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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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3四半期 217 △1.6 △543 ― △586 ― △577 ―
21年5月期第3四半期 221 18.7 △966 ― △1,001 ― △1,667 ―

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3四半期 △2,880.68 ―
21年5月期第3四半期 △10,374.33 ―

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3四半期 425 152 33.2 687.96
21年5月期 681 444 64.9 2,273.43

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  141百万円 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 ― 0.00 ―
22年5月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 従来、連結業績予想及び通期業績予想の欄外に注記しておりました、癌治療薬ECI301のライセンス契約による契約一時金についての記載は、連結業績
予想の見直しを行いました結果、日・米・欧の製薬会社との契約交渉が、臨床試験での安全性及び薬効の確認に至るまでは進展が見込めないため、今期
中の契約の可能性は低いと判断し、削除致しました。 
 現在、癌治療薬ECI301のライセンスアウトに関して、中国ならびに韓国の大手製薬企業と、今年度（平成22年5月期）中の契約締結を目指して交渉中であ
り、契約金額は日・米・欧に比べて少額とはなりますが、契約一時金の計上が見込める状況になってきております。しかしながら現時点では、契約一時金の
額が未確定であるため、通期業績予想は、「未定」としました。今後早期に通期業績予想を作成し、速やかに開示致します。 

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

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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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、５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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 205,700株 21年5月期  194,440株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  ―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3四半期 200,343株 21年5月期第3四半期 159,783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３四半期連結累計期間における売上高は217,833千円（前年同期と比べ

3,538千円の減収）、営業損失は543,479千円（前年同期と比べ422,841千円の損失の減少）、経常損失

は586,009千円（前年同期と比べ415,685千円の損失の減少）、四半期純損失は577,125千円（前年同期

と比べ1,080,514千円の損失の減少）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等に

より売上高19,482千円（前年同期と比べ55,264千円減収）を計上しました。営業損失は280,830千円

（前年同期と比べ327,755千円の損失の減少）となりました。 

  

■創薬ツール供給事業  

 ㈱バイオテックラボ及び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83,537千円（前年同期と比べ3,388千円増収）

を計上しました。営業損失は42,135千円（前年同期と比べ78,480千円の損失の減少）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114,814千円（前年同期と比べ59,941

千円増収）を計上しました。営業利益は10,421千円（前年同期と比べ5,275千円の増加）となりまし

た。なお、健康食品卸売事業は、前第３四半期連結累計期間には総合美容事業に含めておりましたが、

区分して対前年同四半期比を記載しております。また、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。 

  

（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211,187千円減少し、244,452千円となりました。これは、現

金及び預金が151,341千円、前渡金が51,930千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44,420千円減少し、181,347千円となりました。これは、減

価償却累計額が42,149千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255,608千円減少し、425,800千円となりました。 

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて12,351千円増加し、95,986千円となりました。これは、短期

借入金が25,000千円増加、前受金が14,751千円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24,426千円増加し、177,498千円となりました。これは、長期

預り金が24,426千円増加したことによります。  

・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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この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて36,777千円増加し、273,484千円となりました。  

  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて292,385千円減少し、152,315千円となりました。これは主

に、資本金が138,295千円、資本剰余金が138,295千円増加、利益剰余金が577,125千円減少したことに

よります。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末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

会計期間末と比べて151,341千円減少し、35,477千円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は436,593千円（前年同期と比べ

421,244千円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失576,000千円、前渡金の減

少額51,930千円、減価償却費46,492千円、たな卸資産の減少額43,634千円によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は6,625千円（前年同期は39,609

千円の収入）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出6,625千円によるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は292,176千円（前年同期と比べ

31,866千円の増加）となりました。これは主に、株式の発行による収入273,979千円によるものです。 

  

従来、連結業績予想及び通期業績予想の欄外に注記しておりました、癌治療薬ECI301のライセンス契

約による契約一時金についての記載は、連結業績予想の見直しを行いました結果、日・米・欧の製薬会

社との契約交渉が、臨床試験での安全性及び薬効の確認に至るまでは進展が見込めないため、今期中の

契約の可能性は低いと判断し、削除致しました。  

現在、癌治療薬ECI301のライセンスアウトに関して、中国ならびに韓国の大手製薬企業と、今年度（平

成22年5月期）中の契約締結を目指して交渉中であり、契約金額は日・米・欧に比べて少額とはなりま

すが、契約一時金の計上が見込める状況になってきております。しかしながら現時点では、契約一時金

の額が未確定であるため、通期業績予想は、「未定」としました。今後早期に通期業績予想を作成し、

速やかに開示致します。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四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、当第２四半期連結会計

期間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。 

  

該当事項はありません。 

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)

(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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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日) 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において577,125千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。当社におきましても、癌治療薬

ECI301が平成21年の6月に米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug Administration）より新薬治験開始

届（IND: Investigational New Drug）の承認を得て、プロトコール（治験手順）を決定し、現在慎重

に第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、治験費用等多額の研究開発投資が先行し、研究協力金

ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。  

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、研究開発資金等の調達を目的として平成22年1月12日開催の取締役

会決議に基づき、同年1月29日に第三者割当方式で株式発行総額約10億円相当の第12回新株予約権（権

利行使価額：29,000円）を発行いたしました。  

 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して

おります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国内外の大手製薬会社、それぞれ複

数の企業とライセンス契約の締結交渉を進めてきております。現在、中国の大手製薬会社と、中国国内

におけるライセンス契約を前提に、同国における治験の共同開発契約を視野に入れ、今期（平成22年５

月期）中の締結をめざして、積極的な交渉を推進中であるほか、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内に

おけるライセンス契約と同国における治験の共同開発、ならびに韓国政府の財政支援による「産官学共

同Ｒ＆Ｄプロジェクト（韓国南部の大邱市に建設する先端医療複合団地開発計画）」への共同参加等を

含む包括的提携を今期（平成22年５月期）中にまとめるべく交渉を推進中です。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に関

しましては、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めております。昨年12月以降、上

海、北京、大連で「ECI301とTAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開催し、成長目覚ましい中

国市場の開拓に尽力してまいりましたが、その成果の一つとして本年3月には、天津天士力健康医薬器

械有限公司（中国の大手製薬企業である天津天士力集団有限公司の子会社）に対して、中国における

TAXIScan-FL （蛍光細胞動態解析装置）の独占販売権を付与する契約の締結に至りました。今後、同社

との提携関係をさらに他の装置についても拡大し、一段の拡販を目指してまいります。  

 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コスト削減を進

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。癌治療薬ECI301は、現在、米国のNIA（米国国立加齢研究所）で第Ⅰ相臨床試験が進行

中であり、今後臨床試験の進捗につれて創薬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。  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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 事業資金の調達に関しまして、研究開発資金等の調達を目的として平成22年1月29日に発行した第

12回新株予約権（権利行使価額：29,000円）の平成22年2月28日現在での権利行使額は52,200千円、未

行使残高は948,300千円となっております。当該新株予約権は必ずしも早期に権利行使されるものとは

限りませんが、当社業績の改善とともに、今後権利行使が順調に進むものと予想しております。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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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３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 35,477 186,818

売掛金 73,672 25,167

商品及び製品 76,325 106,947

原材料及び貯蔵品 39,808 41,341

前渡金 － 51,930

前払費用 9,859 16,647

未収消費税等 9,065 26,641

その他 243 147

流動資産合計 244,452 455,640

固定資産

有形固定資産

建物 33,414 33,414

減価償却累計額 △15,354 △13,148

建物（純額） 18,059 20,265

工具、器具及び備品 887,412 884,658

減価償却累計額 △800,225 △760,282

減損損失累計額 － △378

工具、器具及び備品（純額） 87,186 123,996

有形固定資産合計 105,246 144,262

無形固定資産

ソフトウエア 1,418 2,320

無形固定資産合計 1,418 2,320

投資その他の資産

投資有価証券 2,493 6,826

敷金及び保証金 72,190 72,358

破産更生債権等 91,376 91,426

貸倒引当金 △91,376 △91,426

投資その他の資産合計 74,683 79,185

固定資産合計 181,347 225,767

資産合計 425,800 681,408

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 4,216 17,220

短期借入金 25,000 －

未払金 45,857 33,618

未払法人税等 11,427 9,849

前受金 － 14,751

その他 9,485 8,195

流動負債合計 95,986 83,635

固定負債

長期預り金 177,498 153,072

固定負債合計 177,498 153,072

負債合計 273,484 236,707

純資産の部

株主資本
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資本金 2,642,127 2,503,831

資本剰余金 3,768,764 3,630,468

利益剰余金 △6,269,378 △5,692,253

株主資本合計 141,513 442,046

新株予約権 10,802 2,654

純資産合計 152,315 444,700

負債純資産合計 425,800 681,408
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(2) 【四半期連結損益計算書】

   【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成21年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 221,371 217,833

売上原価 665,766 157,299

売上総利益又は売上総損失（△） △444,395 60,534

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 521,925 604,013

営業損失（△） △966,321 △543,479

営業外収益

受取利息 737 44

その他 882 85

営業外収益合計 1,620 130

営業外費用

支払利息 1,054 93

株式交付費 324 1,464

支払手数料 － 40,424

為替差損 6,228 577

支払保証料 － 100

貸倒引当金繰入額 29,386 －

営業外費用合計 36,994 42,659

経常損失（△） △1,001,694 △586,009

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 50

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 － 14,394

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 －

投資有価証券評価損 4,008 4,333

固定資産除却損 15 51

貸倒引当金繰入額 27,300 －

特別損失合計 654,793 4,385

税金等調整前四半期純損失（△） △1,656,488 △576,000

法人税、住民税及び事業税 1,151 1,125

法人税等合計 1,151 1,125

四半期純損失（△） △1,657,639 △577,125
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成21年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28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（△） △1,656,488 △576,000

減価償却費 68,941 46,492

持分買取損失 608,000 －

受取利息及び受取配当金 △737 △44

支払利息 1,054 93

支払保証料 － 100

為替差損益（△は益） 4,839 310

株式交付費 324 1,464

支払手数料 － 40,424

前期損益修正損益（△は益） － △11,479

事務所移転費用 4,551 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,008 4,333

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,686 －

有形固定資産除却損 15 51

売上債権の増減額（△は増加） 6,466 △48,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,540 43,634

前渡金の増減額（△は増加） △30,021 51,930

未収消費税等の増減額（△は増加） △664 17,575

その他の流動資産の増減額（△は増加） 17,157 6,691

その他の固定資産の増減額（△は増加） － 157

仕入債務の増減額（△は減少） 70,667 △13,003

預り金の増減額（△は減少） 1,659 －

前受金の増減額（△は減少） △34,769 △14,751

未払金の増減額（△は減少） 1,683 12,238

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,711 3,255

小計 △849,372 △435,031

利息及び配当金の受取額 737 44

利息の支払額 △1,054 △93

事務所移転費用の支払額 △6,387 －

法人税等の支払額 △1,761 △1,513

営業活動によるキャッシュ・フロー △857,837 △436,593

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 △16,250 △6,625

敷金及び保証金の差入による支出 △2,257 －

敷金及び保証金の回収による収入 16,675 －

保険積立金の解約による収入 36,243 －

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 39,609 △6,625

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成20年６月１日
至 平成21年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

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 19,314 24,426

短期借入れによる収入 － 24,900

長期借入金の返済による支出 △40,000 －

株式の発行による収入 279,935 273,979

新株予約権の発行による収入 1,061 9,295

手数料の支払額 － △40,424

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,310 292,176

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,792 △299

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △562,710 △151,341
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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 98,930 35,477
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日) 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間においても、577,125千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。当社におきましても、癌

治療薬ECI301が平成21年の6月に米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug Administration）より新薬治

験開始届（IND: Investigational New Drug）の承認を得て、プロトコール（治験手順）を決定し、現

在慎重に第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、治験費用等多額の研究開発投資が先行し、研究

協力金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。  

 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、研究開発資金等の調達を目的として平成22年1月12日開催の取締役

会決議に基づき、同年1月29日に第三者割当方式で株式発行総額約10億円相当の第12回新株予約権（権

利行使価額：29,000円）を発行いたしました。当該新株予約権の平成22年2月28日現在での行使額は

52,200千円、未行使残高は948,300千円となっております。  

 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して

おります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国内外の大手製薬会社、それぞれ複

数の企業とライセンス契約の締結交渉を進めてきております。現在、中国の大手製薬会社と、中国国内

におけるライセンス契約を前提に、同国における治験の共同開発契約を視野に入れ、今期（平成２２年

５月期）中の締結をめざして、積極的な交渉を推進中であるほか、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内

におけるライセンス契約と同国における治験の共同開発、ならびに韓国政府の財政支援による「産官学

共同Ｒ＆Ｄプロジェクト（韓国南部の大邱市に建設する先端医療複合団地開発計画）」への共同参加等

を含む包括的提携を今期（平成２２年５月期）中にまとめるべく交渉を推進中です。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

業に関しましては、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めております。昨年12月以

降、上海、北京、大連で「ECI301やTAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開催し、成長目覚ま

しい中国市場の開拓に尽力しています。平成21年初めに発売した蛍光細胞動態解析装置(TAXIScan-FL)

に関しましても、積極的に拡販し、新たな販売先との共同研究プロジェクトの交渉を進めております。 

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

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。 

 しかしながら、資金調達に関しましては、現時点では新株予約権の具体的な権利行使時期ならびに権

利行使額については未確定です。また、癌治療薬ECI301のライセンスアウト契約の時期、金額、入金の

時期等も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いません 。 

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28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に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の③に記載のとおり、連結子会

社において第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3,332千円、営業損失は173千円減少しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間におけるセグメント区分のうち、総合美容事業に含まれる健康食品卸売事業の

外部顧客に対する売上高は54,872千円、営業利益は5,145千円となっております。なお、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。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日)及び当第３四半期連結累計

期間（自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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。 

(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

74,746 80,148 66,476 221,371 ― 221,371

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 74,746 80,148 66,476 221,371 ─ 221,371

営業損失(△) △608,586 △120,615 △25,727 △754,930 △211,391 △966,321

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

総合美容事業 総合的再生美容サービス、健康食品

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

19,482 83,537 114,814 217,833 ─ 217,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 19,482 83,537 114,814 217,833 ─ 217,833

  営業利益又は営業損失（△） △280,830 △42,135 10,421 △312,544 △230,934 △543,479

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

【所在地別セグメント情報】
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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、第10回及び第12回新株予約権の権利行使等により、当第３四半期連結累計期間におい

て資本金が138,295千円、資本準備金が138,295千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資

本金が2,642,127千円、資本準備金が3,768,764千円となっております。 

【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) 4,728 66,225 70,954

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 221,371

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.1 29.9 32.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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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