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（百万円未満切捨て）  

１．平成20年６月期第３四半期の連結業績（平成19年７月１日 ～ 平成20年３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６月期第３四半期 2,100 14.5 97 79.3 126 △15.1 1 △98.0

19年６月期第３四半期 1,834 14.4 54 △91.2 149 △75.4 89 △74.7

（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 

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３四半期 7 00 6 66

19年６月期第３四半期 379 03 352 74

（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３四半期 6,464 5,973 91.5 22,831   29 

19年６月期第３四半期 6,888 4,696 67.2 19,153   94 

（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３四半期 83 △1,537 △49 1,851 

19年６月期第３四半期 △80 △1,013 1,734 3,015 

（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 0 00 － － 

20年６月期（予想） 0 00 200 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 2,750 15.3 140 191.0 200 51.6 100 36.8 386 33 

 
※ 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20年３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

又は四半期純損失(△)

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20年６月期第３四半期 234 △68.4 44 △64.1 20 △83.1 △17 －

19年６月期第３四半期 744 △53.6 122 △80.3 119 △80.7 70 △80.4

（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 
四半期純損失(△) 

 円    銭

20年６月期第３四半期 △66 79

19年６月期第３四半期 296 02

（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３四半期 5,990 5,898 98.5 22,767   22 

19年６月期第３四半期 6,368 4,645 72.6 19,135   41 

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

 
６．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日 ～ 平成20年６月30日） 

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純損失(△) 
１株当たり 

当期純損失(△)

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円    銭

通     期 305 △62.2 30 △77.4 15 △88.0 △15 － △57 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

※ 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３四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811百万円（対前年同期比

2.0％増）の売上計上を行いました。新規受注につきましては、トクホ開発に一巡感が生じていること等を背景

としてトクホの主な開発主体である大手の食品・製薬企業等の開発動向が鈍化し、新規の開発案件の減少傾向が

続いており、受注高は602百万円（対前年同期比30.6％減）、受注残高は610百万円（対前年同期比31.4％減）と

なりました。 

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手数料及び「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227百万円（対前年同期比37.5％増）の売上計上を行いま

した。新規受注につきましては、受注高は99百万円（対前年同期比68.2％減）、受注残高は32百万円（対前年同

期比85.4％減）となりました。 

なお、疲労プロジェクトにおきましては、平成20年３月に当社グループの日本予防医薬㈱が、プロジェクト参

加企業の１社と共同開発を行った製品について厚生労働省に抗疲労トクホの申請を行いました。当該製品につい

ては、トクホの申請と並行して医科向け専用食品としての発売を予定しており、また、トクホの許可が得られた

場合にはＯＥＭによる他社への供給も視野に入れております。 

これらの結果、当第３四半期のセグメント間の内部取引相殺前の生体評価システム事業の業績は、売上高

1,038百万円（対前年同期比8.1％増）、営業利益399百万円（対前年同期比23.7％増）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653百

万円（対前年同期比10.4％増）、卸売部門で312百万円（対前年同期比14.0％増）の売上計上を行いました。当

期の上半期は、広告媒体の選別が必ずしも適切でなかったことやトライアル（お試し）商品が業界標準と比べて

高価であったこと等のために積極的に推進した広告販促活動が期待どおりには奏功せず、広告宣伝費の増加が利

益を大きく圧迫する結果となりましたが、下半期に入ってからは広告販促活動の効率的な運営に努めるとともに、

新規顧客開拓のための低価格のトライアル商品や既存顧客の囲い込みのための高価格セット商品を投入する等の

施策を実施したことにより、売上は好調に推移しております。 

この結果、当第３四半期の化粧品事業の業績は、売上高966百万円（対前年同期比11.5％増）、営業損失98百

万円（前年同期は２百万円の営業利益）となりました。なお、のれん償却費は59百万円となっております。 

 

（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、主に中間法人大阪府内科医会との共同によるトクホ等の機能性食品の市

販後調査の受託手数料について、ほぼ計画どおり117百万円（対前年同期比1,471.9％増）の売上計上を行いまし

た。なお、このうちセグメント間の内部売上高は20百万円となっております。 

当該事業につきましては、中長期的な業容の拡大に向けた医療機関ネットワークの拡充に注力しております。

当第３四半期においては、医療機関ネットワークの拡充に要する経費が先行投資の形となり営業損失を計上しま

したが、大阪府内科医会に続いて神奈川県保険医協会との間で市販後調査事業にかかる共同事業契約を締結し、

既に同協会との共同による市販後調査を受注する等、着実に成果を挙げており、また、大阪および神奈川以外の

地域の医師組織・団体との折衝も進んでおります。 

この結果、当第３四半期のセグメント間の内部取引相殺前のマーケティング事業の業績は、売上高117百万円

（対前年同期比1,471.9％増）、営業損失12百万円（前年同期は56百万円の営業損失）となりました。 

 

この他、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43百万円を計上しております。また、中間期に引き続き、当社が資金運用目的で保有しております投資

有価証券の一部（円建て元本確保型債券）に関しまして、評価差額64百万円を営業外費用に計上いたしました。

当該投資有価証券につきましては、今後の研究開発投資等の資金の必要性にも考慮しつつ、ある程度長期的に存
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在することが想定される手元資金に関しまして、元本が確保され、また一応の換金性がある金融商品にて運用を

行っているものであり、当該投資有価証券を満期償還まで保有することが十分に可能であると想定しております

ので、転売等により評価損が顕在化することはないものと考えております。なお、当該投資有価証券の評価差額

につきましては、繰延税金資産を計上しておりません。 

以上のようなことから、当第３四半期の業績は、売上高2,100百万円（対前年同期比14.5％増）、営業利益97

百万円（対前年同期比79.3％増）、経常利益126百万円（対前年同期比15.1％減）、第３四半期純利益１百万円

（対前年同期比98.0％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ197百万円減少して6,464百万円となりました。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る現金の減少および有価証券の増加、ならびに円建て

元本確保型債券500百万円の取得による現金の減少および投資有価証券の増加であります。なお、金融商品取引

法の施行により、信託受益権は前連結会計年度まで信託受益権として表示しておりましたが、当第３四半期連結

会計年度より有価証券に含めて表示しております。 

また、流動負債は、前連結会計年度末に比べ100百万円減少して490百万円となりました。主な増減は、未払法

人税等の増加91百万円および前受金の減少206百万円であります。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96百万円減少して5,973百万円となりました。これは主にその他有価証券

評価差額金の減少59百万円および剰余金の処分（配当）51百万円によるものであります。 

 

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。 

現時点においては、何れのセグメントも概ね平成20年２月14日発表の通期業績予想数値の前提となる計画に沿

った進捗となっておりますので、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 

  該当事項はありません。 

 

(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３四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日現在） 

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年３月31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   3,015,040 1,851,576   3,355,158

 ２．受取手形及び売掛金   209,059 294,010   152,996

 ３．有価証券   － 2,002,478   －

 ４．たな卸資産   338,785 362,855   373,481

 ５．信託受益権   1,000,000 －   1,000,000

 ６．抵当証券   500,000 －   －

 ７．その他   229,130 31,664   229,184

   貸倒引当金   △6,579 △6,490   △6,701

  流動資産合計   5,285,435 76.7 4,536,095 70.2  5,104,120 76.6

     

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※1  60,864 51,164   59,225

 ２．無形固定資産     

  (1) のれん  745,833 668,999  708,278 

  (2) その他  49,715 795,549 44,657 713,657  57,368 765,646

 ３．投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  642,016 1,007,702  629,787 

  (2) その他  104,473 746,489 155,391 1,163,093  102,704 732,491

  固定資産合計   1,602,903 23.3 1,927,915 29.8  1,557,363 23.4

  資産合計   6,888,339 100.0 6,464,011 100.0  6,661,484 100.0
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前第３四半期連結会計期間末
（平成19年３月31日現在） 

当第３四半期連結会計期間末
（平成20年３月31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   36,312 48,190   28,009

 ２．未払法人税等   25,619 96,414   5,179

 ３．賞与引当金   2,277 －   －

 ４．ポイント引当金   7,339 8,764   6,988

 ５．前受金   318,433 224,274   430,961

 ６．その他   401,505 112,472   119,594

  流動負債合計   791,488 11.5 490,117 7.6  590,732 8.9

     

Ⅱ 固定負債     

 １．社債   1,400,000 －   －

  固定負債合計   1,400,000 20.3 － －  － －

  負債合計   2,191,488 31.8 490,117 7.6  590,732 8.9

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   1,134,381 16.5 1,834,586 28.4  1,834,342 27.5

 ２．資本剰余金   1,972,430 28.6 2,672,636 41.4  2,672,391 40.1

 ３．利益剰余金   1,727,278 25.1 1,670,824 25.8  1,720,770 25.9

 ４．自己株式   △199,940 △2.9 △199,940 △3.1  △199,940 △3.0

  株主資本合計   4,634,150 67.3 5,978,107 92.5  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   △5,103 △0.1 △62,658 △1.0  △2,979 △0.1

  評価・換算差額等合計   △5,103 △0.1 △62,658 △1.0  △2,979 △0.1

Ⅲ 新株予約権   20,600 0.3 － －  － －

Ⅳ 少数株主持分   47,204 0.7 58,444 0.9  46,166 0.7

  純資産合計   4,696,850 68.2 5,973,893 92.4  6,070,751 91.1

  負債・純資産合計   6,888,339 100.0 6,464,011 100.0  6,661,484 100.0
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 (2) （要約）四半期連結損益計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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   1,834,145 100.0 2,100,925 100.0  2,385,744 100.0

Ⅱ 売上原価   533,447 29.1 603,440 28.7  686,643 28.8

  売上総利益   1,300,697 70.9 1,497,485 71.3  1,699,100 71.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  1,246,119 67.9 1,399,633 66.6  1,650,986 69.2

  営業利益   54,577 3.0 97,852 4.7  48,114 2.0

Ⅳ 営業外収益     

 １．受取利息  3,416 34,180  4,248 

 ２．持分法による投資利益  85,666 43,314  79,837 

 ３．雑収入  20,416 109,498 5.9 16,914 94,409 4.4 22,830 106,916 4.5

Ⅴ 営業外費用     

 １．支払利息  877 －  877 

 ２．株式交付費  2,411 2  7,711 

 ３．社債発行費  10,498 －  12,604 

 ４．投資有価証券評価損  － 64,250  － 

 ５．雑損失  911 14,698 0.8 1,177 65,430 3.1 1,937 23,130 1.0

  経常利益   149,377 8.1 126,831 6.0  131,899 5.5

Ⅵ 特別損失     

 １．固定資産除却損 ※2 177 126  354 

 ２．賃貸借契約解約損  14,000 14,177 0.7 － 126 0.0 14,000 14,354 0.6

  税金等調整前第３四 
  半期（当期）純利益 

  135,200 7.4 126,705 6.0  117,545 4.9

  法人税、住民税及
び事業税 

※3 67,925 114,096  39,017 

  法人税等調整額  － 67,925 3.7 16,102 130,199 6.2 29,142 68,159 2.8

  少数株主損失(△)   △22,650 △1.2 △5,306 △0.3  △23,688 △1.0

  第３四半期(当期)
純利益 

  89,924 4.9 1,811 0.1  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３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 300,766 300,766  601,533

剰余金の配当 △47,309  △47,309

第３四半期純利益 89,924  89,924

株主資本以外の項目の当第３四 
半期連結会計期間変動額（純額） 

 －

第３四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） 300,766 300,766 42,615 － 644,148

平成19年３月31日 残高  （千円） 1,134,381 1,972,430 1,727,278 △199,940 4,634,150

 

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 

新株予約権 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

第３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  601,533

剰余金の配当  △47,309

第３四半期純利益  89,924

株主資本以外の項目の当第３四 
半期連結会計期間変動額（純額） △5,103 △5,103 20,600 △22,650 △7,153

第３四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） 

△5,103 △5,103 20,600 △22,650 636,994

平成19年３月31日 残高  （千円） △5,103 △5,103 20,600 47,204 4,696,850

 

    当第３四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行 244 244  488

剰余金の配当 △51,758  △51,758

第３四半期純利益 1,811  1,811

株主資本以外の項目の当第３四 
半期連結会計期間変動額（純額）  －

第３四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） 

244 244 △49,946 － △49,457

平成20年３月31日 残高  （千円） 1,834,586 2,672,636 1,670,824 △199,940 5,978,107

 
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３四半期連結会計期間中の変動額  

新株の発行  488

剰余金の配当  △51,758

第３四半期純利益  1,811

株主資本以外の項目の当第３四 
半期連結会計期間変動額（純額） △59,678 △59,678 12,278 △47,400

第３四半期連結会計期間中の変動 
額合計                  （千円） △59,678 △59,678 12,278 △96,857

平成20年３月31日 残高  （千円） △62,658 △62,658 58,444 5,973,893
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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３四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３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３四半期（当期）純利益  135,200 126,705 117,545 

減価償却費  31,289 32,639 42,436 

のれん償却費  60,473 60,062 98,028 

持分法による投資利益  △85,666 △43,314 △79,837 

貸倒引当金の減少額  △12,658 △210 △12,537 

賞与引当金の増減額（減少：△）  1,577 － △700 

ポイント引当金の増減額（減少：△）  △3,644 1,776 △3,995 

受取利息  △3,416 △34,180 △4,248 

支払利息  877 － 877 

投資有価証券評価損  － 64,250 － 

固定資産除却損  177 126 354 

賃貸借契約解約損  14,000 － － 

売上債権の増減額（増加：△）  195,565 △141,013 251,672 

たな卸資産の減少額  47,417 10,626 12,959 

未収消費税等の減少額  － 31,089 － 

仕入債務の増減額（減少：△）  － 20,180 △3,692 

前受金の増減額（減少：△）  30,027 △206,686 142,555 

未払消費税等の増減額（減少：△）  △16,726 11,743 △8,748 

その他  △114,503 11,180 △137,502 

小計  279,990 △55,026 415,168 

利息の受取額  2,518 16,386 3,492 

利息の支払額  △877 － △877 

法人税等の支払額  △362,394 122,216 △362,690 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △80,763 83,576 55,092 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の純減少額  500,000 － 500,000 

有価証券の取得による支出  － △4,000,000 △200,000 

有価証券の償還による収入  － 2,000,000 200,000 

信託受益権の純増減額（増加：△）  △552,000 1,000,000 △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  △4,361 △9,177 △6,571 

無形固定資産の取得による支出  △14,253 △17,693 △14,253 

投資有価証券の取得による支出  △500,000 △500,000 △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 

 △480,465 － △770,465 

子会社株式の取得による支出  － △3,200 － 

差入保証金の差入による支出  － △5,039 － 

保険の解約による収入  36,499 － 36,499 

その他  1,471 △2,435 1,701 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,013,109 △1,537,546 △805,089 
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前第３四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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  1,334 486 524 

社債の発行による収入  1,990,667 － 1,987,395 

新株予約権の発行による収入  19,433 － － 

配当金の支払額  △45,563 △50,098 △45,764 

その他  △113 － △191 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,734,256 △49,612 1,710,461 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （減少：△） 

 640,383 △1,503,581 960,464 

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３四半期
末（期末）残高 

※ 3,015,040 1,851,576 3,355,158 
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 (5) 注記事項等 

   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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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   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 

 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ことか

ら、また㈱ビービーラボラト

リーズ他２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 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３四半期純損

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３四

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３四半

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

３四半期純損益（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第３

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。 

(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３四半期純損益（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

も第３四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。 

(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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四

半期会計期末日と第３四半期連

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    時価のあるもの 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 第３四半期連結決算末

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。 

 第３四半期連結決算末

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。 
 なお、組込デリバティ

ブを区分して測定できな

い複合金融商品について

は、全体を時価評価し、

評価差額を損益に計上し

ております。 

 当連結会計年度末の市

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 

  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 デリバティブ ────── 

   時価法を採用しており

ます。 

 

③ たな卸資産 ③ たな卸資産 ③ 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 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 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 

 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 

  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 

  

（追加情報） 

 当社及び連結子会社は、

法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得

した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価

償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連

結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相

当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 なお、これによる損益に

与える影響は軽微でありま

す。 

 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

基づいております。 

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

３四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 
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項目 
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

(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 

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 

(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 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 

  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３四半

期連結会計期間に属する損益

の同社持分相当額は、営業外

収益（雑収入）に「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

相当額は、営業外収益（その

他）に「匿名組合投資利益」

として処理しております。 

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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   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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

────── （繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い） 

 当第３四半期連結会計期間から、「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、当第３四半期連結会計期間より「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。 

  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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

（四半期連結貸借対照表） ────── 

 「投資有価証券」は、前第３四半期連結会計期間末は、投資

その他の資産として一括して表示しておりましたが、当第３四

半期連結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３四半期連結会計期間末の「投資有価証券」の金

額は48,000千円であります。 

 

（四半期連結損益計算書） ────── 

１．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりまし

た「抵当証券利息」（当第３四半期連結会計期間は2,314千

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．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりまし

た「助成金収入」（当第３四半期連結会計期間は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．前第３四半期連結会計期間において区分掲記しておりまし

た「信託収益」（当第３四半期連結会計期間は1,380千円）

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」（当第３四半期連結会計期間は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） 

  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３四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３四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4,610千円であります。 

 

   追加情報 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

────── （税金費用） ────── 

  四半期決算における税金費用について

は、従来は簡便法により計算しておりま

したが、税金費用をより合理的に算定す

るため、当第３四半期連結会計期間より

原則法を採用しております。 

 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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   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３月31日） 

当第３四半期連結会計期間末 
（平成20年３月31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 

103,458千円 119,903千円 107,024千円

 

   （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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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41％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は59％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。 

給料手当      180,967千円 

賞与引当金繰入額   2,277千円 

減価償却費     21,178千円 

研究開発費     93,021千円 

広告宣伝費     239,691千円 

販売促進費     141,871千円 

のれん償却費    60,473千円 

貸倒引当金繰入額   3,959千円 

役員報酬      67,198千円

給料手当      207,122千円

退職給付費用     1,030千円

減価償却費     18,283千円

研究開発費     92,340千円

広告宣伝費     299,356千円

販売促進費     205,726千円

のれん償却費    60,062千円

貸倒引当金繰入額   1,900千円

ポイント引当金繰入額 2,186千円

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。 

※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      177千円 器具及び備品      126千円 器具及び備品      354千円

※３ 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。 

────── ────── 
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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７月１日 至 平成19年３月31日） 

    １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株
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) 237,464 5,130 － 242,594

 合計  237,464 5,130 － 242,594

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5,130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4,106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 

当第３四半期
連結会計年度増加

当第３四半期
連結会計年度減少

当第３四半期
連結会計年度末 

当第３四半期
連結会計期間
末残高(千円)

第６回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120

第７回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120

第８回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120

第９回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120

提出会社 

第10回新株予約権 普通株式 － 1,280 － 1,280 4,120

連結子会社  － － － － － －

合計 － － － － － 20,600

(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 

  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。 

 

    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 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 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 47,309 200 平成18年６月30日 平成18年９月29日

 

(2) 基準日が当第３四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３四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３四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

    １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前連結会計年度末株
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) 259,708 304 － 260,012

 合計  259,708 304 － 260,012

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304株は、新株予約権（ストックオプション）の行使によるものであります。 

 

    ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

       該当事項はありません。 
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    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 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 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 51,758 200 平成19年６月30日 平成19年９月28日

 

(2) 基準日が当第３四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３四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。 

 

    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
(千円) 

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 
（千円） 

１株当たり 
配当額（円） 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 47,309 200 平成18年６月30日 平成18年９月29日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円）

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 利益剰余金 200 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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と第３四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 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末

残高と第３四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 

※ 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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在） （平成19年６月30日現在）

現金及び現金勘定 3,015,040千円  現金及び現金勘定 1,851,576千円 現金及び現金勘定 3,355,158千円

現金及び現金同等物 3,015,040千円  現金及び現金同等物 1,851,576千円 現金及び現金同等物 3,355,158千円
 

 

 

   （リース取引関係） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

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３四半期末残

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第３四半期末残

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３四半

期末残高

相当額 

(千円) 

器具及び
備品 4,077 339 3,737 

合計 4,077 339 3,737 
 

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

器具及び
備品 4,077 1,155 2,922

合計 4,077 1,155 2,922
 

 

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３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 792千円

１年超 2,958千円

合計 3,751千円
 

１年内 806千円

１年超 2,151千円

合計 2,958千円
 

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 

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 355千円

減価償却費相当額 339千円

支払利息相当額 28千円
 

支払リース料 639千円

減価償却費相当額 611千円

支払利息相当額 43千円
 

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 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 同左 

５．利息相当額の算定方法 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 同左 

 

 

   （有価証券関係） 

    前第３四半期連結会計期間末（平成19年３月31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 500,000 491,350 △8,650 

(3) その他 － － － 

合計 500,000 491,350 △8,650 
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 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  

 非上場株式 5,000 

 

    当第３四半期連結会計期間末（平成20年３月31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(注)１．２． 1,000,000 829,550 170,450 

(3) その他 － － － 

合計 1,000,000 829,550 170,450 

(注)１．組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品を含んでおります。 

２．組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価し、評価差額△64,250

千円を営業外費用に計上しております。なお、「取得原価」には当該金融商品の取得価格を記載しており、

「四半期連結貸借対照表計上額」は取引先証券会社から提示された価格等に基づき算定しております。 

 

 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 1,002,478 

 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３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

     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７月１日 至 平成 20 年３月 31 日） 

 組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価し、「注記事項（有価証券関

係） １．その他有価証券で時価のあるもの」に含めて記載しております。 

 

    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） 

     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３四半期連結会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

     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７月１日 至 平成 20 年３月 31 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 

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 

権利行使価格（円） 1,608 1,608 

付与日における公正な評価単価

（円） 
－ － 

 

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 

権利行使価格（円） 324,948 429,030 

付与日における公正な評価単価

（円） 
－ － 

（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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   （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７月１日 至 平成19年３月31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 960,575 866,121 7,448 1,834,145 － 1,834,145

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 － － － － － －

計 960,575 866,121 7,448 1,834,145 － 1,834,145

営業費用 637,147 863,580 64,163 1,564,890 214,677 1,779,567

営業利益又は営業損失（△） 323,428 2,541 △56,715 269,254 (214,677) 54,577

(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214,677千円であり、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３四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。 

 この結果、従来の方法に比べて当第３四半期連結会計期間の売上高は、「生体評価システム事業」が前第

３四半期連結会計期間における単一セグメントとしての「生体評価システム事業」に比べ7,448千円（すべて

外部顧客に対する売上高）減少し、「マーケティング事業」が同額（すべて外部顧客に対する売上高）増加

しております。営業費用は、「生体評価システム事業」が前第３四半期連結会計期間における単一セグメン

トとしての「生体評価システム事業」に比べ64,163千円減少し、「マーケティング事業」が同額増加してお

ります。なお、前第３四半期連結会計期間のセグメント情報につきましては、当第３四半期連結会計期間に

おいて用いた事業区分の方法により区分した場合の影響は軽微であります。 

 

    当第３四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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 1,038,605 966,020 96,300 2,100,925 － 2,100,925

(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － 20,776 20,776 (20,776) －

計 1,038,605 966,020 117,076 2,121,702 (20,776) 2,100,925

営業費用 638,636 1,064,491 129,918 1,833,046 170,026 2,003,073

営業利益又は営業損失（△） 399,968 △98,471 △12,842 288,655 (190,803) 97,852

(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 
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(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190,803千円であり、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。 

 この結果、従来の方法に比べて当連結会計年度の売上高は、「生体評価システム事業」が前連結会計年度

における単一セグメントとしての「生体評価システム事業」に比べ7,494千円（すべて外部顧客に対する売上

高）減少し、「マーケティング事業」が同額（すべて外部顧客に対する売上高）増加しております。営業費

用は、「生体評価システム事業」が前連結会計年度における単一セグメントとしての「生体評価システム事

業」に比べ80,121千円減少し、「マーケティング事業」が同額増加しております。営業利益は、「生体評価

システム事業」が前連結会計年度における単一セグメントとしての「生体評価システム事業」に比べ58,530

千円増加し、「マーケティング事業」が同額減少しております。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報につきましては、当連結会計年度において用いた事業区分の方法

により区分した場合の影響は軽微であります。 

 

 

   【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７月１日 至 平成19年３月31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３四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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。 
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   【海外売上高】 

    前第３四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

     海外売上高がないため、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７月１日 至 平成20年３月31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。 

 

 

   （企業結合等関係） 

前第３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

（企業結合における共通支配下の取引等

関係） 

────── （企業結合における共通支配下の取引等

関係） 

新設分割  新設分割 

１．結合当事企業の名称及びその事業の

内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

 １．結合当事企業の名称及びその事業の

内容、企業結合の法的形式、結合後企

業の名称並びに取引の目的を含む取引

の概要 

(1) 結合当事企業又は対象となった事業

の名称及びその事業の内容 

 (1) 結合当事企業又は対象となった事業

の名称及びその事業の内容 

 当社における生体評価システム事

業。（なお、当社は分割期日をもっ

て、㈱総医研ホールディングスに商

号変更いたしております。） 

  当社における生体評価システム事

業。（なお、当社は分割期日をもっ

て、㈱総医研ホールディングスに商

号変更いたしております。） 

(2) 企業結合の法的形式  (2) 企業結合の法的形式 

   分社型新設分割     分社型新設分割 

(3) 結合後企業の名称  (3) 結合後企業の名称 

 ㈱総合医科学研究所 

（生体評価システム事業を承継） 

  ㈱総合医科学研究所 

（生体評価システム事業を承継） 

(4) 取引の目的を含む取引の概要  (4) 取引の目的を含む取引の概要 

 ① 新設分割の目的   ① 新設分割の目的 

 当社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

担保するためであります。 

  当社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

担保するためであります。 

 ② 新設分割の目的   ② 新設分割の目的 

  平成19年１月４日    平成19年１月４日 

２．実施した会計処理の概要  ２．実施した会計処理の概要 

 本新設分割は、「企業会計に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年

10月31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）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行ってお

ります。 

  本新設分割は、「企業会計に係る会

計基準」（企業会計審議会 平成15年

10月31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）に基づき、共通支

配下の取引として会計処理を行ってお

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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 19,153.94円 

１株当たり第３四半期 
純利益金額 

379.03円 

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

352.74円 
 

 

１株当たり純資産額 22,831.29円

１株当たり第３四半期 
純利益金額 

7.00円

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

6.66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
 

(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期連結会計期間
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日）

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四半期(当期)純利益金額    

第３四半期(当期)純利益（千円） 89,924 1,811 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３四半期(当期)純利益

（千円） 
89,924 1,811 73,074 

普通株式の期中平均株式数（株） 237,250 258,843 239,024 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益金額    

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 17,684 13,366 20,871 

（うち新株予約権） （14,369） （13,366） （20,871）

（うち転換社債） （ 3,315） （  －） （  －）

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３四半期(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）、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）及び平成19年

１月15日開催の取締役会

決議による平成19年１月

31日発行の第６回乃至第

10回新株予約権50個（普

通株式6,400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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

────── ────── （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。 



㈱総医研ホールディングス（2385） 平成 20 年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

 - 29 -

６．（要約）四半期個別財務諸表 

 (1) （要約）四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 
（平成19年３月31日現在） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年３月31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  2,369,921 757,031  2,266,059 

 ２．有価証券  － 2,002,478  － 

 ３．たな卸資産  － 763  1,085 

 ４．関係会社短期貸付金  － 300,000  300,000 

 ５．信託受益権  1,000,000 －  1,000,000 

 ６．抵当証券  500,000 －  － 

 ７．その他 ※1 585,617 143,537  276,437 

  流動資産合計   4,455,539 70.0 3,203,811 53.5  3,843,581 63.6

     

Ⅱ 固定資産     

 １．有形固定資産 ※2 19,726 15,108  18,258 

 ２．無形固定資産  1,792 1,145  1,626 

 ３．投資その他の資産     

  (1) 投資有価証券  496,350 834,550  499,950 

  (2) 関係会社株式  1,328,340 1,805,726  1,602,526 

  (3) その他  67,204 130,290  81,543 

   投資その他の資産合計  1,891,895 2,770,567  2,184,019 

  固定資産合計   1,913,414 30.0 2,786,820 46.5  2,203,903 36.4

  資産合計   6,368,953 100.0 5,990,632 100.0  6,047,485 100.0
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前第３四半期会計期間末 
（平成19年３月31日現在） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年３月31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  358 28,604  1,261 

 ２．その他 ※1 323,425 63,178  19,139 

  流動負債合計   323,783 5.1 91,782 1.5  20,400 0.3

     

Ⅱ 固定負債     

 １．社債  1,400,000 －  － 

  固定負債合計   1,400,000 22.0 － －  － －

  負債合計   1,723,783 27.1 91,782 1.5  20,400 0.3

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １．資本金   1,134,381 17.8 1,834,586 30.6  1,834,342 30.3

 ２．資本剰余金     

  (1) 資本準備金  1,972,430 2,672,636  2,672,391 

    資本剰余金合計   1,972,430 31.0 2,672,636 44.6  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  1,712,801 1,644,224  1,713,270 

    利益剰余金合計   1,722,801 27.0 1,654,224 27.6  1,723,270 28.5

 ４．自己株式   △199,940 △3.1 △199,940 △3.3  △199,940 △3.3

  株主資本合計   4,629,673 72.7 5,961,507 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   △5,103 △0.1 △62,658 △1.0  △2,979 △0.0

  評価・換算差額等合計   △5,103 △0.1 △62,658 △1.0  △2,979 △0.0

Ⅲ 新株予約権   20,600 0.3 － －  － －

  純資産合計   4,645,170 72.9 5,898,849 98.5  6,027,085 99.7

  負債・純資産合計   6,368,953 100.0 5,990,632 100.0  6,047,485 100.0
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 (2) （要約）四半期損益計算書 

  
前第３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 

 554,201 －  554,201 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事
業収入 

 106,227 －  106,227 

 ３．受取手数料  84,007 744,436 100.0 234,930 234,930 100.0 147,513 807,942 100.0

Ⅱ 売上原価     

 １．評価試験事業売
上原価 

 214,874 －  214,874 

 ２．ﾊﾞｲｵﾏｰｶｰ開発事
業売上原価 

 31,896 246,770 33.2 － －  31,896 246,770 30.5

  売上総利益   497,665 66.9 234,930 100.0  561,171 69.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   374,707 50.4 190,803 81.2  428,383 53.1

  営業利益   122,957 16.5 44,126 18.8  132,788 16.4

Ⅳ 営業外収益 ※2  8,987 1.2 40,279 17.1  12,637 1.6

Ⅴ 営業外費用 ※3  12,909 1.7 64,252 27.3  20,315 2.5

  経常利益   119,035 16.0 20,154 8.6  125,109 15.5

  税引前第３四半期
（当期）純利益 

  119,035 16.0 20,154 8.6  125,109 15.5

  法人税、住民税及
び事業税 

※4 48,804 46,121  35,960 

  法人税等調整額  － 48,804 6.6 △8,678 37,442 16.0 18,449 54,410 6.7

  第３四半期(当期)純 
  利益又は純損失(△) 

  70,230 9.4 △17,288 △7.4  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３四半期会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
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

第３四半期会計期間中の
変動額   

新株の発行 300,766 300,766 300,766  601,533

剰余金の配当  △47,309 △47,309 △47,309

第３四半期純利益  70,230 70,230 70,230

株主資本以外の項目の
当第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) 300,766 300,766 300,766 － 22,921 22,921 － 624,454

平成19年３月31日残高 
        (千円) 

1,134,381 1,972,430 1,972,430 10,000 1,712,801 1,722,801 △199,940 4,629,673

 

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

新株予約権
純資産 
合計 

平成18年６月30日残高 
        (千円) 

－ － － 4,005,218

第３四半期会計期間中の
変動額  

新株の発行  601,533

剰余金の配当  △47,309

第３四半期純利益  70,230

株主資本以外の項目の
当第３四半期会計期間
中の変動額(純額) 

△5,103 △5,103 20,600 15,496

第３四半期会計期間中の
変動額合計   (千円) △5,103 △5,103 20,600 639,951

平成19年３月31日残高 
        (千円) 

△5,103 △5,103 20,600 4,645,170
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    当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
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３四半期会計期間中の
変動額   

新株の発行 244 244 244  488

剰余金の配当  △51,758 △51,758 △51,758

第３四半期純損失(△)  △17,288 △17,288 △17,288

株主資本以外の項目の
当第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) 244 244 244 － △69,046 △69,046 － △68,557

平成20年３月31日残高 
        (千円) 

1,834,586 2,672,636 2,672,636 10,000 1,644,224 1,654,224 △199,940 5,961,507

 

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３四半期会計期間中の
変動額  

新株の発行  488

剰余金の配当  △51,758

第３四半期純損失(△)  △17,288

株主資本以外の項目の
当第３四半期会計期間
中の変動額(純額) 

△59,678 △59,678 △59,678

第３四半期会計期間中の
変動額合計   (千円) △59,678 △59,678 △128,235

平成20年３月31日残高 
        (千円) 

△62,658 △62,658 5,898,849
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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 

   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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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) 有価証券 (1) 有価証券 (1) 有価証券 １．資産の評価基準及び評

価方法 子会社株式及び関連会社株

式 

子会社株式及び関連会社株

式 

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。 

同左 同左 

 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 時価のあるもの 

  第３四半期末日の市場

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。 

 第３四半期末日の市場

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。 
 なお、組込デリバティ

ブを区分して測定できな

い複合金融商品について

は、全体を時価評価し、

評価差額を損益に計上し

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 

  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) デリバティブ ────── 

   時価法を採用しておりま

す。 

 

 (3) たな卸資産 ────── ────── 

 仕掛品   

  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 

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 

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 

２．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 

 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 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得し

た資産については、改正前の

法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めて表示

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。

 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 



㈱総医研ホールディングス（2385） 平成 20 年６月期 第３四半期財務・業績の概況 

 - 36 -

項目 
前第３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

(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。 

同左 同左 

貸倒引当金 貸倒引当金 貸倒引当金 ３．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３四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。 

４．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 ５．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 

 税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

（四半期貸借対照表） （四半期貸借対照表） 

１．「投資有価証券」は、前第３四半期会計期間末は、投資そ

の他の資産として一括して表示しておりましたが、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「投資有価証券」の金額

は5,000千円であります。 

 「関係会社短期貸付金」は、前第３四半期会計期間末は、流

動資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、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「関係会社短期貸付金」の

金額は300,000千円であります。 

２．「関係会社株式」は、前第３四半期会計期間末は、投資そ

の他の資産として一括して表示しておりましたが、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163,000千円であります。 

 

 

   追加情報 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日） 

────── （持株会社化） （持株会社化） 

  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３四半期会計期間の

財政状態及び経営成績は、前第３四半期

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。 

────── （税金費用） ────── 

  四半期決算における税金費用について

は、従来は簡便法により計算しておりま

したが、税金費用をより合理的に算定す

るため、当第３四半期連結会計期間より

原則法を採用しております。 

 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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   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３月31日） 

当第３四半期会計期間末 
（平成20年３月31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。 

同左  

※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 

             28,146千円              32,947千円              29,614千円

 

   （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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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   11,000千円 

無形固定資産     649千円 

有形固定資産    3,333千円

無形固定資産      480千円

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      3,448千円 

抵当証券利息    2,314千円 

信託収益      1,380千円 

有価証券利息    1,366千円 

受取利息      5,057千円

有価証券利息   29,264千円

 

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 ※３ 営業外費用のうち主なもの ※３ 営業外費用のうち主なもの 

株式交付費     2,411千円 

社債発行費    10,498千円 

投資有価証券評価損  64,250千円 株式交付費     7,711千円

社債発行費    12,604千円

※４ 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」に含めて表示しております。 

────── ────── 

 

   （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７月１日 至 平成19年３月31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３四半期会計期
間増加株式数（株） 

当第３四半期会計期
間減少株式数（株） 

当第３四半期会計期
間末株式数（株） 

自己株式   

 普通株式  918 － － 918

 合計  918 － － 918

 

    当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31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３四半期会計期
間増加株式数（株） 

当第３四半期会計期
間減少株式数（株） 

当第３四半期会計期
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
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   （リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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） 

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３四半期末残

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第３四半期末残

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３四半

期末残高

相当額 

(千円) 

器具及び
備品 4,077 339 3,737 

合計 4,077 339 3,737 
 

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額

相当額

(千円)

第３四半

期末残高

相当額

(千円)

器具及び
備品 4,077 1,155 2,922

合計 4,077 1,155 2,922
 

 

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３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料第３四半期末残高相

当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 792千円

１年超 2,958千円

合計 3,751千円
 

１年内 806千円

１年超 2,151千円

合計 2,958千円
 

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 

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 355千円

減価償却費相当額 339千円

支払利息相当額 28千円
 

支払リース料 639千円

減価償却費相当額 611千円

支払利息相当額 43千円
 

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 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 同左 

５．利息相当額の算定方法 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 同左 

 

   （有価証券関係） 

 前第３四半期会計期間、当第３四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。 

 

 

   （企業結合等関係） 

    前第３四半期会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成19年３月31日） 

  四半期連結財務諸表の注記事項として記載のとおりであります。 

 

    当第３四半期会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成20年３月31日） 

  該当事項はありません。 

 

    前事業年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

  連結財務諸表の注記事項として記載のとおりであります。 
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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７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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 19,135.41円 

１株当たり第３四半期 
純利益金額 

296.02円 

潜在株式調整後１株当たり
第３四半期純利益金額 

275.49円 
 

 

１株当たり純資産額 22,767.22円

１株当たり第３四半期 
純損失金額（△） 

△66.79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３

四半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの第３四半期純損失が計

上されているため記載しておりません。

  

(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益金額又は第３四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（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３四半期会計期間 

（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日）

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31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３四半期(当期)純利益金額又は

１株当たり第３四半期純損失金額（△） 
 

 
 

第３四半期(当期)純利益又は第３四半期純

損失（△）（千円） 
70,230 △17,288 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３四半期(当期)純利益又

は第３四半期純損失（△）（千円） 
70,230 △17,288 70,699 

普通株式の期中平均株式数（株） 237,250 258,843 239,024 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益金額    

第３四半期(当期)純利益調整額（千円） － － － 

普通株式増加数（株） 17,684 － 20,871 

（うち新株予約権） （14,369） （  －） （20,871）

（うち転換社債） （ 3,315） （  －） （  －）

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３四半期(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）、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）及び平成19年

１月15日開催の取締役会

決議による平成19年１月

31日発行の第６回乃至第

10回新株予約権50個（普

通株式6,400株） 

 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）165個（普

通株式9,240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９月５日発行の新株

予約権（ストックオプシ

ョン）517個（普通株式

4,136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３四半期会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

前事業年度 
（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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７．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．商品仕入実績 

 当第３四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。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

前年同期比（％） 

生体評価システム事業 （千円） 5,829 － 

化粧品事業 （千円） 237,942 141.9 

合計 （千円） 243,771 145.3 

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．マーケティング事業では商品を取り扱っていないため、商品仕入実績は記載しておりません。 

 

３．受注実績 

 当第３四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。 

事業の種類別セグメントの名称 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） 702,845 59.5 642,818 57.9 

 評価試験 （千円） 602,981 69.4 610,818 68.6 

 バイオマーカー開発 （千円） 99,863 31.8 32,000 14.6 

マーケティング事業 （千円） 72,215 58.4 105,015 90.4 

合 計 （千円） 775,060 59.4 747,833 61.0 

（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３四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。 

事業の種類別セグメントの名称 
当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 

前年同期比（％） 

生体評価システム事業 （千円） 1,038,605 108.1 

 評価試験 （千円） 811,413 102.0 

 バイオマーカー開発 （千円） 227,191 137.5 

化粧品事業 （千円） 966,020 111.5 

マーケティング事業 （千円） 96,300 1,293.0 

合計 （千円） 2,100,925 114.5 

（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．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３四半期連結会計期間 
（自 平成18年７月１日 
至 平成19年３月31日） 

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３月31日） 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

味の素㈱ 86,497 4.7 255,228 12.1

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


