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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 104 △91.7 △500 ― 13 ― 47 ―

21年3月期 1,261 2.2 △907 ― △708 ― △14 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 361.45 ― 3.7 0.9 △478.6

21年3月期 △106.81 ― △1.1 △32.7 △71.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  215百万円

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3月期 1,361 1,310 96.3 9,938.35
21年3月期 1,541 1,262 81.9 9,576.90

（参考） 自己資本   22年3月期  1,310百万円 21年3月期  1,262百万円

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

22年3月期 △231 151 ― 567
21年3月期 △359 540 55 647

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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）

 

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

69 61.6 △431 ― △210 ― △210 ― △1,597.80

通期 130 24.3 △602 ― △208 ― △209 ― △1,588.98
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期 131,868株 21年3月期 131,868株

② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 58 141.6 △472 ― 49 ― 84 71.4
21年3月期 24 △57.1 △966 ― △617 ― 49 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 637.58 ―

21年3月期 375.06 ―

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3月期 1,398 1,348 96.4 10,223.77
21年3月期 1,542 1,264 81.9 9,586.19

（参考） 自己資本 22年3月期  1,348百万円 21年3月期  1,264百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。
上記予想の前提条件、その他関連する事項については、３～８ページの「経営成績」を参照して下さい。 

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 
累計期間

22 △33.3 △421 ― △197 ― △197 ― △1,499.98

通期 29 △50.0 △585 ― △185 ― △186 ― △1,415.49
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 当連結会計年度におけるわが国経済は、海外向け輸出の増加や政策効果等により持ち直し傾向にありますが、民

間需要の自律的回復は未だ弱い状況が続いております。また、当社の属する医薬品業界は、新薬開発という観点に

おいて全般的に画期的新薬の創出が不足していることに加え、大手製薬会社を中心とした主力薬の特許失効や医療

費抑制政策等によって厳しい状況にあります。その一方で、後発医薬品の使用拡大という流れからジェネリック分

野は堅調に推移しております。 

 当連結会計年度の売上高は104,562千円（前期比91.7％減）、営業損失は500,455千円（前期比44.8％減）、経常

利益は13,763千円（前期は経常損失708,992千円）、当期純利益は47,663千円（前期は当期純損失14,084千円）と

なりました。これらを構成する要素は以下のとおりであります。なお、前期比の売上の減少については、平成21年

２月において連結子会社であった株式会社ソーレの全株式を譲渡したことによるものであります。  

   

＜当連結会計年度における主な事項＞ 

（創薬事業） 

 創薬事業では当連結会計年度も継続して新薬開発のために基礎研究から臨床研究の活動を行ってまいりまし

た。現在、当社が開発を進めるパイプラインは以下のとおりです。 

 自社開発製剤の中で、これまで熊本大学薬学部附属創薬研究センターと当社との共同研究によって進めて参

りました特発性間質性肺炎を対象疾患とした「ＰＣ－ＳＯＤ（吸入投与）」について、ＮＥＤＯ（独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のイノベーション推進事業に採択され、同機構の助成のもと研究開

発を進める運びとなりました。当社は、この「ＰＣ－ＳＯＤ（吸入投与）」の開発に も注力しており、現在

のところ非臨床試験を進めており、今後第Ⅰ相臨床試験を実施する計画となっております。 

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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 また、共同開発製剤では、中国での医薬品上市を目的とした中国プロジェクトの一環として、既に北京泰徳

製薬有限公司に対しライセンスアウトを行った「ＰＣ－ＳＯＤ（注射剤）」につきまして、非臨床試験及び第

Ⅰ、Ⅱ相臨床試験に使用する治験薬製造を進めており、概ね計画どおり進捗しております。同様に当連結会計

年度に同有限公司に対しライセンスアウトを行った「ＡＳ－０１３」は、既に第Ⅱ相臨床試験までが終了して

いるため、中国では第Ⅲ相臨床試験から開始する見込であり、現在はこの準備を進めております。一方、国内

では、旭化成ファーマ株式会社とステルス型ナノ粒子に関する共同研究開発契約を締結し、将来の新規医薬品

創出に向けて協力体制を構築しております。 

 また、基礎研究段階にある副作用が少ない新しい非ステロイド系抗炎症薬「ＮＳＡＩＤ」及び末梢血管病変

を対象疾患とした第３世代のＰＧＥ１製剤「ナノＰＧＥ１」等につきましても継続して研究開発を進めており

ます。 

 ライセンス及び共同開発先の探索活動では、当連結会計年度の実績として先述した北京泰徳製薬有限公司に

対する「ＡＳ－０１３」や旭化成ファーマ株式会社に対する「ステルス型ナノ粒子」等があります。さらに主

要パイプラインについて、継続してアジアを中心とした国々で秘密保持契約等を締結し、ライセンスアウトに

向けた交渉を続けており、その他の基礎研究段階にある「ＮＳＡＩＤ」及び「ナノＰＧＥ１」等につきまして

も早期に研究を次のステージに進めるため、継続して複数の製薬会社と共同研究の実施に向けた交渉が継続中

であります。 

  

（ＥＩＰ事業について） 

 当連結会計年度におけるＥＩＰ事業の売上高は46,309千円となり、当初見込には及びませんでした。当連結

会計年度において、医療機器等展示会「インターフェックスジャパン」へのＥＩＰ製品出展を初めとして製剤

セミナーや製剤処方シンポジウム等への参画等、付着試験案件の引き合いを多数いただきましたが、その後の

受注獲得までに多くの時間を要してしまったこと等が売上が伸び悩んだ主なが要因であります。次期以降はこ

れらを改善した上でより多くの新規顧客を獲得すると共に、既存顧客に対しても積極的に営業活動を行って参

ります。 

（その他） 

 当第４四半期において、当社の資本・業務提携先である北京泰徳製薬有限公司に対する出資金の一部を売却

しました。これは、同有限公司の株式会社制度導入等の資本政策に協力するため、当社持分の４％（出資総額

に対する持分比率0.48％）を同社役員等が代表を務める法人に対し売却したものであります。今回の出資金の

一部売却が、同有限公司と当社との業務提携に与える影響はなく、今後とも中国における医薬品上市に向けて

同有限公司と協力して事業を推進して参ります。 

 また、現在当社は平成23年３月31日までに上場基準に関する猶予期間を解消し、上場を維持することを目的

とした申請準備を着実に進めております。上場維持は当社グループとしての 重要課題と認識しており、継続

して創薬事業およびＥＩＰ事業の強化を図ってまいります。その上で、安定的な資本政策の実現、安定的なキ

ャッシュ・フローおよび収益体質など経営安定化を進めると共に、経費の節減に継続的に努めて参ります。 

   

＜次期の見通し＞ 

 当社グループは当連結会計年度を第２創業期と捉え、様々な施策を進めて参りました。次期以降、これらをさ

らに加速すべく全社一丸となって事業に邁進してまいります。 

（売上高について） 

 次期の創薬事業の売上高は、合計で29百万円を見込んでおり、これをライセンスアウトによる収入、共同研

究による収入、既存医薬品のロイヤリティ収入によって獲得して参ります。 

 ＥＩＰ事業については１億１百万円の売上高を見込んでおります。ＥＩＰ事業は次期においてより多くの事

業収益獲得を目標として営業活動に邁進しております。当連結会計年度売上実績の大部分が軌道に乗った下期

の売上であることから、売上予想達成は充分実現可能であると考えております。さらに製薬業界以外において

も、ＥＩＰ技術の広めるべく、各事業分野（ゴルフメーカー、工作機械メーカー、化学メーカー、精密部品メ

ーカー等）に関して実用化へ向けた研究開発を進めております。 
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（販売費及び一般管理費について） 

 販売費及び一般管理費については６億41百万円を見込んでおります。このうちの半分以上が「ＰＣ－ＳＯＤ

（吸入投与）」の開発のための研究開発投資であります。次期において、第Ⅰ相臨床試験を開始及び完了さ

せ、第Ⅱ相臨床試験を開始するまでを目標としております。 

（営業外収益）  

「ＰＣ－ＳＯＤ（吸入投与）」研究開発投資額の３分の２はＮＥＤＯによる助成により賄われ、補助金収入の

１億70百万円程度が営業外収入に計上される見込です。 

 また、北京泰徳製薬有限公司からの受取配当金につきまして、同有限公司は2009年売上高約110億円と順調

に推移しており、今後とも当社と同有限公司との資本・業務提携の体制に変更はありませんが、資本政策等の

一環として、配当性向に影響を与える可能性があります。 

  

 以上のことから、次期は売上高１億30百万円、営業損失６億２百万円、経常損失２億８百万円、当期純損失２

億９百万円を見込んでおります。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、未払金の支払による現金及び預金の減少により前期末比１億79百万

円減の13億61百万円となりました。 

 負債につきましても、資産と同様の理由により前期末比２億27百万円減の50百万円となりました。 

 純資産につきましては、当期純利益の計上により、47百万円増の13億10百万円となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物は、未払金の支払が主な要因となり、前連結会計年度末に比べ

80,005千円減少し、567,047千円となりました。 

 当連結会計年度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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは231,191千円の減少となりました。これは主に税金等調整前当期純利

益52,053千円、減価償却費31,696千円、特許権償却37,500千円、前渡金の増加額91,962千円、未払金の減少額

214,831千円、未収入金の増加額34,643千円等によるものであります。 

（投資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・フローは151,185千円の増加となりました。これは主に定期預金の払戻による

収入105,000千円、敷金の回収による収入44,585千円等によるものであります。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュフロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／支払利息 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は発行済株式数をベースに計算しております。  

（注３）キャッシュフロー対有利子負債比率については、期末時点における有利子負債がないため算定してお

りません。 

（注４）インタレスト・カバレッジ・レシオについては、支払利息がないため、算定しておりません。 

（２）財政状態に関する分析

  
第４期

平成18年３月期
第５期

平成19年３月期
第６期

平成20年３月期
第７期 

平成21年３月期 
第８期

平成22年３月期

自己資本比率（％）  78.0  83.9  68.2  81.9  96.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 297.7  122.0  52.2  80.0  345.3

キャッシュフロー対有利子負

債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
－ － － － － 
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 当社は株主の皆様への利益還元については重要な経営課題の一つと位置付けており、今後の経営成績及び財政状

況を勘案しつつ利益配当を検討する所存でおります。しかしながら、当社は設立以来現在に至るまで利益配当は実

施できておらず、当期および次期についての配当は予定しておりません。今後はいち早く株主の皆様への利益還元

ができるよう、創薬事業およびＥＩＰ事業により収益を獲得し、財務体質改善に全力を注いでまいります。 

  

 当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。 

① 特定の販売先への依存について 

 当社の過年度における主な販売先については、製薬会社を対象とする限定されたものでありましたが、それら

は継続して発生するロイヤリティ収入に関するリスクであり、次期の見通しの中ではロイヤリティ収入は収益全

体に占める割合がより低下しており、現在のところロイヤリティ収入に関するリスクはほぼ無くなったと考えら

れます。しかし、今後、ライセンスアウト等により重要なロイヤリティ収入が発生した場合、特定の販売先の推

移によって、当社の収益が影響を受ける可能性があります。 

② 今後の事業展開およびそれに伴うリスクについて 

〔収益構造について〕 

 当社の収益の中心は、創薬事業においては製薬会社との契約に基づいて受領する契約一時金、マイルストー

ン、研究費およびロイヤリティ収入等であり、ＥＩＰ事業においては製品の売上であります。ＥＩＰ事業の売

上は販売業の特徴として顧客開拓が進めば一定の安定性を有している一方で、創薬においての収益について

は、契約締結までに長期間を要する可能性があるほか、医薬品の販売開始後は、医薬品の販売状況等に左右さ

れるという側面を有しております。 

〔開発中の製剤について〕 

 当社は、当社独自のコア技術であるＤＤＳ技術を有しており、開発中の製剤は、それぞれの薬物や化合物に

適したコア技術を選択し、これを応用するものとなっておりますが、ひとつのコア技術がすべての薬物・化合

物に応用可能であるとは限りません。現在のところ、各製剤においてこれらのコア技術の応用の可否を臨床試

験ならびに基礎研究によって確認しております。 

 また、当社が現在研究開発を進めている製剤の中には既に臨床効果が認められている製剤、今後、非臨床試

験を実施して臨床試験に進む製剤があり、これらはライセンス活動の対象ともなる製剤であります。しかし当

社は、将来の収益原資を見据え探索的段階にある製剤も同時並行で開発を進めております。探索的研究は、プ

ロジェクトとしての開発段階には未だ至っておらず、今後の研究の発展具合によって再度プロジェクトとして

の採算性・成長性を精査しますので、すべての探索的研究が将来当社の事業プロジェクトとして本格的な研究

開発段階に発展するかどうかについては未確定要素を有しております。 

〔競合について〕 

 創薬事業につきまして、現在の主要パイプラインには競合が存在しません（当社調べ）が、将来競業他社の

新薬開発等により当社が開発方針の変更・中止等を行った場合、業績に影響を与える可能性があります。ま

た、ＥＩＰ事業につきましても同様に主力製品であるＥＩＰ杵について現在性能面についての競合製品はあり

ませんが、将来競業他社の競合製品販売等により売上高の減少が起こり業績に影響を与える可能性がありま

す。 

③ 受取配当金について 

 当社の提携企業である北京泰徳製薬有限公司は、平成７年５月に当社の前身である株式会社エルティーティー

研究所30％、中日友好医院70％の出資により設立された合弁会社です。その後、同有限公司が新工場の建設資金

として平成16年10月に第三者割当を実施したこと及び当連結会計年度に出資金の一部売却を行ったことにより当

社の持分は現在11.52％となっております。 

 また、同有限公司は株式会社エルティーティー研究所を中心とした日本側の技術協力によって、平成10年より

中国地域においてリポＰＧＥ１製剤の製造および販売を行っており、業績は順調に推移しております。当社は同

有限公司の利益から出資比率に見合った配当金を受取っており、今後も同有限公司からの配当金収入を見込んで

おりますが、中国国内で競業他社よりリポＰＧＥ１の競合品が販売されたり、新たな医薬品候補製剤の事業化が

予定通り進展しなかった場合は同有限公司の売上高が減少することで当社の受取配当金が減少し、業績に影響を

与える可能性があります。また、現在同有限公司は株式会社制度導入等を進めており、これらの資本政策等によ

っても受取配当金の配当性向に影響を与える可能性があります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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④ 知的財産権について 

 当社は、創薬事業ならびにＥＩＰ事業において現在多くの特許を有しておりますが、当社の技術を凌駕する技

術が開発され、その技術についての特許が登録される可能性も否定できません。このような事態に至った場合に

は開発方針の変更等が発生し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、当社は他社の知的財産権の侵害についても細心の注意を払っておりますが、当社の事業が当社が認識し

ていない第三者の特許権等に抵触すると判断される可能性は完全には否定できません。当社の知的財産権が第三

者に侵害される可能性もあり、裁判等の紛争に至った場合は当社の事業戦略や経営に重大な影響を及ぼす可能性

があります。 

⑤ 経営上の重要な契約等について 

 過年度より変更および追加はありませんが、経営上の重要な契約について、いずれも当社の事業の根幹に関わ

る重要な契約であると認識しております。従って、これらの契約が解除又は当社にとって不利な改定がなされる

等の事象が発生した場合、当社の経営に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥ 薬事法等による規制について 

 当社グループの事業は、主に医薬品の研究開発および医薬品の販売であるため、薬事法その他の関連法規の規

制を受けることになります。また、製薬会社等が当社の研究成果を生かした医薬品の製造・販売を行う場合に、

当該製造・販売行為については、これらの規制が及ぶことになります。よって、これらの規制につき変更等が行

われた場合、ロイヤリティ収入の減少等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、臨床試験

は、ＧＣＰ（医薬品の臨床試験基準）に従って実施されるため、薬事法その他の関連法規の変更により、研究開

発の進行の遅れが生じるなどして当社の業績に影響を与える可能性があります。 

⑦ 製造物責任のリスクについて 

 医薬品の研究・開発および製造にあたっては、製造物責任賠償のリスクが内在しています。当社が開発した医

薬品に、健康障害の問題を引き起こす等の不適当な点が発見された場合には、当社は製造物責任を負う可能性が

あるため、その対策として保険加入等のリスクヘッジを行っております。しかし、賠償額が保険による補償範囲

を超えることや、上記事態が発生した場合に当社の社会的信用が傷つく場合があることは否定できず、このよう

な事態になった場合に、当社の経営成績等に影響を与える可能性があります。 

⑧ 臨床試験について 

 当社は、開発中の製剤において自ら臨床試験を実施する場合があります。臨床試験において、薬剤の副作用等

による被験者の傷害や死亡などの事態が生じ、当社に責任が発生する可能性があります。当社としても、損害保

険に加入することや、被験者が治験に参加する際のインフォームド・コンセントを徹底すること等によって、か

かる事態の発生を 小限にすべく対策を講じておりますが、賠償額が保険による補償範囲を超えることや、上記

事態が発生した場合に当社の社会的信用が傷つけられる場合があることは否定できず、このような事態になった

場合に、当社の経営成績等に悪影響を与える可能性があります。 

⑨ 当社の組織体制について 

〔小規模組織であることについて〕 

 当社は、決算発表日現在役員９名および社員10名の小規模な組織で事業運営を行っており、これには組織の

機動力・迅速性・意思決定の早期化等のメリットがありますが、反面、個人の果たす役割が多くなる側面を有

しており、個人に業務遂行上の支障があった場合には、短期的であるとは思われますが代替要員の不在などの

理由によって、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

〔人材の流出について〕 

 当社グループが今後発展していくためには、新薬開発のための技術者および研究者ならびに組織の管理とい

った各方面において、優秀な人材を確保することが重要な課題となります。当社グループは優秀な人材を確保

育成するために努力をしておりますが、重要な人材流出が発生した場合、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。 

〔研究開発体制について〕  

 当社は現在、独自の研究施設を有しておらず、当社の研究開発活動は熊本大学薬学部附属創薬研究センター

に集中しており、現在のところ当社の事業の成果は特定の大学の推移に影響を受ける可能性がありますが、当

社取締役会長水島徹は熊本大学同センター長として活動しており、緊密な協力体制を構築することで、このリ

スクの軽減を図っております。 
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⑩ ストックオプション制度について 

 当社は当社の業務に従事する者の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、また優秀な人材を確保することを

目的に、ストックオプション制度を採用しており、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成15

年７月28日に開催された臨時株主総会および平成17年６月28日に開催された定時株主総会において発行の承認を

受け、当社役員、従業員および社外の顧問等の社外協力者に対して新株予約権を付与しております。 

 これらの新株予約権は平成22年４月28日現在、合計で566個となり、発行済株式総数および新株予約権等の潜

在株式の合計の0.4％に相当しております。これらの新株予約権の行使が行われた場合には、当社の１株当たり

の株式価値は希薄化し、当社株価形成に若干の影響を与える可能性があります。また当社は今後も優秀な人材確

保のために、ストックオプションのようなインセンティブプランを継続して実施していくことを検討しており、

今後も新たに新株予約権を付与する可能性があります。 

⑪ 訴訟リスク 

 現在係争中の訴訟は以下のとおりであります。  

ａ．ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号  

（訴訟の提起があった裁判所及び年月日） 

東京地方裁判所 平成20年４月28日（訴状送達日：平成20年５月22日） 

（訴訟を提起した者） 

商   号：ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号 

本店所在地：東京都港区虎ノ門五丁目11番１号 

代 表 者：業務執行組合員 BigRiver株式会社代表取締役デービッド・ザイデン 

（訴訟の原因及び提訴されるに至った経緯） 

 原告が大手商社の保証を前提とした投資案件に対し、大手商社らと契約のうえ、平成19年11月30日付けで

80億円を投資したが、償還期限である平成20年３月19日を過ぎても大手商社からの支払が実行されなかった

として、大手商社らを提訴するとともに、かかるスキームに当社元役員が関与していたとして会社法第350条

等を根拠に当社が予備的に提訴されたものであります。 

（訴訟の内容及び請求額） 

訴訟の内容：会社法第350条等に基づく損害賠償請求（当社を予備的な被告とするもの） 

請求金額：88億円および遅延損害金 

（今後の見通し） 

 当社には原告が予備的に請求する損害賠償金を支払う義務は全くなく、法廷の場で適切に対応しておりま

す。 

ｂ．株式会社アイロムホールディングス 

 原告（株式会社アイロムホールディングス）が、当社と原告との合弁会社である株式会社I＆L Anti-Aging 

Managementに対して有する１億5000万円の貸付金について、株式会社アスクレピオスが免責的債務引受けを

し、当社が連帯保証したなどとして、当社に対し当該貸付金の未返済分の請求を行うとともに、予備的に、

当社が原告との間の信義則上の義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償の請求を行ったもので

ありました。 

 しかし、平成22年３月30日に原告の請求をいずれも棄却する旨の判決がありました。現在のところ当社に

控訴状の送達は無く、法令では判決が不服の場合、原告が判決書の送達を受けた日から50日以内に控訴状等

を裁判所に提出することになっております。 

  

⑫ 不適当な合併等による猶予期間について 

 当社は事業基盤を強化し、創薬事業を核とした成長戦略を加速させ、グループとしての企業価値の 大化を図

ることを目的として株式会社アスクレピオスを株式交換により子会社化しました。そのため東京証券取引所の合

併等による実質的存続性の喪失に係る上場廃止基準の規定により当該子会社化の効力発生日である平成19年９月

１日より新規上場に準じた審査を受けるための猶予期間に入っております。当社は今後、上場再審査基準に準じ

た基準に適合しているかどうかの審査申請を行う予定ですが、猶予期間の 終日となる平成23年３月31日までに

同基準に適合しているか確認できない場合は、その翌日から監理銘柄（確認中）に指定されます。 

 一方、猶予期間終了後の 初の有価証券報告書提出日から起算して８日目の日（休業日は除く）までに申請を

行わない場合は、上場廃止となる銘柄として整理銘柄に指定されることとなります。 

 なお、この時点で審査が継続中である場合は監理銘柄（確認中）の指定が継続されます。 
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 当連結会計年度は継続的な営業キャッシュ・フローのマイナスが発生し、継続企業の前提に関する重要事象等が

存在しておりますが、次期に（１）経営成績に関する分析＜次期の見通し＞において述べた研究開発投資を遂行す

るあたり、北京泰徳製薬有限公司からの受取配当金やＮＥＤＯからの補助金収入等があり、充分な手元資金が確保

されております。従って、次期の事業継続にあたり不確実性は存在いたしていないことから、本決算短信において

継続企業の前提に関する注記は、前期に引き続き記載しておりません。 

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

- 9 -

㈱ＬＴＴバイオファーマ（4566）　平成22年３月期決算短信



  当社グループは、当社（株式会社ＬＴＴバイオファーマ）および連結子会社（株式会社マシンパーツ販売）、関

連会社（株式会社Ｉ＆Ｌ Anti-Aging Management）により構成されており、医薬品の研究開発・販売、ＥＩＰ製品の

販売を主たる業務としております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社との当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

（１）創薬事業 

 より有効でかつ副作用の少ないＤＤＳ製剤等の研究・開発、薬剤の製造販売を行っております。 

（２）ＥＩＰ事業 

 ＥＩＰ製品等の表面改質化技術を用いた製品の販売を行っております。 

  

〔事業系統図〕 

 上述の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

  

  

 
  

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、ＤＤＳ医薬品の開発を主力事業として、人類の健康と福祉に貢献することを企業理念とするバ

イオベンチャー企業グループであります。 

 この企業理念を達成するために、当社は 先端の研究成果と 新の製剤技術を駆使することにより、患者様に有

益でかつ価値の高いＤＤＳ製剤等の医薬品の速やかな実用化を目指し、株主様をはじめすべてのステークホルダー

から常にご支援をいただける事業の展開を目指してまいります。 

（２）目標とする経営指標 

 当社グループは主に医薬品開発事業を行っている創薬系バイオベンチャーであり、現段階においては、公的機関

からの助成金や受取配当金等によって、研究開発を進めております。 

 当社の利益が本格的に拡大するのは、現在開発している新薬が上市され、提携先から本格的にロイヤリティを受

け取ることが出来る時期となります。当社は今後とも新薬の上市へ向けて、開発品のライセンスアウトや経営の効

率化、経費削減に努めて参ります。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、より有効でかつ副作用の少ないＤＤＳ製剤の研究開発および販売を主な事業としております。

また、前期よりグループ内の収益獲得リスクを分散するため、ＥＩＰ事業を立ち上げ販売活動を行って参りまし

た。次期はよりＥＩＰ事業での収益獲得を拡大させ、グループの安定基盤となるよう努めて参ります。 

 それらについて、以下のプロジェクトを推進しております。 

（４）会社の対処すべき課題 

  医薬品産業における事業環境は、日本、米国、欧州、アジアの医療費抑制政策の進展、開発コストの増加、科

学・技術の進歩、新たな経済圏の出現、企業再編の活発化などにより、ますます厳しさを加え、大きな変革の時期

にあります。また会社及び事業の持続性に関わる企業の社会的責任の遂行も強く求められております。 

 このような中、当社は対処すべき課題について以下のように考えております。 

① 創薬研究開発の推進 

 当連結会計年度において、「ＰＣ－ＳＯＤ（吸入投与）」についてＮＥＤＯに採択されたこともあり、当社は

現在同パイプラインの研究開発に も注力しております。次期においては、第Ⅰ相臨床試験の開始及び完了を目

標としており、同時に製薬会社へのライセンスアウトについての協議も進めております。 

 一方、その他のパイプラインにつきましては、基礎研究段階から臨床開発に向けた準備段階へと順調に進展し

ております。 

② ＥＩＰ事業について 

 ＥＩＰ事業は次期において設立３期目となり、さらなる事業収益増加に向け営業活動を行っております。主力

製品であるステアリン酸マグネシウムを使用せずに打錠を可能にしたＥＩＰ杵のシェア拡大については継続して

取り組み、その他のＥＩＰ製品についても様々な分野での応用研究を推進させ、早期の収益獲得に向けた準備を

進めております。 

③ 新規テーマの立ち上げと人材育成 

 パイプラインのさらなる充実のため、現在探索的研究中のテーマを速やかに開発ステージに発展させることが

重要であると考えております。また、ＤＤＳの新しいテーマの検討も必要と考えております。 

 この中でＤＤＳへの期待が特に高いのは核酸医薬分野で、ＤＤＳをコア技術とした創薬事業を展開する当社は

これらの重要な領域での応用を目指します。そのためには有能な人材の確保が重要であります。今後も質の高い

研究開発を促進・維持していくために熊本大学薬学部附属創薬研究センターとの連携を中心に、他の研究機関と

連携強化も図る必要があります。その上で、日進月歩の科学の進歩を支えている大学などの外部研究者との緊密

な連携が継続できることが重要であると考えております。既に当社と熊本大学薬学部附属創薬研究センターの共

同研究開発では新しいアイディアに基づいた複数のプロジェクトを開始しております。 

④ 内部統制システムの強化 

 平成20年４月から施行された金融商品取引法で定める内部統制に関する社内体制をより一層整備していくこと

で、内部牽制体制や内部監査強化などを通じコンプライアンスの徹底ならびに業務の効率化を実現することで更

なる企業の自治機能の向上に努めてまいります。 

３．経営方針
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⑤ 上場基準に関する猶予期間について 

 当社は事業基盤を強化し、創薬事業を核とした成長戦略を加速させ、グループとしての企業価値の 大化を図

ることを目的として株式会社アスクレピオスを株式交換により子会社化いたしました。そのため東京証券取引所

の合併等による実質的存続性の喪失に係る上場廃止基準の規定により当該子会社化の効力発生日である平成19年

９月１日より新規上場に準じた審査を受けるための猶予期間に入っております。そうした中、同社が平成20年３

月19日に東京地方裁判所に破産手続開始の申立てを行い、同日申立受理ならびに破産手続開始の決定がなされま

した。当社はこのような状況を真摯に受け止めるとともに、様々な社内改革等を実践し、同取引所に対して、平

成23年３月31日までに本猶予期間を解除し上場を維持することを目的とした申請をすべく準備を着実に進めてお

ります。 

⑥ 企業の社会的責任の遂行 

 当社グループは、多様なステークホルダーの皆様から継続的に信頼をいただくためには、企業の社会的責任の

遂行が経営の重要課題であると認識し、全役員・社員がそれぞれの立場でコンプライアンス、内部統制の構築、

実践に取り組んでおります。また、環境に対する取り組みも積極的に行い、環境方針の策定やチャレンジ25宣言

等を通じて社会への貢献に努めて参ります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 752,052 567,047

受取手形及び売掛金 15,687 22,916

前渡金 － 91,962

その他 35,289 72,711

流動資産合計 803,030 754,638

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,160 5,160

減価償却累計額 △143 △981

建物（純額） 5,016 4,179

機械装置及び運搬具 46,680 83,301

減価償却累計額 △10,955 △33,111

機械装置及び運搬具（純額） 35,725 50,190

工具、器具及び備品 21,048 14,365

減価償却累計額 △6,136 △4,098

減損損失累計額 △14,178 △9,857

工具、器具及び備品（純額） 732 408

建設仮勘定 47,250 －

有形固定資産合計 88,724 54,778

無形固定資産   

特許権 215,625 178,125

無形固定資産合計 215,625 178,125

投資その他の資産   

投資有価証券 7,580 1,841

出資金 41,869 40,194

長期預金 300,000 300,000

長期貸付金 20,000 12,000

敷金及び保証金 64,355 19,769

破産更生債権等 356,589 240,000

貸倒引当金 △356,589 △240,000

投資その他の資産合計 433,804 373,804

固定資産合計 738,153 606,707

資産合計 1,541,184 1,361,345
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 554 1,118

未払金 220,794 5,963

未払法人税等 10,834 －

預り金 1,119 1,228

債務保証損失引当金 30,000 30,000

その他 － 1,744

流動負債合計 263,303 40,054

固定負債   

退職給付引当金 8,653 9,954

役員退職慰労引当金 1,400 －

その他 4,940 786

固定負債合計 14,993 10,740

負債合計 278,297 50,795

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,852,558 1,852,558

資本剰余金 7,784,433 －

利益剰余金 △8,374,105 △542,007

株主資本合計 1,262,887 1,310,550

純資産合計 1,262,887 1,310,550

負債純資産合計 1,541,184 1,361,345
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,261,015 104,562

売上原価 931,880 56,930

売上総利益 329,134 47,631

販売費及び一般管理費   

研究開発費 ※1  554,223 ※1  262,669

その他 ※2  682,569 ※2  285,417

販売費及び一般管理費合計 1,236,793 548,087

営業損失（△） △907,658 △500,455

営業外収益   

受取利息 1,140 2,228

受取配当金 － 385,914

持分法による投資利益 215,499 －

補助金収入 － 121,065

その他 8,359 5,011

営業外収益合計 224,999 514,219

営業外費用   

事務所移転費用 15,828 －

その他 10,506 －

営業外費用合計 26,334 －

経常利益又は経常損失（△） △708,992 13,763

特別利益   

受取保険金 100,000 －

子会社株式売却益 503,618 －

貸倒引当金戻入額 － 10,000

出資金売却益 － 34,029

その他 3,816 －

特別利益合計 607,435 44,029

特別損失   

投資有価証券評価損 5,999 5,738

特別損失合計 5,999 5,738

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△107,557 52,053

法人税、住民税及び事業税 23,902 4,390

法人税等調整額 △117,375 －

法人税等合計 △93,473 4,390

当期純利益又は当期純損失（△） △14,084 47,663
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,852,558 1,852,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,852,558 1,852,558

資本剰余金   

前期末残高 7,784,433 7,784,433

当期変動額   

欠損填補 － △7,784,433

当期変動額合計 － △7,784,433

当期末残高 7,784,433 －

利益剰余金   

前期末残高 △7,846,789 △8,374,105

当期変動額   

欠損填補 － 7,784,433

当期純利益又は当期純損失（△） △14,084 47,663

自己株式の消却 △151 －

持分法の適用範囲の変動 △513,079 －

当期変動額合計 △527,315 7,832,097

当期末残高 △8,374,105 △542,007

自己株式   

前期末残高 △151 －

当期変動額   

自己株式の消却 151 －

当期変動額合計 151 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 1,790,050 1,262,887

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △14,084 47,663

持分法の適用範囲の変動 △513,079 －

当期変動額合計 △527,163 47,663

当期末残高 1,262,887 1,310,550
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 110,033 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,033 －

当期変動額合計 △110,033 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 110,033 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,033 －

当期変動額合計 △110,033 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 1,900,083 1,262,887

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △14,084 47,663

持分法の適用範囲の変動 △513,079 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △110,033 －

当期変動額合計 △637,196 47,663

当期末残高 1,262,887 1,310,550
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △107,557 52,053

減価償却費 12,877 31,696

のれん償却額 31,428 －

特許権償却 37,500 37,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △21,882 △1,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,816 1,301

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,157 －

受取利息及び受取配当金 △1,140 △388,142

受取保険金 △100,000 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,999 5,738

子会社株式売却損益（△は益） △503,618 －

持分法による投資損益（△は益） △215,499 －

売上債権の増減額（△は増加） △15,757 △7,229

たな卸資産の増減額（△は増加） 52,358 －

前渡金の増減額（△は増加） 268,596 △91,962

仕入債務の増減額（△は減少） 4,906 563

未払金の増減額（△は減少） △68,414 △214,831

預り金の増減額（△は減少） △192,559 －

未収還付消費税の増減額 22,319 13,911

未収入金の増減額（△は増加） － △34,643

その他 △3,063 △19,742

小計 △796,166 △615,186

利息及び配当金の受取額 370,631 388,150

保険金の受取額 100,000 －

法人税等の支払額 △33,783 △4,155

営業活動によるキャッシュ・フロー △359,318 △231,191

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 105,000 105,000

有形固定資産の取得による支出 △69,963 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  528,576 －

貸付金の回収による収入 － 1,600

敷金の差入による支出 △24,081 －

敷金の回収による収入 480 44,585

投資活動によるキャッシュ・フロー 540,010 151,185

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 55,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 55,000 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 235,691 △80,005

現金及び現金同等物の期首残高 411,360 647,052

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  647,052 ※1  567,047
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 該当事項はありません。 

   

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社数         １社 

    連結子会社の名称 

  ㈱マシンパーツ販売  

  

 株式会社マシンパーツ販売はＥＩＰ製

品等の表面改質化技術を用いた製品の販

売を目的として、平成20年９月16日開催

の取締役会における決議を経て、平成20

年10月１日付けで設立しました。 

  

 前連結会計年度まで連結子会社であっ

た株式会社ソーレは経営資源を創薬事業

ならびにＥＩＰ事業に集中するため、平

成21年２月25日開催の取締役会において

全株式を譲渡する決議を経て売却し、連

結範囲から除外しました。 

同左 

  

  

  

―――――――― 

  

  

  

  

  

―――――――― 

  

 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 

  持分法適用の関連会社の名称 

   ㈱I&L Anti-Aging Management  

 北京泰徳製薬有限公司について、

弊社元代表取締役水島裕の死去等に

より実質的な影響力が薄まったと判

断し、第２四半期連結会計期間末で

持分法適用会社から除外しまし

た。   

同左 

  

  

―――――――― 

３．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 全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。 

同左 

４．会計処理基準に関する事項     

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 ①投資有価証券 

  その他有価証券 

      時価のあるもの  

  ―――――――― 

 ①投資有価証券 

  その他有価証券 

      時価のあるもの  

  ―――――――― 

     時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法 

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

  建物        15年 

  機械装置及び運搬具 ６年 

  工具、器具及び備品 ６年  

  

①有形固定資産 

 同左   

  ②無形固定資産 

定額法              

 主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。   

特許権       ８年   

②無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、

回収不能見込額を計上することとし

ております。 

①貸倒引当金 

同左 

  ②債務保証損失引当金 

 債務保証の履行に伴い発生する損

失に備えるため、損失見込額を計上

しております。 

②債務保証損失引当金 

              同左 

  ③退職給付引当金 

  提出会社は従業員の退職給付に備

えるため、連結会計年度末における

退職給付債務に基づき計上しており

ます。 

③退職給付引当金 

同左 

  ④役員退職慰労引当金 

 提出会社は役員に対する退職慰労

金の支払に備えるため、内規に基づ

く連結会計年度末要支給額を計上し

ております。  

 なお、当社は、平成18年６月27日

開催の株主総会の決議に基づき、同

日をもって役員退職慰労金制度の廃

止を決定し、退任時に支給すること

としました。 

 従いまして、平成18年７月１日以

降の期間に対する役員退職慰労引当

金の繰入は行っておりません。  

④役員退職慰労引当金 

―――――――― 
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 該当事項はありません。 

   

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(4) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 消費税等は、税抜方式により処理し

ております。ただし、資産に係る控除 

対象外消費税は発生連結会計年度の期

間費用としております。 

①消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価につ 

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及 

び容易に換金可能であり、かつ、価値の 

変動について僅少なリスクしか負わない 

取得日から３か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         

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

表示方法の変更

当連結会計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において、流動負債の「未払法人税等」は区分掲記しておりましたが金額的重要性が減少したた

め、当連結会計年度より「その他」に含めて表示することとしました。なお、当連結会計年度の流動負債の「その

他」に含まれる「未払法人税等」は 千円であります。 1,298
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

 １ 偶発債務 

      ① ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号 

（訴訟の提起があった裁判所及び年月日） 

東京地方裁判所 平成20年４月28日（訴状送達

日：平成20年５月22日） 

（訴訟を提起した者） 

商   号：ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事

業組合３号 

本店所在地：東京都港区虎ノ門五丁目11番１号

代 表 者：業務執行組合員 BigRiver株式会

社代表取締役デービッド・ザイデ

ン 

（訴訟の原因及び提訴されるに至った経緯） 

 原告が大手商社の保証を前提とした投資案件

に対し、大手商社らと契約のうえ、平成19年11

月30日付けで80億円を投資したが、償還期限で

ある平成20年３月19日を過ぎても大手商社から

の支払が実行されなかったとして、大手商社ら

を提訴すると共に、かかるスキームに当社元役

員が関与していたとして会社法第350条等を根

拠に当社が予備的に提訴されたものでありま

す。 

（訴訟の内容及び請求額） 

訴訟の内容：会社法第350条等に基づく損害賠

償請求（当社を予備的な被告とす

るもの） 

請求金額 ：88億円及び遅延損害金 

（今後の見通し） 

 当社には原告が予備的に請求する損害賠償金

を支払う義務は全くなく、今後とも、法廷の場

で適切に対応して参ります。 

  

 １ 偶発債務 

      ① ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号 

同左 
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前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

    ② 株式会社アイロムホールディングス 

（訴訟の提起があった裁判所及び年月日） 

東京地方裁判所 平成20年10月８日（訴状送達

日：平成20年11月10日） 

（訴訟を提起した者） 

商   号：株式会社アイロムホールディング

ス  

本店所在地：東京都品川区大崎一丁目２番２号

代 表 者：代表取締役 三宅 鐵宏 

（訴訟の原因及び提訴されるに至った経緯） 

 原告が、当社と原告との合弁会社である株式

会社I＆L Anti-Aging Managementに対して有す

る１億5000万円の貸付金について、株式会社ア

スクレピオスが免責的債務引受けをし、当社が

連帯保証したなどとして、当社に対し当該貸付

金の未返済分の請求を行うと共に、予備的に、

当社が原告との間の信義則上の義務に違反した

として、債務不履行に基づく損害賠償の請求を

行ったものであります。 

※ 免責的債務引受け時点では、株式会社アス

クレピオスは当社の子会社ではありませんでし

た。 

（訴訟の内容及び請求額） 

主位的請求 

訴訟の内容：連帯保証の履行請求 

請求金額 ：１億4375万円及び遅延損害金 

予備的請求 

訴訟の内容：債務不履行に基づく損害賠償請求

請求金額 ：8000万円及び遅延損害金 

（今後の見通し） 

 当社には原告が請求する連帯保証金及び損害

賠償金を支払う義務は全くなく、今後とも、法

廷の場で適切に対応して参ります。 

  

―――――――― 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 研究開発費の総額は 千円で主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

554,223 ※１ 研究開発費の総額は 千円で主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

262,669

 役員報酬 17,057千円

 給与 33,579  

 派遣社員費 8,948  

 地代家賃  

 減価償却費 

18,797

11,084

  

  

 治験実施費 34,964  

 試験材料費 

 業務委託費 

 寄付金 

291,627

25,827

10,600

  

  

  

 特許出願料 17,417  

 特許権償却費 37,500  

 役員報酬 17,353千円

 給与 25,514  

 地代家賃  10,070  

 試験委託費 100,637  

 寄付金 10,000  

 特許出願料 19,124  

 特許権償却費 37,500  

※２  その他の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

※２  その他の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。 

  

 役員報酬 38,738千円

 給与 133,765  

 賞与引当金繰入額 3,998  

 賞与 8,277  

 のれん償却 31,428  

 支払手数料 

 地代家賃 

 租税公課 

281,496

37,053

68,916

  

  

  

 前連結会計年度において、「支払手数料」に含めて計上

されていた支払報酬は、勘定科目の明瞭性を高めるため、

当連結会計年度より、「支払報酬」として表示しておりま

す。  

 前連結会計年度における「支払報酬」の金額は

千円であります。 

 役員報酬 41,965千円

 給与 31,309  

 支払報酬 145,309  

 地代家賃 8,151  

 減価償却費 28,517  

263,424
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少１株は、自己株式の消却によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少１株は、自己株式の消却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。 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。  

   

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

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。 

３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。  

   

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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）１  131,869  － 1     131,868 

合計  131,869  －     1  131,868

自己株式           

普通株式 （注）２  1  －  1  －

合計  1  －  1  －

  
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   131,868  －    －  131,868

合計  131,868  －        －  131,868

自己株式           

普通株式   －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 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21年３月31日現在） 

※１ 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22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 752,052千円

預入期間が3か月を超える定期預金 △105,000  

現金及び現金同等物 647,052  

現金及び預金勘定 567,047千円

預入期間が3か月を超える定期預金 －  

現金及び現金同等物 567,047  

 ※２ 当連結会計年度に株式売却により連結子会社でなく

   なった会社の資産及び負債の主な内訳 

    株式の売却により㈱ソーレが連結子会社でなくな

ったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳ならび

に株式の売却価額と売却による収入は次のとおりで

あります。  

                 

    

   （千円）

流動資産       255,043

固定資産      54,876

流動負債      241,318

株式売却益       503,618

㈱ソーレ株式の売却価額       580,000

㈱ソーレ現金及び現金同等物       51,423

差引：売却による収入       528,576
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

   １．事業内容及び商品、用途、販売方法等を考慮して事業区分を行っています。 

   ２．各事業の主な商品、事業内容 

        （1） 創薬事業    ＤＤＳ医薬品、化粧品等に対するロイヤリティ収入等 

        （2）  調剤薬局事業   医療用医薬品、一般薬の販売 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

   １．事業内容及び商品、用途、販売方法等を考慮して事業区分を行っています。 

   ２．各事業の主な商品、事業内容 

        （1） 創薬事業    ＤＤＳ医薬品、化粧品等に対するロイヤリティ収入等 

        （2）  ＥＩＰ事業    ＥＩＰ製品等の表面改質化技術を用いた製品の販売 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
創薬事業 
（千円） 

調剤薬局事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  24,720  1,236,294  1,261,015  －  1,261,015

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  24,720  1,236,294  1,261,015  －  1,261,015

営業費用  992,064  1,176,609  2,168,674  －  2,168,674

営業利益又は営業損失(△）  △967,343  59,685  △907,658  －  △907,658

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資産  1,541,184  －  1,541,184     －  1,541,184

減価償却費  48,727  33,078  81,805  －  81,805

資本的支出  99,952  －  99,952  －  99,952

  
創薬事業 
（千円） 

ＥＩＰ事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  58,252  46,309  104,562  －  104,562

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  58,252  46,309  104,562  －  104,562

営業費用  530,845  85,347  616,192  △11,175  605,017

営業利益又は営業損失(△）  △472,593  △39,037  △511,630  11,175  △500,455

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
          

資産  1,398,120  98,908  1,497,028     △135,682  1,361,345

減価償却費  40,679  28,517  69,196  －  69,196

資本的支出  －  －  －  －  －
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   ３．事業区分の方法の変更 

   事業区分の方法の変更については、従来、当社グループにおける重要性の観点から、前連結会計年度において設立

したＥＩＰ事業を営む㈱マシンパーツ販売を創薬事業に含めて表示しておりましたが、創薬事業におけるＥＩＰ事業

のセグメントに占める割合が高くなったため、創薬事業から分離して表示することとしました。 

なお、この変更による創薬事業への影響額はありません。 

 また、前連結会計年度において調剤薬局事業を営んでおりました㈱ソーレの全株式を譲渡したことに伴い、第１四

半期連結会計期間より「調剤薬局事業」のセグメントを廃止しました。   

  

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

  本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも100％であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

     

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21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。 

   

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）  

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。 

    （１）アジア・・・・・中国、韓国 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

   

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

    アジア 計 

 Ⅰ 海外売上高（千円） 47,239 47,239

 Ⅱ 連結売上高（千円） 104,562

 Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
45.2 45.2
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．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 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

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、その内容は次のとおりであります。  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．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 

同左  

  

  

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具、器具及

び備品 ソフトウェア 合 計

取得価額相当額 
（千円）  2,764  2,372 5,136

減価償却累計額 
相当額 
(千円） 

 1,703  1,512 3,215

 減損損失累計額 
 相当額 
(千円) 

 1,061  859 1,921

期末残高 
相当額  
(千円) 

 －  － －

 
工具、器具及

び備品 ソフトウェア 合 計

取得価額相当額
（千円）  2,764  2,372 5,136

減価償却累計額
相当額 
(千円） 

 1,703  1,512 3,215

減損損失累計額
 相当額 
(千円) 

 1,061  859 1,921

期末残高
相当額  
(千円) 

 －  － －

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円1,260

１年超 千円786

合計 千円2,046

１年内 千円786

１年超 千円－

合計 千円786

リース資産減損勘定期末残高 2,046千円 リース資産減損勘定期末残高 786千円

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 千円2,464

リース資産減損勘定の取崩額 千円2,420

支払利息相当額 千円115

支払リース料 千円1,260

リース資産減損勘定の取崩額 千円427

支払利息相当額 千円51

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同 左 

(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、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同 左 

  

  

２．オペレーティング・リース取引 

―――――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

―――――――― 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用し

ております。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引  

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

  （1）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

（注）１．役員を兼務しておりました水島裕は平成20年５月７日に逝去しました。 

２．当社が転貸している物件に対する受取賃料であります。賃料につきましては、当社が支払っている当該物件

に対する賃料単価を基に算定しております。 

３．ＥＩＰ事業推進のために、当社と共同で保有していた機械装置等を譲り受けたものであります。 

４．医療法人社団寛応会は平成20年６月23日に破産手続開始申立がなされております。なお、理事長を兼務して

おりました水島裕は平成20年５月７日に逝去しました。  

５．上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めておりません。  

  

 当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

関連当事者との取引  

 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

  （1）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

（注）１．上記金額のうち取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めておりません。  

  

（関連当事者情報）

種類 会社等の
名称 所在地 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）  

役員及びそ

の近親者が

議決権の過

半数を自己

の計算にお

いて所有し

ている会社 

㈱水島コ

ーポレー

ション  

東京都 

港区 
 10,550

出版業そ

の他 

(被所有) 

直接 

 4.39％  

役員の 

兼任 

(注)１ 

敷金の預り － 預り敷金  3,725

賃借料の収

入（注）２ 
 3,846 －  －

有形固定資

産の取得 

技術権利料 

（注）３ 

 

  

16,838

656

機械装置 

減価償却累計額 

－ 

 16,838

△585

－

役員が理事

長を務める

医療法人 

医療法人

社団寛応

会 

東京都 

港区 
 － 医療 － 

役員の 

兼任 

(注)４ 

資金の貸付 

利息の受取 
 

－

－

破産更生債権等 

貸倒引当金  
 

106,589

△106,589

種類 会社等の
名称 所在地 

資本金又
は出資金 

  

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関連当事
者との関
係 

取引の内容
取引金額
（千円）

科目 期末残高
（千円）  

 主要株主 

北京泰徳

製薬有限

公司  

中国  

北京市 
百万元 65 創薬事業 

(被所有) 

直接 

 11.52％  

主要株主 
ライセンス

の供与等 
  47,160  －  －

役員が代表

を務める 

法人 

  

北京徳成

経緯コン

サルティ

ング有限

公司  

  

中国  

北京市 

  

元 

 

1,000

薬事コン

サルティ

ング 

  

－ 

  

役員の 

兼任  

  

出資金一部
売却 
  

売却代金
  
売却益

10,413

9,925

  
  
  

未収入金 
  
－ 

10,490

－
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  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

  当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

    

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの （平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

  ２．時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成21年３月31日） 

  ３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成21年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの （平成22年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

  ２．時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成22年３月31日） 

  ３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額（平成22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20年４月１日 至平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自平成21年４月１日 至

平成22年３月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。    

（税効果会計関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券 

   非上場株式 
 7,580

合計  7,580

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券 

   非上場株式 
 1,841

合計  1,841

（デリバティブ取引関係）
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（退職給付関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、以下のよ

うな退職給付制度を設けております。  

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、以下のような退職

給付制度を設けております。  

(1）退職一時金：退職金規程に基づく退職一時金制度

を採用しております。 

(1）       同  左 

(2）中小企業退職金共済：退職金制度の一部について

中小企業退職金共済制度に加入しております。 

       ―――――――― 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

  

退職給付債務 千円8,653

年金資産  －

退職給付引当金  8,653

退職給付債務 千円9,954

年金資産  －

退職給付引当金  9,954

    (注)当社グループは退職給付債務の算定に当り、簡便 

  法を採用しております。  

    (注)当社は退職給付債務の算定に当り、簡便法を採用

しております。  

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

  

勤務費用 千円－

中小企業退職金共済掛金  1,916

退職給付費用  1,916

勤務費用 千円3,078

退職給付費用  3,078

（注）当社グループは退職給付費用の算定にあたり、

簡便法を採用しております。  

（注）当社は退職給付費用の算定にあたり、簡便法を採

用しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  当社グループは簡便法を採用しているため基礎率等

について記載しておりません。  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当社は簡便法を採用しているため基礎率等について

記載しておりません。 
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して当社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは社外コンサルタント

の地位にあることを要する。 

  

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

   

（ストック・オプション等関係）

  
第２回 

ストック・オプション 
第３回

 ストック・オプション 
第４回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
取締役５名、監査役１名、従

業員８名及び社外協力者10名 

取締役３名、従業員３名及び

社外協力者２名 
取締役３名及び従業員15名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）1 

普通株式 3,180株  普通株式  820株 普通株式 1,500株 

付与日 平成15年7月31日 平成15年11月25日 平成18年４月27日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 
自平成15年７月31日 

至平成17年７月28日 

自平成15年11月25日 

至平成17年７月28日 

自平成18年４月27日 

至平成19年６月30日 

権利行使期間 
平成17年７月29日から 

平成25年７月28日まで 

平成17年７月29日から 

平成25年７月28日まで 

平成19年７月１日から 

平成24年６月30日まで 

  
第２回

ストック・オプション 
第３回

 ストック・オプション 
第４回

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末     －     －     － 

付与     －     －     － 

失効    －     －     － 

権利確定     －     －     － 

未確定残     －     －     － 

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末     312     32     610 

権利確定     －     －     － 

権利行使     －     －     － 

失効     172     16     170 

未行使残     140     16     440 
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② 単価情報 

（注）「付与日における公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に 

付与されたものであるため、記載しておりません。 

  

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

  

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

（１）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算しております。 

２．付与日以降権利確定日までの間、継続して当社の取締役、監査役、従業員、顧問もしくは社外コンサルタント

の地位にあることを要する。 

  

  
第２回 

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション
第４回

ストック・オプション 

権利行使価格       

（円） 
    65,000     65,000     227,135 

行使時平均株価      

（円） 
        －     －     － 

公正な評価単価（付与日） 

（円） 
      －     －     － 

  
第２回 

ストック・オプション 
第３回

 ストック・オプション 
第４回 

ストック・オプション 

付与対象者の区分及び数 
取締役５名、監査役１名、従

業員８名及び社外協力者10名 

取締役３名、従業員３名及び

社外協力者２名 
取締役３名及び従業員15名 

株式の種類別のストッ

ク・オプションの数

（注）1 

普通株式 3,180株  普通株式  820株 普通株式 1,500株 

付与日 平成15年7月31日 平成15年11月25日 平成18年４月27日 

権利確定条件 （注）２ （注）２ （注）２ 

対象勤務期間 
自平成15年７月31日 

至平成17年７月28日 

自平成15年11月25日 

至平成17年７月28日 

自平成18年４月27日 

至平成19年６月30日 

権利行使期間 
平成17年７月29日から 

平成25年７月28日まで 

平成17年７月29日から 

平成25年７月28日まで 

平成19年７月１日から 

平成24年６月30日まで 
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（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数につ

いては、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

   

② 単価情報 

（注）「付与日における公正な評価単価」については、ストック・オプションが会社法施行日前に 

付与されたものであるため、記載しておりません。 

  

２．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用

しております。 

  

  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  
第２回

ストック・オプション 
第３回

 ストック・オプション 
第４回

ストック・オプション 

権利確定前      （株）       

前連結会計年度末  －  －  －

付与  －  －  －

失効  －  －  －

権利確定  －  －  －

未確定残  －  －  －

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末  140  16  440

権利確定  －  －  －

権利行使  －  －  －

失効  －  －  30

未行使残  140  16  410

  
第２回 

ストック・オプション
第３回

ストック・オプション
第４回

ストック・オプション 

権利行使価格       

（円） 
 65,000  65,000  227,135

行使時平均株価      

（円） 
 －  －  －

公正な評価単価（付与日） 

（円） 
   －  －  －

（企業結合等）

（賃貸等不動産関係）
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 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については新株予約権を発行しておりますが、１株当たり当期純損失

であること又は希薄化効果を有していないため記載しておりません。 

    ２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の

算定上の基礎は、以下のとおりであります。  

   

  該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 9,576.90

１株当たり当期純損失金額 円 106.81

１株当たり純資産額 円 9,938.35

１株当たり当期純利益金額 円 361.45

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（純損失）（△）（千円）  △14,084  47,663

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（純損失）（△） 

（千円） 
 △14,084  47,663

期中平均株式数（株）  131,868  131,868

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

 ① 新株予約権 

    株主総会の特別決議日 

 平成15年７月28日 

   （新株予約権 個） 

 平成17年６月28日 

     （新株予約権 個） 

   

156

440

 ① 新株予約権  

    株主総会の特別決議日 

 平成15年７月28日 

   （新株予約権 個） 

 平成17年６月28日 

     （新株予約権 個） 

156

410

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 750,436 561,378

売掛金 15,687 －

前渡金 － 76,408

前払費用 5,759 3,455

短期貸付金 － ※1  31,400

未収還付消費税等 28,658 12,958

未収入金 － 36,650

その他 814 6,530

流動資産合計 801,357 728,781

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,160 5,160

減価償却累計額 △143 △981

建物（純額） 5,016 4,179

機械及び装置 46,680 7,415

減価償却累計額 △10,955 △4,594

機械及び装置（純額） 35,725 2,820

工具、器具及び備品 21,048 14,365

減価償却累計額 △6,136 △4,098

減損損失累計額 △14,178 △9,857

工具、器具及び備品（純額） 732 408

有形固定資産合計 41,474 7,408

無形固定資産   

特許権 215,625 178,125

無形固定資産合計 215,625 178,125

投資その他の資産   

投資有価証券 7,580 1,841

関係会社株式 50,000 50,000

出資金 41,869 40,194

長期貸付金 20,000 12,000

関係会社長期貸付金 － 60,000

長期預金 300,000 300,000

敷金及び保証金 64,355 19,769

破産更生債権等 356,589 240,000

貸倒引当金 △356,589 △240,000

投資その他の資産合計 483,804 483,804

固定資産合計 740,903 669,338

資産合計 1,542,260 1,398,120
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 554 647

未払金 220,736 5,793

未払法人税等 10,744 1,118

預り金 1,119 1,228

債務保証損失引当金 30,000 30,000

その他 － 403

流動負債合計 263,155 39,191

固定負債   

退職給付引当金 8,653 9,954

役員退職慰労引当金 1,400 －

その他 4,940 786

固定負債合計 14,993 10,740

負債合計 278,148 49,932

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,852,558 1,852,558

資本剰余金   

資本準備金 7,784,433 －

資本剰余金合計 7,784,433 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △8,372,880 △504,370

利益剰余金合計 △8,372,880 △504,370

株主資本合計 1,264,111 1,348,187

純資産合計 1,264,111 1,348,187

負債純資産合計 1,542,260 1,398,120
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 24,716 58,252

売上原価   

商品売上原価   

当期商品仕入高 － 16,150

合計 － 16,150

商品売上原価 － 16,150

その他の事業売上原価   

その他 616 128

その他の事業売上原価 616 128

売上原価 616 16,278

売上総利益 24,099 41,974

販売費及び一般管理費   

研究開発費 ※1  554,223 ※1  262,669

その他 ※2  436,082 ※2  251,897

販売費及び一般管理費合計 990,306 514,567

営業損失（△） △966,206 △472,593

営業外収益   

受取利息 2,707 3,923

受取配当金 367,228 385,914

補助金収入 － 121,065

その他 5,242 11,685

営業外収益合計 375,178 522,589

営業外費用   

事務所移転費用 15,828 －

その他 10,291 －

営業外費用合計 26,119 －

経常利益又は経常損失（△） △617,147 49,995

特別利益   

子会社株式売却益 570,000 －

受取保険金 100,000 －

貸倒引当金戻入額 － 10,000

出資金売却益 － 34,029

その他 3,816 －

特別利益合計 673,816 44,029

特別損失   

投資有価証券評価損 5,999 5,738

特別損失合計 5,999 5,738

税引前当期純利益 50,668 88,286

法人税、住民税及び事業税 1,210 4,210

法人税等合計 1,210 4,210

当期純利益 49,458 84,076
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,852,558 1,852,558

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,852,558 1,852,558

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,784,433 7,784,433

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △7,784,433

当期変動額合計 － △7,784,433

当期末残高 7,784,433 －

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － 7,784,433

欠損填補 － △7,784,433

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 7,784,433 7,784,433

当期変動額   

欠損填補 － △7,784,433

当期変動額合計 － △7,784,433

当期末残高 7,784,433 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △8,422,187 △8,372,880

当期変動額   

当期純利益 49,458 84,076

欠損填補 － 7,784,433

自己株式の消却 △151 －

当期変動額合計 49,307 7,868,509

当期末残高 △8,372,880 △504,370

自己株式   

前期末残高 △151 －

当期変動額   

自己株式の消却 151 －

当期変動額合計 151 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,214,652 1,264,111

当期変動額   

当期純利益 49,458 84,076

当期変動額合計 49,458 84,076

当期末残高 1,264,111 1,348,187

純資産合計   

前期末残高 1,214,652 1,264,111

当期変動額   

当期純利益 49,458 84,076

当期変動額合計 49,458 84,076

当期末残高 1,264,111 1,348,187
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 該当事項はありません。 

   

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

 時価のあるもの  

―――――――― 

子会社及び関連会社株式 

同左  

その他有価証券 

 時価のあるもの  

―――――――― 

   時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 時価のないもの 

      同左         

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

  建物        15年 

  機械装置及び運搬具 ６年 

  工具、器具及び備品 ６年 

  

               

  

  

(1) 有形固定資産 

同左   

     

               

  

  

  (２)無形固定資産 

  定額法 

     主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

特許権       ８年  

(２)無形固定資産 

同左   

      

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

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することとしてお

ります。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）債務保証損失引当金 

 債務保証の履行に伴い発生する損失

に備えるため、損失見込額を計上して

おります。 

(2）債務保証損失引当金 

           同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務に基づき計

上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 
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 該当事項ありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (4）役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支払に備

えるため、内規に基づく期末要支給額

を引当計上しております。    

  なお、当社は、平成18年６月27日開

催の株主総会の決議に基づき、同日を

もって役員退職慰労金制度の廃止を決

定し、退任時に支給することとしまし

た。 

 従いまして、平成18年７月１日以降

の期間に対する役員退職慰労引当金の

繰入は行っておりません。 

―――――――― 

４．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

 消費税等は、税抜方式により処理し

ております。 

(1）消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

表示方法の変更
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年3月31日現在） 

当事業年度 
（平成22年3月31日現在） 

―――――――― ※１ 関係会社項目 

 関係会社に対する資産には区分掲記されたもののほか

次のものがあります。 

短期貸付金  25,000千円 

  

 １ 偶発債務 

    ① ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号 

（訴訟の提起があった裁判所及び年月日） 

東京地方裁判所 平成20年４月28日（訴状送達

日：平成20年５月22日） 

（訴訟を提起した者） 

商   号：ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事

業組合３号 

本店所在地：東京都港区虎ノ門五丁目11番１号

代 表 者：業務執行組合員 BigRiver株式会

社代表取締役デービッド・ザイデ

ン 

（訴訟の原因及び提訴されるに至った経緯） 

 原告が大手商社の保証を前提とした投資案件

に対し、大手商社らと契約のうえ、平成19年11

月30日付けで80億円を投資したが、償還期限で

ある平成20年３月19日を過ぎても大手商社から

の支払が実行されなかったとして、大手商社ら

を提訴すると共に、かかるスキームに当社元役

員が関与していたとして会社法第350条等を根

拠に当社が予備的に提訴されたものでありま

す。 

（訴訟の内容及び請求額） 

訴訟の内容：会社法第350条等に基づく損害賠

償請求（当社を予備的な被告とす

るもの） 

請求金額  ：88億円及び遅延損害金 

（今後の見通し） 

 当社には原告が予備的に請求する損害賠償金

を支払う義務は全くなく、今後とも、法廷の場

で適切に対応して参ります。 

  

 ２ 偶発債務 

    ① ＳＰ＆Ｗ・アスクレピオス投資事業組合３号 

同左 
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前事業年度 
（平成21年3月31日現在） 

当事業年度 
（平成22年3月31日現在） 

    ② 株式会社アイロムホールディングス 

（訴訟の提起があった裁判所及び年月日） 

東京地方裁判所 平成20年10月８日（訴状送達

日：平成20年11月10日） 

（訴訟を提起した者） 

商   号：株式会社アイロムホールディング

ス 

本店所在地：東京都品川区大崎一丁目２番２号

代 表 者：代表取締役 三宅 鐵宏 

（訴訟の原因及び提訴されるに至った経緯） 

 原告が、当社と原告との合弁会社である株式

会社I＆L Anti-Aging Managementに対して有す

る１億5000万円の貸付金について、株式会社ア

スクレピオスが免責的債務引受けをし、当社が

連帯保証したなどとして、当社に対し当該貸付

金の未返済分の請求を行うと共に、予備的に、

当社が原告との間の信義則上の義務に違反した

として、債務不履行に基づく損害賠償の請求を

行ったものであります。 

※ 免責的債務引受け時点では、株式会社アス

クレピオスは当社の子会社ではありませんでし

た。 

（訴訟の内容及び請求額） 

主位的請求 

訴訟の内容：連帯保証の履行請求 

請求金額 ：１億4375万円及び遅延損害金 

予備的請求 

訴訟の内容：債務不履行に基づく損害賠償請求

請求金額 ：8000万円及び遅延損害金 

（今後の見通し） 

 当社には原告が請求する連帯保証金及び損害

賠償金を支払う義務は全くなく、今後とも、法

廷の場で適切に対応して参ります。 

 

―――――――― 
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 前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の減少１株は、自己株式の消却によるものであります。  

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 該当事項はありません。  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年4月 1日 
至 平成22年3月31日） 

※１ 研究開発費の総額は 千円で主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

554,223 ※１ 研究開発費の総額は 千円で主要な費目及び

金額は次のとおりであります。 

262,669

 役員報酬 千円17,057

 給与  33,579

 派遣社員費  8,948

 地代家賃  18,797

 減価償却費  11,084

 治験実施費  34,964

 試験材料費  291,627

 業務委託費      25,827

 寄付金  10,600

 特許出願料  17,417

 特許権償却費  37,500

 役員報酬 千円17,353

 給与  25,514

 地代家賃  10,070

 試験委託費  100,637

 寄付金  10,000

 特許出願料  19,124

 特許権償却費  37,500

※２ その他の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。なお、販売費に属する費

用に該当する項目は極めて僅少なため、販売費に属す

る費用と一般管理費に属する費用とのおおよその割合

については、記載を省略しております。 

※２ その他の販売費及び一般管理費の主要な費目及び金

額は次のとおりであります。なお、販売費に属する費

用に該当する項目は極めて僅少なため、販売費に属す

る費用と一般管理費に属する費用とのおおよその割合

については、記載を省略しております。 

役員報酬 千円32,478

給与  55,259

地代家賃  22,446

租税公課  19,923

支払手数料  267,345  前事業年度において、「支払手数料」に含めて計上され

ていた支払報酬は、勘定科目の明瞭性を高めるため、当事

業年度より、「支払報酬」として表示しております。 

 前事業年度における「支払報酬」の金額は 千円

であります。  

役員報酬 千円41,965

給与  31,309

地代家賃  8,151

支払報酬  145,271

263,424

 ※３ 営業外収益に含まれる関係会社との取引 ―――――――― 

受取配当金 千円367,228   

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式（注）１     1    －     1     － 

合計     1     －     1 － 
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．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 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が、平成20年３月31日以前のリース取引に

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、その内容は次のとおりであります。  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

１．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 

同左 

  

  

  

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

  
工具、器具及

び備品 ソフトウェア 合 計

取得価額相当額 
（千円）  2,764  2,372 5,136

減価償却累計額 
相当額 
(千円） 

 1,703  1,512 3,215

 減損損失累計額 
 相当額 
(千円) 

 1,061  859 1,921

期末残高 
相当額  
(千円) 

 －  － －

 
工具、器具及

び備品 ソフトウェア 合 計

取得価額相当額
（千円）  2,764  2,372 5,136

減価償却累計額
相当額 
(千円） 

 1,703  1,512 3,215

減損損失累計額
 相当額 
(千円) 

 1,061  859 1,921

期末残高
相当額  
(千円) 

 －  － －

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内      千円1,260

１年超 千円786

合計 千円2,046

１年内      千円786

１年超 千円－

合計 千円786

リース資産減損勘定期末残高 千円2,046 リース資産減損勘定期末残高 千円786

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 千円2,464

リース資産減損勘定の取崩額 千円2,420

支払利息相当額 千円115

支払リース料 千円1,260

リース資産減損勘定の取崩額 千円427

支払利息相当額 千円51

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

  

  

２．オペレーティング・リース取引 

―――――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

―――――――― 
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前事業年度（平成21年３月31日現在） 

         当事業年度における、関係会社株式で時価のあるものはありません。 

   

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

         当事業年度における、関係会社株式で時価のあるものはありません。 

   

  決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。   

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権を発行しておりますが、１株当たり当期純利益

     金額であること又は希薄化効果を有していないため記載しておりません。 

   ２．１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

     あります。   

   

  該当事項はありません。 

  

株式会社アイロムホールディングス訴訟について 

 原告（株式会社アイロムホールディングス）が、当社と原告との合弁会社である株式会社I＆L Anti-Aging 

Managementに対して有する１億5000万円の貸付金について、株式会社アスクレピオスが免責的債務引受けをし、

当社が連帯保証したなどとして、当社に対し当該貸付金の未返済分の請求を行うとともに、予備的に、当社が原

告との間の信義則上の義務に違反したとして、債務不履行に基づく損害賠償の請求を行ったものでありました。 

 しかし、平成22年３月30日に原告の請求をいずれも棄却する旨の判決がありました。現在のところ当社に控訴

状の送達は無く、法令では判決が不服の場合、原告が判決書の送達を受けた日から50日以内に控訴状等を裁判所

に提出することになっております。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 9,586.19

１株当たり当期純利益金額 円 375.06

１株当たり純資産額 円 10,223.77

１株当たり当期純利益金額 円 637.58

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（千円）  49,458  84,076

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  49,458  84,076

期中平均株式数（株）  131,868  131,868

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益金額の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

① 新株予約権 

   株主総会の特別決議日 

平成15年７月28日 

（新株予約権  個） 

平成17年６月28日 

       （新株予約権 個） 

  

156

440

① 新株予約権 

   株主総会の特別決議日 

平成15年７月28日 

（新株予約権  個） 

平成17年６月28日 

       （新株予約権 個） 

156

410

（重要な後発事象）

６．その他

（1）その他
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