,527,971 81.0 △1,511,022 △49.7  2,583,369 88.1

負債純資産合計   3,321,369 100.0  1,885,637 100.0 △1,435,732 △43.2  2,931,985 100.0
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(2）第３四半期損益計算書

前第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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   97,005 100.0  154,873 100.0 57,867 59.7  153,039 100.0

Ⅱ　売上原価   236,358 243.7  260,070 167.9 23,712 10.0  360,887 235.8

売上総損失   139,352 △143.7  105,196 △67.9 34,155 △24.5  207,847 △135.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

 ＊1.2  693,272 714.7  655,123 423.0 △38,149 △5.5  922,495 602.8

営業損失   832,625 △858.3  760,320 △490.9 72,304 △8.7  1,130,342 △738.6

Ⅳ　営業外収益 ※３  54,768 56.5  14,705 9.4 △40,063 △73.2  54,561 35.6

Ⅴ　営業外費用 ※４  31,395 32.4  55,971 36.1 24,575 78.3  14,422 9.4

経常損失   809,252 △834.2  801,586 △517.5 7,665 △0.9  1,090,204 △712.4

 Ⅵ  特別利益   56 0.1  611 0.3 555   56 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５  502,173 517.7  263,432 170.1 △238,740 47.5  677,533 442.7

税引前当期純
損失又は税引
前第３四半期
純損失

  1,311,369 △1,351.8  1,064,408 △687.3 246,961 △18.8  1,767,681 △1,155.1

法人税、住民
税及び事業税

  1,215 1.3  844 0.5 △370 △30.5  1,620 1.0

当期純損失又
は第３四半期
純損失

  1,312,584 △1,353.1  1,065,252 △687.8 247,332 △18.8  1,769,301 △1,156.1
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(3）第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６月１日　至　平成19年２月28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３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 9,800 9,800 9,800   19,600

四半期純利益    △1,312,584 △1,312,584 △1,312,584

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）

      

第3四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

9,800 9,800 9,800 △1,312,584 △1,312,584 △1,292,984

平成19年２月28日　残高
（千円）

1,894,900 3,021,536 3,021,536 △1,877,505 △1,877,505 3,038,931

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

第3四半期会計期間中の変動額

新株の発行    19,600

四半期純利益    △1,312,584

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）

63 63 △56 7

第3四半期会計期間中の変動額合
計（千円）

63 63 △56 △1,292,977

平成19年２月31日　残高
（千円）

63 63 － 3,038,994
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当第３四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29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3四半期会計期間中の変動額

四半期純利益 － － － △1,065,252 △1,065,252 △1,065,252

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）

－ － － － － －

第3四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － － △1,065,252 △1,065,252 △1,065,252

平成20年２月29日　残高
（千円）

1,895,400 3,022,036 3,022,036 △3,399,474 △3,399,474 1,517,961

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19年５月31日　残高
（千円）

155 155 － 2,583,369

第3四半期会計期間中の変動額

四半期純利益 － － － △1,065,252

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）

△155 △155 10,010 9,855

第3四半期会計期間中の変動額
合計（千円）

△155 △155 10,010 △1,055,397

平成20年２月29日　残高
（千円）

－ － 10,010 1,527,971
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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３四半期会計期間

(自　平成18年６月１日

　至　平成19年２月28日)

当第３四半期会計期間

(自　平成19年６月１日

　至　平成20年２月29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３四半期会計期間におい

て、1,065百万円の当期純損失ならびに

1,132百万円の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、平成19年11月末日までに予

定しておりました第三者割当増資、また

は新規借入等による資金調達を実行する

ことが出来ませんでした。

　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、まずは、可及

的速やかな資金調達実行に全力を尽しま

す。さらに当面の資金を確保した後は、

中長期の視点から捉えた安定的かつより

効率的な資金調達を、増資等によるファ

イナンスを中心に進めてまいります。

　売上の回復については、創薬及び関連

事業は収益性の高いプロジェクトに資源

を集中投下します。具体的には癌治療薬

開発プロジェクト（eMIP/ECI301)及び抗

炎症薬開発プロジェクト（FROUNT)を主

軸としてまいります。特に計画より遅れ

ていますeMIP/ECI301は臨床試験のステー

ジへ1日でも早く進めるようプロジェク

ト管理を徹底します。創薬ツール供給事

業は提携先であるGEHC社とともに国内は

もとより海外展開を積極的に推進します。

中国、韓国からさらには米国、ヨーロッ

パとGEHC社のネットワークを活用し、全

世界への販路拡大を図ってまいりま

す。

　経費の削減については、平成19年9月

に本社を移転し中央ラボ（目黒区青葉

台）統合し家賃負担の削減を実施しまし

た。家賃負担についてはさらに賃貸面積

の縮小等による削減を検討してまいりま

す。合わせて人件費等の削減により更な

る固定費削減に努めます。

又、研究開発に関連する外注先とも友好

な関係を維持しつつもコスト削減のため

粘り強い交渉を進めてまいります。

　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、当事業年度末におい

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３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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）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

同左

(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

同左

 　 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

２～10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
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29日）

前事業年度
（自　平成18年６月１日
至　平成19年５月31日）

(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

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３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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

株式交付費は、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

　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。 
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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３四半期会計期間

（自　平成18年６月１日
 至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
 至　平成20年２月29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

 　　　　　　　－

 

 

 　　　 　 　 －

 

 

 　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３四半期会計期間末
（平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年２月29日）

前事業年度末
（平成19年５月31日）

※１．　　　　　－ ※１．前渡金603,288千円の内、

400,000千円は平成19年９月27日

付韓国のファイナンスアンドテク

ノロジーインク社との譲渡契約

(癌治療薬eMIP/ECI301製剤30％持

分権利及び日本を除く東南アジア

でのeMIP/ECI301製剤の独占販売

及びライセンス権利の譲渡を当社

が受ける契約)にともなう譲渡代

金の一部を前渡した(支払った）

ものであります。

　譲渡日(譲渡を受ける日）は、

最終支払日の平成20年６月13日で

あります。

※１．　　　　 　－

※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  　　　

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は479,881千円であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は642,920千円であります。

※３．有形固定資産の減価償却累計額

は537,284千円であります。
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（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６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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．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

あります。

　　　給与手当　　　  　93,969千円

　　　コンサルタント料  85,259千円

　　　研究開発費　　   329,908千円

　　　減価償却費　　　  10,482千円

※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

あります。

　　　給与手当　　　　 　81,996千円

　　　コンサルタント料　101,075千円

　　　研究開発費　　　　273,507千円

　　　減価償却費　　　　  7,071千円

※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あ

ります。

　給与手当　　　      122,272千円

　コンサルタント料　  112,722千円

　研究開発費　　　 　 422,782千円

　減価償却費　　　　   14,432千円

※２．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329,908千円で

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　　　　39,454千円

        減価償却費　　  92,089千円

        給与手当　　　　76,278千円

        報酬手当　　     8,836千円

　      実験用薬品費　  27,620千円

※２．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273,507千円であり、

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　　　　41,410千円

         減価償却費　　  72,760千円

         給与手当　　　　64,980千円

 　      報酬手当　　    11,553千円

 　      実験用薬品費　  13,030千円

※２．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

※３．営業外収益のうち主要なもの ※３．営業外収益のうち主要なもの ※３．営業外収益のうち主要なもの

　　　受取利息　　    　 9,565千円 

　　　為替差益　　 　   44,158千円

 　　　受取利息　　  　  13,536千円

　　　

受取利息　　 　　12,676千円

為替差益　　　　 40,815千円

※４．営業外費用のうち主要なもの ※４．営業外費用のうち主要なもの ※４．営業外費用のうち主要なもの

支払利息　　　　  2,872千円

雑損失　　　　 　10,419千円

　

       為替差損　　　 　17,806千円

　　　 支払利息　 　　 　 1,606千円

　　 　為替差損　　　  　52,216千円

　　　　 

支払利息　　　　　3,702千円

調停和解金　　　　7,300千円

※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの ※５．特別損失のうち主要なもの

貸倒引当金繰入　　306,650千円

 　　子会社株式評価損 　90,000千円

 　　投資有価証券評価損100,155千円

　　　 貸倒引当金繰入 　249,367千円

 　　　事務所移転費用　　 6,842千円

 　　 

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
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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６月１日　至　平成19年２月28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６月１日　至　平成20年２月29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３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28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３四半期会計期間（自　平成19年６月１日　至　平成20年２月29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。

（デリバティブ取引関係）

前第３四半期会計期間（自　平成18年６月１日　至　平成19年２月28日）

  デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、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６月１日　至　平成20年２月29日）

  デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、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）

  デリバティブ取引には、ヘッジ会計が適用されているので、該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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 25,767.29円

１株当たり四半期純損失

金額
11,200.96円

１株当たり純資産額 12,859.72円

１株当たり四半期純損失

金額
9,024.50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３四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３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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）
1,312,584 1,065,252 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）
1,312,584 1,065,252 1,769,301

期中平均株式数（株） 117,185 118,040 117,380

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） 1,960 － －

 （うち新株予約権）（株） (1,960) － －

 （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

　　　　　　　　　－  第11回総会で決議された新株

の引受権　　　　　500株

第１回新株予約権　1,600株

第２回新株予約権　1,960株

第３回新株予約権　1,090株

第５回新株予約権　　200株

第６回新株予約権　　750株

第７回新株予約権　1,950株

第８回新株予約権 38,500株

　　　　　　　　　－
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（重要な後発事象）

前第３四半期会計期間
（自　平成18年６月１日
至　平成19年２月28日）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年６月１日
至　平成20年２月29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。  第８回新株予約権の行使により、株

式数等が次のとおり増加しました。

 

１　資本金増加日　平成20年3月28日

　　普通株式　　　　　　　3,850株

　　発行価額　　　　　　　 13千円

　　発行総額　　       50,050千円

　　資本金　　   　　25,525.5千円

　　資本準備金　   　25,525.5千円

 

２　資本金増加日　 平成20年4月7日

　　普通株式　　       　15,400株

　　発行価額　       　　　13千円

　　発行総額　    　　200,200千円

　　資本金　　    　　102,102千円

　　資本準備金    　　102,102千円

 

３　資本金増加日 　平成20年4月8日

　　普通株式　　　     　15,400株

　　発行価額　　　     　　13千円

　　発行総額　　    　200,200千円

　　資本金　　    　　102,102千円

　　資本準備金　    　102,102千円

 

４　資本金増加日　平成20年4月11日

　　普通株式　　        　3,850株

　　発行価額　         　　13千円

　　発行総額　　　   　50,050千円

　　資本金　　　　   25,525.5千円

　　資本準備金　　   25,525.5千円

 

これにより、発行済株式数の総額は

156,540株、資本金2,150,655千円、資

本準備金3,277,291千円となっており

ます。

配当起算日  　　   平成19年6月1日

 該当事項はありません。
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