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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8月31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 ％

22年5月期第1四半期 73 26.0 △206 ― △207 ― △193 ―
21年5月期第1四半期 58 26.7 △329 ― △326 ― △949 ―

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

22年5月期第1四半期 △983.12 ―
21年5月期第1四半期 △6,068.48 ―

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

22年5月期第1四半期 577 375 64.4 1,862.19
21年5月期 681 444 64.9 2,273.43

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  372百万円 21年5月期  442百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 ―

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31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  
上記業績予想では、癌治療薬ECI301のライセンス契約による契約一時金を一切考慮しておりません。現在、内外大手製薬会社と交渉中ですが、ECI301の
臨床試験の進展次第で、3,000～5,000百万円が想定され、これを含めると、売上高3,800～5,800百万円、営業利益、経常利益、当期純利益ともに1,925～
3,925百万円、１株当たり当期純利益9,900～20,186円となります。 

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

250 98.9 △525 ― △525 ― △525 ― △2,007.06

通期 800 157.6 △1,075 ― △1,075 ― △1,075 ― △5,528.70
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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) 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  有  
[(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。] 

(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 
平成21年７月14日に公表致しました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期ともに修正しておりません。 
本資料に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により上部記載のものと異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第1四半期 199,900株 21年5月期  194,440株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  ―株 21年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 196,902株 21年5月期第1四半期 156,540株
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 当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業ならびに健康食品卸売事業において事

業を展開しております。当第１四半期連結会計期間における売上高は73,219千円（前年同期と比べ

15,113千円の増収）、営業損失は206,643千円（前年同期と比べ122,509千円の損失の減少）、経常損失

は207,547千円（前年同期と比べ118,542千円の損失の減少）、四半期純損失は193,577千円（前年同期

と比べ756,382千円の損失の減少）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

■創薬及び創薬関連事業  

 抗炎症薬開発を目指す「フロント(FROUNT)創薬開発プロジェクト」における共同研究協力金収入によ

り売上高5,022千円（前年同期と比べ26,226千円減収）を計上しました。営業損失は94,339千円（前年

同期と比べ98,496千円の損失の減少）となりました。  

  

■創薬ツール供給事業  

 包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社

（以下GEHC社）等に対して売上高12,469千円（前年同期と比べ6,713千円減収）を計上しました。営業

損失は26,843千円（前年同期と比べ24,211千円の損失の減少）となりました。 

  

■健康食品卸売事業 

  子会社の㈱セルテにおける健康食品卸売事業等において売上高55,727千円を計上しました。営業利益

は5,423千円となりました。 なお、前年同期には健康食品卸売事業は開始直後であり、売上高等がない

ため、業績の比較は行っておりません。 

  

（１）財政状態の分析 

（資産）  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて92,608千円減少し、363,032千円となりました。これは、現

金及び預金が44,012千円、前渡金が24,930千円、未収消費税等が22,760千円それぞれ減少したことなど

によります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて11,154千円減少し、214,612千円となりました。これは、減

価償却累計額が15,156千円増加したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて103,763千円減少し、577,644千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて44,452千円減少し、39,183千円となりました。これは、買掛

金が14,014千円、未払金が18,322千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度に比べて9,938千円増加し、163,010千円となりました。これは、長期預

り金が9,938千円増加したことによります。  

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて34,514千円減少し、202,193千円となりました。  

  

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて69,249千円減少し、375,451千円となりました。これは主

に、資本金が61,892千円、資本剰余金が61,892千円増加、利益剰余金が193,577千円減少したことによ

ります。  

  

（２）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」という。)の残高は、前連結会

計年度末と比べて44,012千円減少し、142,806千円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第１四半期連結会計期間において、営業活動の結果使用した資金は173,126千円（前年同期と比べ

232,547千円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失193,202千円、前渡金の減

少が24,930千円、未収消費税等の減少22,760千円によるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結会計期間において、投資活動の結果使用した資金は4,380千円（前年同期と比べ

9,397千円の増加）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出4,380千円によるものです。 

  

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結会計期間において、財務活動の結果得られた資金は133,631千円（前年同期と比べ

127,402千円の増加）となりました。これは主に、株式の発行による収入122,783千円によるものです。 

  

当期の第２四半期連結累計期間業績予想及び通期連結業績予想は、１ページに記載のとおりであり、平

成21年７月発表時点から変更しておりません。なお、欄外に記載しておりますECI301の臨床試験の現状に

つきましては、本日のリリース「米国国立加齢研究所（NIA）におけるECI301の臨床試験の現状について

のお知らせ」をご参照ください。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「未収入金」を区分掲記しておりましたが、金額的

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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重要性が減少したため、当第１四半期連結会計期間においては「その他」に含めて表示することとし

ました。なお、当第１四半期連結会計期間の流動資産の「その他」に含まれる「未収入金」は83千円で

あります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債

の増減額」に含めて表示しておりました「未払金の増減額」は、明瞭表示のため、区分掲記することと

いたしました。なお、前第１四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他の流動負債の増減額」に含めて表示した「未払金の増減額」は88,722千円であります。 

  

（4）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間において193,577千円の四半期純損失ならびに営業活動

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。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の

費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じ

ます。そのためベンチャー(バイオ)企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動に

よるキャッシュフローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社においても、癌治療薬ECI301

の前臨床試験等の研究開発費を先行投資しております。また、研究協力金及び細胞動態解析装置の販売

による収入で、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。   

このような状況に対応すべく、当社グループは、事業資金の調達、売上増加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きましては、第９回新株予約権は平成21年８月27日をもって権利行使が完了致し

ました。 

 また、当社の運転資金と研究開発資金に余裕を持たせるため平成21年３月３日開催の当社取締役会に

おいて発行を決議した第10回新株予約権については、平成21年８月31日現在での行使額は100,000千

円、未行使残高500,000千円となっております。 

 本新株予約権は第三者割当の方式にて、業務提携先のマレーシア政府系バイオ研究機関Inno Bio 

Ventures社に20個、投資会社に10個、個人投資家3名に各々10個ずつ割当てたもので、未行使分につき

ましては、今後権利行使が順調に進むものと予想しております。  

 売上増加につきましては、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致し

ます。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、内外のビッグファーマとライセンス契約

締結交渉を進めて参ります。契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリ

ティ収入が期待できます。創薬ツール供給事業は提携先であるGEHC社とともに国内及び海外向け販路の

拡大を目指します。又、平成21年初めに発売を開始した蛍光細胞動態解析装置(TAXIScan-FL)の販売促

進を積極的に行っており、平成21年8月28日に販売窓口である当社子会社の株式会社セルテが国内の公

的研究機関から新規受注を獲得いたしました。 これを機に販売攻勢を強めるとともに、新たな販売先

との共同研究プロジェクトの交渉も進めております。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先とは友好な関係を維持しながらのコスト削減交

渉を進めております。今後も、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立を図ってまいります。  

 今後の当社グループの業績及び資金の状況につきましては、癌治療薬ECI301の動向に大きく左右され

る見通しです。平成21年６月11日のIND申請の正式承認を受け、臨床試験が進行するにつれ創薬
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(ECI301)の価値が一段と高まりつつあるものと認められます。この動向が継続企業の前提の解消に向

けた事業資金調達及び売上増加の施策に対して大きな影響を及ぼすものであり、運転資金の確保、さら

には継続性の疑義が解消される可能性があります。  

 すなわち、事業資金調達の施策につきましては、最近の当社株価動向が堅調なこともあり、新株予約

権者による権利行使はほぼ確実であると見込んでおり、運転資金の確保に大きく寄与するものと考えて

おります。しかし、現時点では、具体的な権利行使時期と権利行使額については未確定な部分が残って

おります。   

 また、売上増加の施策につきましては、ECI301のライセンスアウト契約の動向が継続性の疑義の解消

に大きく寄与するものと考えております。しかし、契約の時期、金額、入金の時期等が未確定であるこ

とから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる状況にあり、疑義の解消にま

では至っていない状況にあります。 
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１【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21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 142,806 186,818

売掛金 17,219 25,167

商品及び製品 114,622 106,947

原材料及び貯蔵品 41,982 41,341

前渡金 27,000 51,930

前払費用 15,284 16,647

未収消費税等 3,880 26,641

その他 236 147

流動資産合計 363,032 455,640

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,414 33,414

減価償却累計額 △13,883 △13,148

建物（純額） 19,530 20,265

工具、器具及び備品 889,038 884,658

減価償却累計額 △774,704 △760,282

減損損失累計額 △378 △378

工具、器具及び備品（純額） 113,955 123,996

有形固定資産合計 133,485 144,262

無形固定資産   

ソフトウエア 1,952 2,320

無形固定資産合計 1,952 2,320

投資その他の資産   

投資有価証券 6,826 6,826

敷金及び保証金 72,347 72,358

破産更生債権等 91,426 91,426

貸倒引当金 △91,426 △91,426

投資その他の資産合計 79,174 79,185

固定資産合計 214,612 225,767

資産合計 577,644 681,408
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,206 17,220

未払金 15,295 33,618

未払法人税等 3,865 9,849

前受金 9,477 14,751

その他 7,338 8,195

流動負債合計 39,183 83,635

固定負債   

長期預り金 163,010 153,072

固定負債合計 163,010 153,072

負債合計 202,193 236,707

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,723 2,503,831

資本剰余金 3,692,360 3,630,468

利益剰余金 △5,885,831 △5,692,253

株主資本合計 372,252 442,046

新株予約権 3,199 2,654

純資産合計 375,451 444,700

負債純資産合計 577,644 681,408
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(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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 58,105 73,219

売上原価 202,142 58,732

売上総利益又は売上総損失（△） △144,036 14,486

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 185,116 221,129

営業損失（△） △329,152 △206,643

営業外収益   

受取利息 595 31

為替差益 2,020 －

その他 662 81

営業外収益合計 3,279 112

営業外費用   

支払利息 216 －

株式交付費 － 635

為替差損 － 381

営業外費用合計 216 1,016

経常損失（△） △326,089 △207,547

特別利益   

主要株主株式短期売買利益返還益 － 2,864

前期損益修正益 － 11,479

特別利益合計 － 14,344

特別損失   

持分買取損失 608,000 －

商品廃棄損 11,132 －

事務所移転費用 4,336 －

特別損失合計 623,469 －

税金等調整前四半期純損失（△） △949,559 △193,202

法人税、住民税及び事業税 401 375

法人税等合計 401 375

四半期純損失（△） △949,960 △193,577
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31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（△） △949,559 △193,202

減価償却費 23,109 15,524

持分買取損失 608,000 －

受取利息及び受取配当金 △595 △31

支払利息 216 －

為替差損益（△は益） △2,020 147

株式交付費 － 635

前期損益修正損益（△は益） － △11,479

商品廃棄損 11,132 －

事務所移転費用 4,336 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,791 7,947

たな卸資産の増減額（△は増加） 17,430 3,163

前渡金の増減額（△は増加） △205,448 24,930

未収消費税等の増減額（△は増加） 9,907 22,760

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,755 1,273

仕入債務の増減額（△は減少） 4,031 △14,014

預り金の増減額（△は減少） 605 △1,031

前受金の増減額（△は減少） △25,382 △5,273

未払金の増減額（△は減少） － △18,322

その他の流動負債の増減額（△は減少） 84,550 △4,671

小計 △398,138 △171,644

利息及び配当金の受取額 595 31

事務所移転費用の支払額 △6,387 －

法人税等の支払額 △1,743 △1,513

営業活動によるキャッシュ・フロー △405,673 △173,126

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △417 △4,380

敷金及び保証金の回収による収入 235 －

貸付金の回収による収入 5,200 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,017 △4,380

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期預り金による収入 6,229 9,938

株式の発行による収入 － 122,783

新株予約権の発行による収入 － 910

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,229 133,631

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,020 △137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392,405 △44,012

現金及び現金同等物の期首残高 661,640 186,818

現金及び現金同等物の四半期末残高 269,234 142,806
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当第１四半期連結会計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間において193,577千円の四半期純損失ならびに営業活動

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。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の

費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じ

ます。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動

によるキャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社においても、癌治療薬

ECI301の前臨床試験等の研究開発費を先行投資しております。また、研究協力金及び細胞動態解析装置

等の販売による収入で、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。  

 当該状況に対応すべく、当社グループは事業資金の調達、売上増加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きましては、第９回新株予約権は平成21年８月27日をもって権利行使が完了致し

ました。  

 また、当社の運転資金と研究開発資金に余裕を持たせるため平成21年３月３日開催の当社取締役会に

おいて発行を決議した第10回新株予約権については、平成21年８月31日現在での行使額は100,000千

円、未行使残高500,000千円となっております。 

 本新株予約権は第三者割当の方式にて、業務提携先のマレーシア政府系バイオ研究機関Inno Bio 

Ventures社に20個、投資会社に10個、個人投資家3名に各々10個ずつ割当てたもので、未行使分につき

ましては、今後権利行使が順調に進むものと予想しております。  

 売上増加につきましては、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致し

ます。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、世界のビッグファーマとライセンス契約

締結交渉を進めて参ります。契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリ

ティ収入が期待できます。創薬ツール供給事業は提携先であるGEHC社とともに国内及び海外向け販路の

拡大を目指します。又、平成21年初めに発売を開始した蛍光細胞動態解析装置(TAXIScan-FL)の販売促

進を積極的に行っております。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先との友好な関係を維持しながらのコスト削減交

渉を進めております。今後も、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立を図って参ります。  

 しかし、売上増加の施策につきましてはECI301のライセンスアウト契約の時期、金額、入金の時期等

が未確定であることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性

の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません 。  

  

  

（4）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 
  

 
  

３ 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の（２）消費税等の会計処理に記載のと

おり、連結子会社において当第１四半期会計期間より課税事業者となったため、税抜方式に変更しておりま

す。この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、売上高は383千円、営業損失は117千円減少しておりま

す。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 
  

 
３ 前第１四半期連結累計期間におけるセグメント区分のうち、総合美容事業は、前連結会計年度中に撤退が

完了しております。 

  

  

（5）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

31,248 19,183 7,674 58,105 ─ 58,105

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 31,248 19,183 7,674 58,105 ─ 58,105

  営業損失 192,836 51,054 15,976 259,867 69,285 329,152

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器、健康食品

総合美容事業 総合的再生美容サービス

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

健康食品
卸売事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

5,022 12,469 55,727 73,219 ─ 73,219

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 5,022 12,469 55,727 73,219 ─ 73,219

  営業利益又は営業損失（△） △94,339 △26,843 5,423 △115,759 △90,883 △206,643

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

健康食品卸売事業 健康食品原料
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

   

   在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

    

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

   

   在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

    

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
(注) １ 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

   ２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     (1) アジア・オセアニア ・・・・ 韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 

     (2) 北米・欧州 ・・・・・・・・ アメリカ、イギリス 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日) 

  

   海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  

  

  

主に第９回及び第10回新株予約権の権利行使等により、当第１四半期連結会計期間において資本金

が61,892千円、資本準備金が61,892千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が

2,565,723千円、資本準備金が3,692,360千円となっております。 

     

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) ─ 24,761 24,761

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 58,105

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

─ 42.6 42.6

（6）株主資本の著しい変動に関する事項
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該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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