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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 399 ― △155 ― △138 ― △136 ―
20年6月期第1四半期 607 60.1 △3 ― 34 ― 19 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 △528.51 ―
20年6月期第1四半期 76.26 72.49

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

21年6月期第1四半期 6,053 5,627 92.1 21,523.50
20年6月期 6,238 5,788 91.9 22,132.02

（参考） 自己資本  21年6月期第1四半期  5,577百万円 20年6月期  5,734百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 1,100 ― △200 ― △200 ― △150 ― △578.94
通期 2,550 0.1 △300 ― △300 ― △250 ― △964.90

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、当社におい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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また。「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期 260,068株 20年6月期 260,012株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期 918株 20年6月期 918株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期 259,146株 20年6月期第1四半期 258,790株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の我が国の経済は、欧米の金融危機を背景として世界的な資産価値の減少や金融機能

の収縮が起きるなか、内需及び外需ともに減退し、また、円高が進行したこともあって総じて低調に推移しました。

今後、金融危機の影響が本格的に実体経済に波及し、景気が長期的な調整局面となることが懸念されます。

　当社グループの主な事業領域である特定保健用食品（以下「トクホ」といいます。）業界におきましては、血圧

や血糖値といった一般的な健康表示のトクホの開発に一巡感が生じたことに加え、イソフラボンやアガリクスの安

全性に関する問題が話題になり開発リスクが顕在化するなかで、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、新規の開発案件が減少する傾向が続いております。

  昨今の市場環境につきましては、トクホ商品の差別化が難しくなったために各企業が新規の健康表示や素材を用

いた独自性のある製品に対する開発意欲を強めることとなり、その結果、血管内皮機能、呼吸商、アディポサイト

カイン等の当社グループが強みを有する評価系の優位性が高まっているという面もあります。社会の高齢化や健康

保険財政の逼迫による予防医療の必要性の高まり等という構造的な問題に何ら変わりはないこと、食品業界におい

ては人口減の時代に売上高の維持・増大を図るためには商品の付加価値を創出する必要があること等から、今後と

もトクホ開発のニーズは相応に存在すると考えられ、当社グループでは、当社グループから主体的に開発案件の提

案を行うことに加え、抗疲労トクホの上市や医科向けの展開の本格化といった当社グループが現在進めている施策

の実現によって、トクホ市場の活性化に取り組んでいく方針であります。

　また、当社グループでは、従来からの中核事業であるトクホの開発支援に加え、開発段階だけではなく開発の前

段階及び市販後の調査やマーケティングへの関与、食品だけではなく医薬品や化粧品への事業領域の拡大、さらに

は自社での製品開発や販売といった形でのビジネスモデルの拡張を進めております。当社グループでは、今後、各

事業相互のシナジー効果を発揮しつつ、グループ業績の拡大に向けた成長戦略を着実に推進してまいる所存であり

ます。

　事業の種類別セグメントの業績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、主にトクホ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96百万円（前年同期比54.7％減）の売上計上を行いました。また、当四半期の新規受注は78百

万円（前年同期比57.8％減）、当四半期末の受注残高は688百万円（前年同期末比13.1％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。）で確立した評価技術を応用し、食薬以外の製品について「癒し」

の効果を評価する臨床評価試験を実施いたしました。当四半期においては、この食薬以外の製品についての臨床評

価試験の受託手数料及び「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９百万円

（前年同期比93.0％減）の売上計上を行いました。また、当四半期の新規受注は１百万円（前年同期比59.2％減）、

当四半期末の受注残高は30百万円（前年同期末比±0.0％）となりました。

　これらの結果、生体評価システム事業の業績は、売上高105百万円（前年同期比69.5％減）、営業利益０百万円

（前年同期比99.7％減）となりました。

（化粧品事業）

　化粧品事業におきましては、平成20年６月期の下期に投入いたました低価格のトライアル（お試し）商品や積極

的な広告販促活動が奏功し、通信販売部門の売上高が208百万円（前年同期比18.1％増）となり、卸売部門の売上高

は83百万円（前年同期比2.8％減）と前年同期比で若干減少したものの、全体の売上高は291百万円（前年同期比

11.3％増）となりました。のれん償却19百万円を含む販売費及び一般管理費は269百万円（前年同期比1.0％減）と

前年同期比で若干減少いたしましたが、積極的な広告販促活動を行った効果は第２四半期以降にも継続して生ずる

ものであり、当四半期では費用が先行する形となったことから営業損失37百万円（前年同期は56百万円の営業損失）

を計上することとなりました。

（マーケティング事業）

　マーケティング事業におきましては、無償サンプルを所定の個数配布する形での市販後調査事業に加え、日本予

防医薬㈱が行う健康補助食品事業とも関連し、医師の認知下において有償で購入された健康補助食品等について、

長期にわたって摂取後の経過を観察することにより安全性や有用性を調査する継続利用追跡調査を新たに開始して

いることもあり、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１四半期

においては市販後調査の売上計上がなかったため、売上高はコンサルティング料等１百万円となり、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、引き続き市販後調査及び継続利用

追跡調査案件の強化に取り組んでまいります。　



　この結果、マーケティング事業の業績は、売上高１百万円（前年同期比1,209.3％増）、営業損失は24百万円（前

年同期は15百万円の営業損失）となりました。

（健康補助食品事業）

　健康補助食品事業におきましては、バイオマーカー技術や医療機関ネットワーク等の当社グループのシナジーを

活かして、医師の認知下にて使用することを目的とした専用の健康補助食品である「フロメド」シリーズの販売を

開始いたしました。この事業は、「フロメド」シリーズを㈱エビデンスラボが行うマーケティング事業における継

続利用追跡調査の対象食品とすることにより推進するものであります。当四半期末時点において当該調査に参加す

る医療機関は約250施設となったものの、調査や販売のための資材の設置は医療機関の参加が決まった後に行うため、

当四半期における医療機関の実働数及び実働期間が少なく、また、当該調査を開始して間がなくユーザーの認知度

がまだ低いこともあり、売上の計上は少額に留まりました。

　また、日本予防医薬㈱が平成20年３月に行いました抗疲労トクホの許可申請に関しまして、厚生労働省からの指

摘事項に対応した臨床データを収集することを目的として、追加の臨床評価試験を実施するための準備を推進しま

した。当該臨床評価試験で得られたデータは平成21年３月を目処に厚生労働省に提出する方針であり、抗疲労トク

ホの許可取得に向け、着実に対応を進めてまいる所存であります。

　この結果、健康補助食品事業の業績は、売上高０百万円、営業損失は32百万円となりました。

　以上より、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高399百万円（前年同期比34.3％減）、営業損失155百万円

（前年同期は３百万円の営業損失）、経常損失138百万円（前年同期は34百万円の経常利益）、四半期純損失136百

万円（前年同期は19百万円の四半期純利益）となりました。

　なお、当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまして、当第１四半期

連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年

同期比較に関する情報は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、四半期純損失を計上したことなどによる現金及び預金の減少等により、

前連結会計年度末比184百万円減の6,053百万円となりました。純資産は前連結会計年度末比161百万円減の5,627百

万円となりました。なお、有利子負債はありません。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、営業活動によるキャッ

シュ・フローのマイナスにより、前連結会計年度末に比べ226百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には1,361

百万円となりました。

　当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は226百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失の計上138百万

円、売上債権の増加額66百万円、法人税等の支払額62百万円等の支出要因によるものですが、前受金の増加額52百

万円等の収入要因により一部相殺されております。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は０百万円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は０百万円となりました。



３．連結業績予想に関する定性的情報

当期の業績につきましては、平成20年８月19日の決算短信で発表しましたとおり、化粧品事業については低価格

のトライアル（お試し）商品を通じた販促活動等により増収を見込んでいるものの、生体評価システム事業につい

ては足元の受注動向等から減収を見込んでおり、また、マーケティング事業及び健康補助食品事業についても将来

の事業拡大に向けた事業基盤の拡充を積極的に推進するために費用が先行し、利益寄与には至らないことを見込ん

でおります。

　現時点におきましては、平成20年８月19日の決算短信にて発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結

業績予想の前提に特段の変化はないことから、当該業績予想に変更はございません。

 

４．その他

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

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品、原材料及び貯蔵品について最終仕入原価法

による原価法により、仕掛品については個別法による原価法によって評価しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用され

たことに伴い、それぞれ最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

なお、これによる損益に与える影響はありません。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,361,271 1,588,093

受取手形及び売掛金 186,661 120,359

有価証券 2,298,780 2,302,616

商品 162,577 166,646

仕掛品 276,609 229,292

原材料及び貯蔵品 43,217 53,340

その他 43,223 50,073

貸倒引当金 △5,691 △4,365

流動資産合計 4,366,649 4,506,056

固定資産   

有形固定資産 41,784 44,696

無形固定資産   

のれん 628,611 648,805

その他 13,944 16,556

無形固定資産合計 642,555 665,362

投資その他の資産   

投資有価証券 830,350 867,850

その他 172,465 154,546

投資その他の資産合計 1,002,815 1,022,396

固定資産合計 1,687,155 1,732,455

資産合計 6,053,804 6,238,512

負債の部   

流動負債   

買掛金 28,226 63,752

未払法人税等 3,668 68,792

ポイント引当金 8,651 8,714

前受金 287,238 234,872

その他 98,934 73,702

流動負債合計 426,719 449,833

負債合計 426,719 449,833



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,834,631 1,834,586

資本剰余金 2,672,681 2,672,636

利益剰余金 1,345,548 1,482,508

自己株式 △199,940 △199,940

株主資本合計 5,652,921 5,789,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △75,107 △55,519

評価・換算差額等合計 △75,107 △55,519

少数株主持分 49,270 54,405

純資産合計 5,627,085 5,788,678

負債純資産合計 6,053,804 6,238,512



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 399,660

売上原価 97,108

売上総利益 302,552

販売費及び一般管理費 458,543

営業損失（△） △155,991

営業外収益  

受取利息 15,809

その他 6,356

営業外収益合計 22,165

営業外費用  

投資有価証券評価損 4,300

その他 521

営業外費用合計 4,821

経常損失（△） △138,647

税金等調整前四半期純損失（△） △138,647

法人税、住民税及び事業税 1,116

法人税等調整額 2,331

法人税等合計 3,448

少数株主損失（△） △5,135

四半期純損失（△） △136,960



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △138,647

減価償却費 6,269

のれん償却額 20,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,325

ポイント引当金の増減額（△は減少） △62

受取利息 △15,809

投資有価証券評価損益（△は益） 4,300

売上債権の増減額（△は増加） △66,301

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,125

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,465

仕入債務の増減額（△は減少） △35,525

前受金の増減額（△は減少） 52,366

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,784

その他 40,281

小計 △169,053

利息の受取額 5,098

法人税等の支払額 △62,624

営業活動によるキャッシュ・フロー △226,580

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 △3,999,109

有価証券の償還による収入 4,002,945

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,025

その他 △2,973

投資活動によるキャッシュ・フロー △162

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 89

配当金の支払額 △168

財務活動によるキャッシュ・フロー △79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △226,822

現金及び現金同等物の期首残高 1,588,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,361,271



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

生体評価
システム
事業

化粧品
事業

マーケ
ティング
事業

健康補助
食品事業　

計
消去又は
全社 

連結

（千円） （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 105,520 291,325 1,159 154 398,160 1,500 399,660

(2）セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － 107 107 (107) －

計 105,520 291,325 1,159 261 398,267 1,392 399,660

営業利益又は営業損失(△) 376 △37,091 △24,461 △32,061 △93,237 (62,753) △155,991

　（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、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

(4)　健康補助食品事業

　バイオマーカー技術や医療機関ネットワーク等の当社グループのシナジーを活かして、医師の認知下

にて使用することを目的とした専用の健康補助食品である「フロメド」シリーズの販売を行う事業

３．会計処理の方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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等の変更」１．に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はありません。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

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

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第１四半期
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 607,982

Ⅱ　売上原価 168,157

売上総利益 439,824

Ⅲ　販売費及び一般管理費 443,268

営業損失（△） △3,443

Ⅳ　営業外収益 37,617

受取利息 12,426

持分法による投資利益　 18,948

匿名組合投資利益 4,195

雑収入 2,046

Ⅴ　営業外費用 0

雑損失 0

経常利益 34,172

Ⅵ　特別損失 117

固定資産除却損 117

税金等調整前四半期純利益 34,055

税金費用 20,456

少数株主損失（△） △6,135

四半期純利益 19,735



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期
（自　平成19年７月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前第１四半期純利益 34,055

減価償却費　 9,349

のれん償却費　 19,674

持分法による投資利益　 △18,948

貸倒引当金の増加額　 1,067

ポイント引当金の減少額　 △400

受取利息　 △12,426

固定資産除却損　 117

売上債権の増加額　 △96,587

たな卸資産の増加額　 △62,067

仕入債務の増加額 5,216

前受金の減少額 △64,851

未払消費税等の増加額 34,290

その他　 39,772

小計 △111,736

利息の受取額 10,089

法人税等の支払額 △4,125

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,773

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 △2,000,000

有価証券の償還による収入 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △1,548

無形固定資産の取得による支出 △539

その他 △2,054

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,004,142

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △37,257

財務活動によるキャッシュ・フロー △37,257

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △1,147,172

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 3,355,158

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 2,207,985



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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

生体評価
システム事業

化粧品事業 
マーケティ
ング事業

計 消去又は全社 連結 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

売上高 346,056 261,836 88 607,982 － 607,982

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

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

ｂ．所在地別セグメント情報

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

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

ｃ．海外売上高

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

　海外売上高がないため、該当事項はありません。
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