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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 第８期から連結財務諸表を作成しております。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 第８期におきまして平成14年４月24日付をもって、１株を４株とする株式分割を行っております。 

  なお、第８期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとし

て計算しております。 

４ 第８期の株価収益率については、当社株式は、非上場・非登録であり、株価が把握できないため、記載しておりません。

５ 第９期におきまして平成１5年１月24日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。  

    ６ 第11期におきまして平成17年３月23日付をもって、１株を100株とする株式分割を行っております。 

７ 第10期および第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

８ 第10期および第11期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。 
  

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月

売上高 (千円) ― 868,590 1,260,778 670,065 624,349

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) ― 101,928 109,238 △952,863 △1,460,626

当期純利益又は当期純損
失（△） 

(千円) ― 55,493 56,342 △942,629 △2,274,220

純資産額 (千円) ― 548,280 1,050,460 649,314 1,139,268

総資産額 (千円) ― 880,089 1,511,816 1,652,033 2,289,459

１株当たり純資産額 (円) ― 43,198.91 38,360.36 20,010.94 153.96

１株当たり当期純利益又
は１株当たり当期純損失
(△) 

(円) ― 4,408.08 2,060.37 △34,233.85 △601.33

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 4,272.33 2,032.05 ― ―

自己資本比率 (％) ― 62.3 69.5 39.3 49.8

自己資本利益率 (％) ― 10.8 7.0 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― 68.4 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 303,561 △245,824 △637,271 △742,354

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― △215,952 △520,675 △30,227 △550,877

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― 34,133 537,783 1,176,828 2,007,108

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) ― 311,509 82,793 592,123 1,306,000

従業員数 (名) ― 55 69 73 59



(2) 提出会社の経営指標等 

  

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月

売上高 (千円) 477,951 868,590 1,252,003 659,265 515,201

経常利益又は経常損失
(△) 

(千円) 48,484 96,085 99,926 △963,837 △1,438,412

当期純利益又は当期純
損失(△) 

(千円) 27,281 52,650 51,197 △949,889 △2,246,365

持分法を適用した場合
の投資利益 

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 281,050 301,050 488,050 760,050 2,143,372

発行済株式総数 (株) 3,133 12,692 27,384 32,448 7,399,571.77

純資産額 (千円) 480,015 545,437 1,042,472 634,066 1,151,874

総資産額 (千円) 629,956 899,285 1,509,693 1,646,522 2,195,074

１株当たり純資産額 (円) 153,212.73 42,974.91 38,068.67 19,541.01 155.67

１株当たり配当額 (円) 

旧株 2,500 
  
第1新株1,685 
第2新株1,665 

旧株  625
  

新株  221 
320 
  

  
  
― 

  
― 
  

(内１株当たり中間配当
額) 

(円)  (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純利益
又は１株当たり当期純
損失(△) 

(円) 14,179.39 4,182.25 1,872.23 △34,497.53 △593.96

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― 4,053.46 1,846.49 ― ―

自己資本比率 (％) 76.2 60.7 69.1 38.5 52.5

自己資本利益率 (％) 9.5 10.3 6.4 ― ―

株価収益率 (倍) ― ― 75.3 ― ―

配当性向 (％) 26.4 14.9 17.1 ― ―

営業活動による 
キャッシュ・フロー  

(千円) △110,873 ― ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー  

(千円) △98,255 ― ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー  

(千円) 324,190 ― ― ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(千円) 189,765 ― ― ― ―

従業員数 (名) 31 40 47 48 35



(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため、記載しておりません。 

３ 第７期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付社債の新株引受権がすべて権利行使されたこと

により、期末における新株引受権が存在せず、かつ転換社債の発行がないため、記載しておりません。 

４ 第８期におきまして平成14年４月24日付をもって、１株を４株とする株式分割を行っております。 

なお、第８期の１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、株式分割が期首に行われたものとし

て計算しております。 

５ 第７期及び第８期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録であり、株価が把握できないため、記載しており

ません。 

６ 第９期におきまして平成15年１月24日付をもって、１株を２株とする株式分割を行っております。       

    ７ 第11期におきまして平成17年３月23日付をもって、１株を100株とする株式分割を行っております。  

８ 第10期および第11期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

９ 第10期および第11期の自己資本利益率及び株価収益率については、当期純損失であるため記載しておりません。 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



２ 【沿革】 

  

平成７年８月 
  

医療用データベースソフトの開発・販売を目的として、東京都中野区江原町に有限会社モス
を設立、システム開発及びシステムの保守サービスの提供を開始 

平成８年６月 千葉県印西市小倉台に本社移転

平成９年２月 東京都中央区日本橋小伝馬町に本社移転

平成９年３月 株式会社に組織変更し、商号を株式会社モスインスティテュートへ変更

平成９年６月 日本CRO協会へ加盟 

平成９年７月 製薬会社の新医薬品のための臨床検査値管理サービス事業を開始

平成10年１月 
  

通商産業省(現経済産業省)所管の財団法人ベンチャーエンタープライズセンターより知識融
合型企業債務保証プロジェクトの認定を受ける 

平成11年５月 東京都中央区東日本橋へ本社移転

平成11年11月 英国UKASよりISO9001認証取得 

平成12年４月 
  

日本電気情報サービス株式会社のホスティングサービスを利用し、e-monitoringサービス事
業を開始 

平成12年５月 
  

臨床試験の患者(被験者)の個人情報を適切に遮蔽することを目的とした臨床試験標準データ
キー協議会を発足し協議会事務局就任 

平成12年９月 東京都中央区日本橋人形町へ本社移転

平成13年７月 遺伝子治療分野でのデータ管理サービスの提供開始

平成13年８月 大規模臨床試験・臨床研究向けのEDC(electronic data capturing)サービス事業を開始 

平成13年12月 株式会社エスエムオーデータセンター設立(連結子会社)

平成14年８月 株式会社大阪証券取引所ナスダック・ジャパン(現ヘラクレス)市場に株式上場 

平成14年11月 財団法人日本情報処理協会(JIPDEC)より、プライバシーマーク付与の認定取得 

平成15年６月 
特定非営利活動法人日本技術者連盟(Japan Engineers  Federation=JEF)より、TRUSTe 
Privacy Sealの認証取得 

平成16年９月 株式会社クリニカルイノベーション設立(連結子会社)

平成17年３月 株式会社コスメックス株式取得（連結子会社）

平成17年４月 北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司設立（非連結子会社）



３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社、株式会社エスエムオーデータセンター（連結子会社）、株式会社クリニカルイノベーション

（連結子会社）、株式会社コスメックス（連結子会社）および北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司（非連結子会

社）の計5社で構成されております。当社グループの事業目的は製薬会社等が行う臨床試験、市販後調査に関し、当社グ

ループの有する臨床試験データのリアルタイム（動的）管理技術を用いた各種サービスを提供し、臨床試験のスピード

アップ、品質向上、低コスト化を支援することにあります。 

当社グループの事業の種類別セグメントは、(1)臨床検査値管理サービス、(2)e-monitoringサービス、(3)ＥＤＣ

（electronic data capturing）サービス、（4）化粧品等評価試験事業、(5)その他のサービスに分かれており、医療分

野を中核としたサービス業を事業展開しております。当社グループの事業内容および当社と関係会社の当該事業に係る

位置付けは次のとおりであります。 

  

（１）臨床検査値管理サービス事業 

臨床試験の実施に伴って定期的に被験者（患者）が医療機関に来院し、血液検査等が実施されます。血液等の検体

は、検査会社で測定された後、その結果が医療機関へ報告され、医師が転記の上、医療機関から製薬会社に提出される

ＣＲＦ（症例報告書）にとりまとめられます。当社グループではこのＣＲＦ（症例報告書）の電子化支援、被験者（患

者）の安全性管理に必要なデータ提供業務を臨床検査値管理サービスとして提供しております。 

  

（２）e-monitoringサービス事業 

 製薬会社の専門家（モニター）は、医療機関で進行する臨床試験が適切に行われるように、頻繁に医療機関を訪問

し、投薬、医学的検査などが臨床試験実施計画書どおりに実施されているかどうか、問題となる有害事象などが発生し

ていないかどうかを手間をかけて一つ一つ確認しております。また、臨床試験は医療行為にあたるので、その結果の原

本はカルテとして医療機関にて保管されます。医師は、カルテから製薬会社が必要とする情報をＣＲＦ（症例報告書）

に転記し、モニターはＣＲＦを回収後、原本との照合（ＳＤＶといいます）を行ってデータの信頼性を確保した後にコ

ンピュータ処理し、このデータが当局への申請資料となります。当社グループでは医療機関より情報記入シートにより

必要な情報を集め、臨床試験データ管理と医療機関・医師情報提供機能を融合し、モニター支援業務として進捗管理と

安全性管理を実施するほか、ＣＲＦの電子化支援、データマネジメント業務を統合し、e-monitoringサービスとして提

供しております。 

  

（３）ＥＤＣ（electronic data capturing）サービス事業 

市販後試験等の大規模な臨床試験や医師主導型臨床研究などに対し、医療機関におけるデータ入力をいかに確実にか

つ円滑に行うかということを念頭に、医療機関側、製薬会社側双方の負担をできるだけ軽減することを目指して設計開

発された臨床データ収集・管理システムを用いて試験進捗管理・安全性管理・ＣＲＦ電子化支援サービスとして提供し

ております。必要なデータを容易に入力するための専用の入力画面を組み込んだ入力端末（ノートパソコン）を試験を

実施する医療機関に配布してデータ入力していただく方法のほか、セキュリティ対策を講じ個々の試験ごとにカスタマ

イズされたＷＥＢ入力画面に対して医療機関でのデータ入力をしていただき、入力されたデータを暗号化した上でイン

ターネット経由で取得し、取得された全てのデータについてのシステム的なデータの欠落チェック・整合性チェックを

実施するというペーパーレスを目指したワークフローを実現するサービスであります。 

現在「ＣＬＡＳＳＹ」（＝Clinical All around Support System）というブランド名により、臨床試験を支えるイン

フラとしてデータ収集からデータマネジメント・統計解析までをトータルにサポートし、臨床試験のスピードアップに

貢献するサービスとして展開しております。 

  

  

（４）化粧品等評価試験事業 

 当連結会計年度に新たに子会社となりました株式会社コスメックスにおきまして、化粧品・健康食品・生活用品等の

安全性、有用性試験を受託して実施しております。皮膚科専門医師の管理のもとで恒温恒湿の試験室を用いた精度の高

い試験の実施が可能であり、医師所見評価による安全性試験や各種測定機器・デジタル画像解析・被験者アンケートな

どによる有用性試験を対象にプロトコルの立案支援から結果の統計解析・報告書作成までをカバーして展開しておりま

す。 

  

（５）その他のサービス事業 



マーケティングサポートサービスとして製薬会社から受託しております個別調査案件のほかスポットで受託する薬剤

割付・症例登録・データマネジメント業務、人材派遣業務およびプライバシーコンサルティングサービスなどを実施し

ております。 

  



以上述べた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。 

  

 

  

 



  

４ 【関係会社の状況】 

  
  

(注) １ 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２ 株式会社エスエムオーデータセンター、株式会社コスメックス、株式会社クリニカルイノベーションは当社の特定子会社

であります。 

名 称 
住 所 

資本金 
(千円) 

主要な事業の内容
議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容 

( 連 結 子 会 社 ) 
株式会社エスエムオ
ーデータセンター 

  
  
  

東京都 
中央区 10,000 

臨床検査値管理サービ

ス事業 

e-monitoringサービス

事業 

EDCサービス事業 

100.0

当社に対するデータ入力支

援、運用管理を行っており

ます。 

設備の賃借をしておりま

す。 

役員の兼任 ３名 

(連結子会社) 
株式会社コスメッ
クス 

  
  
  

東京都新
宿区 

18,000 
化粧品等評価試験事業
その他のサービス事業 

100.0

 
化粧品・日用品等の安全
性・有用性試験の受託、被
験者募集業務などを行って
おります。 

 
役員の兼任 ３名 

（連結子会社） 
株式会社クリニカ
ルイノベーション 

  
  
東京都 
中央区 30,000 その他のサービス事業 66.6

特定労働者派遣業務をおこ
なっております。 
設備の貸借をしておりま
す。 

役員の兼任 ３名 



  

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社における状況 

平成17年７月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含むほ

か、常用パートを含んでおります。）を記載しております。 

２ 従業員数が前期末に比し、14名減少しましたのは、自己都合退職によるものであります。 

(2) 提出会社の状況 

平成17年７月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含むほか、常用パートを含んでおりま

す。）を記載しております。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(3) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好に推移しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

臨床検査値管理サービス事業         4 

e-monitoringサービス事業         13 

EDCサービス事業         7

化粧品等評価試験事業         10

その他のサービス事業         16 

全社(共通)         9 

合計         59 

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与 

48人 32才 9ヶ月 2年 6ヶ月 4,469,455円



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善を支えとする設備投資の増加、雇用環境の引き続きの好転、
株式市況の回復などから景気は回復の兆しを見せております。しかしながら、家計部門におきましては、所得税の見直
し、社会保険料負担の増大などといった先行き不安を背景に消費者マインドの改善は引き続き低く推移しております。
今後は、原油高を背景とする原材料価格の高騰が、景気回復の阻害要因となりかねないことから、依然厳しい状況が続
くものと予想されております。 
医薬品開発関連業界におきましては、日米欧での医療費抑制策への対応や、製薬企業再編の活発化などにより、新薬
開発の効率化・スピードアップのためのＣＲＯ（Contract Research Organization ＝ 開発業務受託機関）へのアウト
ソーシングは引き続き拡大を続けているものの、同業者間での競争は激化しております。またこれに関連して、経営資
源の有効活用を目的とした医療関連企業間の業務提携なども積極的に行われております。 
このような状況の下、当社は医薬品の臨床開発領域におけるＥＤＣサービスを中核事業と捉えて引き続き業務展開を
進めたほか、ＳＭＯ（Site Management Organization＝治験施設支援機関）分野での収益機会を獲得して業績回復のあ
しがかりとするために株式会社コスメックスの全株式を取得して子会社化し、これにより医薬品分野だけでなく化粧品
や健康食品分野におけるサービス展開が可能となりました。また、中国での臨床試験実施環境の進展に対応して、中国
協和医科大学／北京協和医院グループ企業である北京協和医薬科技開発総公司と合弁で北京協薬臨床薬理実験技術服務
有限公司を設立いたしました。今後は中国協和医科大学及び関連病院の実施する治験及び市販後調査の業務支援事業を
推進し、将来の巨大なマーケットを睨んだ日本の製薬会社の中国展開にも寄与していくべく第一歩を歩み始めました。 
財務面につきましては、期中に２回の転換社債型新株予約権付社債を発行して財務体質の強化に努めるとともに、株
式の流動性を高める目的で株式分割を実施いたしました。また、日本アジアホールディングズ株式会社を割当先とした
第三者割当増資を実施し業務上の協力関係の推進を図りました。 
しかしながら、売上高につきましては、弊社コア事業でありますＥＤＣサービスの市場規模拡大ならびに期中の事業
展開が当初予想通りに進まなかったことから最終受注に至らなかった案件も多く、計画を下回る結果となりました。ま
た、経費面につきましては、社内体制の再構築を進め、システム開発の業務委託料の見直しや人件費の削減に努めた結
果、徐々に低コスト体制で運用できる目途がついております。しかしながら、こうしたグループ全体の事業再編成に取
り組んだ結果として計上いたしました固定資産除却に係わる費用506百万円に加えて、来年度以降の事業再編成および低
採算部門の終了に伴う事業規模縮小により発生すると見込まれる損失に備えるため、当連結会計年度末におけるその見
込み額300百万円を特別損失に計上したことなどの一時的な要因が最終的な収益性に大きく影響いたしました。 
この結果、当連結会計年度の業績は、売上高624百万円(前年同期比6.8％減)、経常損失1,460百万円（前年同期比
53.2％増）、当期純損失2,274百万円（前年同期比141.2％増）と前連結会計年度に引き続き不本意な結果となりまし
た。 
  
次に当社グループのセグメント別概況についてご報告申し上げます。 
（臨床検査値管理サービス事業） 
臨床検査値管理サービス事業につきましては、新規試験をＥＤＣサービスで受託する方針から、従来からの継続案件
の業務を実施いたしました結果、当連結会計年度の売上高は20百万円（前年同期比57.4％減）、営業損失は2百万円（前
年同期比84.5％減）となりました。 
（e-monitoringサービス事業） 
e-monitoringサービス事業につきましては、撤退を順次進めており、継続案件にかかる期間延長による受注はあった
ものの基幹システムの償却費負担などが大きく、当連結会計年度の売上高は146百万円（前期比47.2％減）、営業損失は
463百万円（前年同期比12.9％減）となりました。 
（EDCサービス事業） 
EDCサービス事業につきましては、当社グループのコアビジネスでありますが、すでにサービスを開始した案件が予定
通り進捗しているほかは、受注に至らなかった案件も多く、当連結会計年度の売上高は149百万円（前年同期比46.6％
減）、営業損失は143百万円（前年同期比28.0％減）となりました。 
（化粧品等評価試験事業） 
当連結会計年度に子会社化いたしました株式会社コスメックスにおきまして、化粧品や健康食品等の評価試験を受託
しております。 
当連結会計年度（平成17年4月以降）の売上高は64百万円、営業利益は12百万円となりました。 

（その他のサービス事業） 
その他のサービス事業につきましては、製薬会社向けの個別調査案件のほか、人材派遣業務・症例登録・薬剤割付・
データマネジメント業務などにより、当連結会計年度の売上高は243百万円（前年同期比281.6％増）、営業損失は172百
万円（前年同期比76.0％増）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（以下「資金」という）は、税金等調整前当期純損失が 

2,267百万円となったことを受け、転換社債の発行1,793百万円や第三者割当増資による900百万円などの資金調達を実施

し、運転資本の回収に努めたこともあり、トータルでは713百万円増加し、1,306百万円となりました。 

当連結会計年度の各キャッシュ・フローは次の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、742百万円(前年同期比16.5％増)となりました。これは、税金

等調整前当期純損失が2,267百万円となったこと、期中に事業整理損失引当金を300百万円計上したこと、固定資産除却

損を408百万円計上したことなど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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、550百万円(前年同期比1,722.5％増)となりました。これは、

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出234百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、2,007百万円(前年同期比70.6％増)となりました。これは第三

者割当増資に伴う資金調達900百万円や転換社債の発行による資金調達1,793百万円などによるものであります。 



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 金額は製造原価で表示しております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注状況を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

区分 生産高(千円) 前年同期比(％) 

臨床検査値管理サービス事業 24,038 44.4 

e-monitoringサービス事業 592,458 81.0 

EDCサービス事業 167,623 37.3 

化粧品等評価試験事業 64,210 ― 

その他のサービス事業 306,268 227.6 

合計 1,154,600 84.3 

区分 受注高(千円) 
前年同期比
(％) 

受注残高(千円)
前年同期比
(％) 

臨床検査値管理サービス
事業 

 4,933 35.5   608 3.9 

e-monitoringサービス事
業 

17,046 17.0 85,240 39.7 

EDCサービス事業 56,007 36.5 144,815 62.7 

化粧品等評価試験事業 172,973 － 108,763 － 

その他のサービス事業 388,800 694.4 167,785 1,157.5 

合計 639,761 197.7 507,212 106.5 



(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を区分別に示すと、次のとおりであります。 

  

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び販売実績の総販売実績に対する割合は以下のとおりであります。 

 

  

  

区分 販売高(千円) 前年同期比(％) 

臨床検査値管理サービス事業 20,111 42.6 

e-monitoringサービス事業 146,542 52.8 

EDCサービス事業 149,891 53.4 

化粧品等評価試験事業 64,210 － 

その他のサービス事業 243,592 381.6 

合計 624,349 93.2 

相手先 

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

エーザイ㈱ 70,570 10.5 79,375 12.7 

武田薬品工業㈱ 71,459 10.7 17,424 2.8 

ワイス㈱ 71,827 10.7 10,311 1.7 



３ 【対処すべき課題】 

製薬企業の新薬開発関連アウトソーシング業界におきましては、マーケットは引き続き成長を続けており、業

界全体の将来性は明るいものと認識しております。また、製薬会社からのアウトソーシング率は更に高まる傾向

にありますが、スピードアップ、品質向上、競争力のあるコストでのサービスの提供が依然として求められてお

り、当社グループといたしましては、安定した経営基盤の確保、グループ会社の事業再編成が急務であると認識

しております。 

安定した経営基盤の確保につきましては、期中に実施したファイナンスおよび筆頭株主である日本アジアホー

ルディングズ株式会社の協力のもとで財務体質の改善に取り組むとともに、システム会社との提携により既にＥ

ＤＣシステムのブラッシュアップを完了し、サービスの品質の向上に努めております。 

グループ会社の事業再編成につきましては、グループ全体でのコスト削減を継続的に実施いたしますとともに、

新たな収益機会の獲得と効果的なリソース配分を可能とするためのグループ内体制の見直しに着手し、事業パート

ナーとのアライアンスの推進を強力に行います。 

今後も引き続き優秀な人材の確保と育成を通じたマネジメント力の強化に努め、顧客からの評価を通じた収益力

の向上に努めてまいります。 

  

  

  

  

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

  

(1) 当社グループが提供しているサービスの内容について 

 当社グループでは、医薬品の臨床試験に関するデータを、効率良く適宜収集できるＲＤＣ（Remote Data 

Capturing）システムを開発し、運用するサービスを提供しております。このサービスは当社グループの有する臨床試

験データのリアルタイム（動的）管理技術を用いるもので、被験者（患者）が医療機関へ来院する都度必要なデータ

を入手し、随時完全なデータに変換・処理することにより、臨床試験の進捗管理や安全性管理（異常値の検出・医療

機関への通知）を可能にするものであります。 

製薬会社が当社グループに対してデータ管理業務を委託することにより、自社で雇用する専門家の業務負担を軽減す

ることが可能となります。又、途中段階のデータは容易に解析などの目的に利用することが可能となるうえ、試験が

終了した後に極めて早期に電子的な形でデータを製薬会社に対して提供することができますので、臨床試験期間を短

縮することにつながるものであります。 

通常、新医薬品の開発は競争のもとに行われ、上市時期が遅れると販売機会の減少、シェアの減少につながるため、

開発期間の短縮は製薬会社にとって至上課題となっております。このことから当社グループのサービスは、顧客にと

って有効なソリューションと認知されていると判断しております。 

当社グループは、今後も継続して本サービスを提供し、成長を図る方針であります。しかしながら、今後とも、当

社グループの市場競争力、優位性が持続する保証はなく、当社グループのサービスが顧客ニーズに適合しない場合

は、当社の想定する事業機会が縮小し、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性がありま

す。 

  

(2) 当社グループが属する業界の動向について 

 ① 製薬会社を取り巻く環境の影響について 

製薬会社は、真に優れた医薬品を開発・提供し、世界の人々の健康と医療の向上に貢献することを社会的使命として

おり、科学に関する真摯な取組みと高い倫理性に基づいた企業行動が求められております。 

現在の製薬会社は、海外・国内あるいは大小を問わず、少量多品種製品の供給、薬価基準の見直し、研究開発費負担

増、販路拡大等を巡って合併、Ｍ＆Ａ等による再編が進んでおります。 

 このような状況においては、新薬開発件数が合併、共同開発により短期的には減少する可能性もあります。しかし、

ゲノム創薬等の臨床試験が今後本格的に開始されることを考えると、むしろ中長期的には新薬開発件数が増加するもの

と思われます。一方、製薬会社としてはなるべく低コストで、試験の質を一定水準以上に保ち効率的に研究開発を行う

ニーズが高まっており、試験実施にあたりアウトソーシングを促進してくると思われます。しかしながら、今後の製薬

会社の動向次第では、臨床試験の当社の受託件数が減少し、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与え

る可能性があります。 

  

 ② 日米EU医薬品規制整合化国際会議（ＩＣＨ）（*1）への対応 

現在、医薬品開発関連業界に関係する国際会議として、1991年11月以降日米EUの行政当局及び製薬会社連合間にて日

米EU医薬品規制整合化国際会議（ＩＣＨ）が重ねて開催され、これまで、新医薬品承認に関する品質、安全性、臨床試

験等の分野で多くの最終合意がなされております。特に1998年２月のＩＣＨ運営委員会において、「外国臨床データ受

け入れに際し考慮すべき民族的要因」というガイドラインが合意されました。もともと、医薬品の承認制度は国によっ

て異なり、海外で承認されていても日本ですぐに発売できるわけではなく、また、日本で承認されていても海外ですぐ

に発売できるわけではありませんでしたが、この合意ガイドラインによって、一定の確認試験（ブリッジング試験

（*2））を条件に、日米EU相互間の臨床データを利用した審査が可能となりました。 

 医薬品の開発に際し、ブリッジング試験の利用は、大きな時間短縮に繋がるものと期待されております。今後は、新

医薬品の開発計画の段階からブリッジング試験を考慮して、日米EUの同時開発が進むものと予想されますが、このよう

な臨床試験のグローバル化の動きがさらに進み、海外での臨床試験にシフトしていく可能性があり、この動きへの対応

が遅れた場合には、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 ③ わが国における法的規制（新ＧＣＰ）への対応 



平成10年4月に医薬品開発の基準である新ＧＣＰ（Good Clinical Practice）省令（「医薬品の臨床試験の実施の基

準」）が施行されました。この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品および医療用具の品質、有効性および安全性の確

保、および医療上特に必要性が高い医薬品および医療用具の研究開発を促進するための規制や措置を定めており、治験

（承認申請を目的とする臨床試験）の品質保証及び品質管理等の取扱いについても定められております。 

具体的には、治験の第一義的責任は治験依頼者にあることが明記され、治験依頼者が治験を実施する医療機関および

治験責任医師を選定すること、自らの責任において治験実施計画書（プロトコール）原案を作成し、治験の質を保証す

るシステムを構築して適切に運用すること、治験データが科学的であり倫理的な手段によって得られたことを客観的に

証明することが求められております。 

この結果として、治験業務の内容が厳密化し、治験実施医療機関において業務量が著しく増大いたしました。一方、

製薬会社側では、同省令に沿った臨床試験を確実に迅速に実施するニーズがあり、そのためにアウトソーシング先とし

てのＣＲＯ（*3）の役割が重視されております。 

しかしながら、我が国の法的規制の今後の動向によっては、アウトソーシング業務が制限を受ける可能性もあり、こ

れらが、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

 ④ ＣＲＯ業界の動向について 

 当社の属するＣＲＯ業界は、このような臨床試験（市販後調査を含む。）の実施にあたって、製薬会社等との委受託

契約により臨床試験の運営と管理に係わる各種業務の一部または全部を行っております。提供するサービスの内容は、

臨床試験実施計画書（*4）および症例報告書（*5）の作成支援、症例登録・試験進捗管理（*6）、データマネジメン

ト・統計解析（*7）、モニタリング（*8）、総括報告書作成、薬事申請代行などのほかこれらの業務を実施する上で必

要とされるシステム開発などであります。 

ＣＲＯ業界は、製薬企業にとって、開発期間の短縮、臨床試験の品質向上に対する要求、開発費負担の増加、承認・

販売に至る確率の低さという課題を克服するために業務をアウトソーシングする先として、需要が拡大している比較的

新しい業界であります。 

従って、既に参入している企業が存在し、さらに、今後の市場の拡大を見込み、多くの医療・医薬品関連企業、商

社、情報系企業などが参入する可能性があり、当社がこれらの競合企業との競争に遅れをとった場合、当社グループの

将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

（注）1．専門用語につきましては、以下のとおりであります。 

*1 

  

  

  

  

  

  

*2 

  

  

  

  

  

*3 

  

  

  

*4 

ＩＣＨ 

 International  Conference  on  Harmonization  of  Technical  Requirement  for 

Registration of Pharmaceuticals for Human Use を原語とする略語。従来、日本、ＥＵ

（ＥＣ）、米国の三極がそれぞれ定めていた新薬承認申請のための非臨床試験や臨床試験

のためのガイドラインなどをできるだけハ―モナイズし、各国で実施された各種試験デー

タを三極の医薬品規制当局が受け入れることにより、医薬品の開発を促進し、より良い医

薬品をより速く、病で苦しんでいる世界中の患者の下に届けることを共通の目標としてい

る。 

ブリッジング試験 

 外国で得られた臨床データの日本人への外挿可能性を示すために実施される試験のこと

をいう。ある薬剤の作用に民族差が懸念される場合には、日本で限定的な量の臨床試験を

実施し、外国で得られた臨床データとの間を橋渡し（ブリッジング）させることがあり、

これが成立すると、日本で新たに実施すべき臨床試験の一部が省略され、開発に要する期

間の大幅な短縮が期待される。 

ＣＲＯ 

 Contract Research Organization の略語、開発業務受託機関のこと。製薬会社等が行

う臨床試験の運営および管理に係わる各種業務の一部または殆ど全てを製薬会社等から受

託する組織（または個人）。 



  

(3) 小規模組織であることについて 

当社グループは平成17年7月31日現在の従業員数が59名（常用パート含む）と小規模な組織であり、内部管理体制もこ

れに応じたものとなっております。今後も事業規模の変動に伴ってより適切な内部管理体制を構築していく方針であり

ますが、当社グループの事業拡大に即応して、適切かつ十分な組織的対応ができない可能性があります。かかる事態が

生じた場合には、効率的な企業運営が行えなくなり、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能

性があります。 

  

(4) 代表取締役社長 林 一郎への依存度について 

当社グループは会社の規模が小さく、事業活動における主要な部分を代表取締役社長 林 一郎に依存しておりま

す。同氏は当社の主要株主であると同時に、企業戦略の策定、技術開発の方針及び事業提携の立案など当社の事業にお

ける重要な部分を担当するなど、当社グループの事業における中心的な役割を担っており、当社グループ事業の発展の

大きな要因のひとつであります。このため、当社グループでは、同氏への過度の依存を改善するべく組織的な事業運営

体制の構築を進めております。なお、同氏が代表取締役を退任する予定はありませんが、理由の如何にかかわらず退任

するような事態となった場合、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

  

(5) 人材の確保について 

当社グループはＩＳＯ９００１の認証を受けた品質管理体制、標準化された業務及び独自性のある基幹システムに裏

付けられたサービスを提供しておりますが、サービスの品質を維持しつつ事業拡大を進めていくためには、優秀な人材

の確保及び定着が必要であると考えております。今後更なる成長のためには、現在当社グループに在籍している人材と

同等もしくはそれ以上の人材が必要となりますが、当社グループの求める人材の確保は必ずしも容易ではありません。 

当社グループは、今後も積極的に優秀な人材の獲得に努めていく方針ではありますが、適確な人材をタイムリーにか

つ十分に確保できなかった場合、当社グループの将来の事業拡大が制約を受ける可能性があります。 

  

(6) システムダウンについて 

 当社グループのサービスの提供におきましては、当社グループのコンピュータ・システムが良好に運用され、機能が

維持できることが前提となっております。当社グループのコンピュータ・システムが、当社グループに責務のある原因

で不具合（誤作動・バグ・納期遅延等）が生じた場合、損害賠償責任の発生やユーザーの当社グループに対する信頼喪

失により、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。 

また、当社グループはコンピュータ・システムのバックアップにより災害対策を講じておりますが、地震や水害等の

  

*5 

  

  

*6 

  

*7 

  

*8 

臨床試験実施計画書（プロトコール） 

  臨床試験の依頼者（製薬会社等）が作成するもので、試験の目的、試験デザイン、方

法、統計学的な考察および組織・責任体制について記載した文書。 

症例報告書 

調査票、ＣＲＦ（Case Report Form）ともいい、各被験者に関して、臨床試験依頼者に

報告することが試験実施計画書において規定されている全ての情報を記録するための印刷

されたまたは光学的若しくは電子的な記録様式およびこれらに記録されたもの。 

症例登録・試験進捗管理 

実施医療機関において臨床試験が試験実施計画書に沿って実施され、当該試験が円滑に

進められるようにサポートする業務。 

データマネジメント・統計解析 

臨床試験により集積された調査票データの精査、固定、集計、解析、各種会議用資料の
作成等一連のデータを処理する業務。 
モニタリング 

 臨床試験の依頼者（製薬会社等）により指名されたモニター（ＣＲＡ：Clinical 

Research Associateともいいます）が、試験の進行状況を調査し、試験が臨床試験実施

計画書、業務手順書、薬事法に規定する基準等に沿って実施、記録および報告されるこ

とを保証する活動。 



大規模広域災害、火災等の地域災害、コンピュータ・ウィルス、電力供給の停止、通信障害、通信事業者に起因する

サービスの中断や停止等現段階では予測不可能な事由により、当社グループの将来の財政状態及び経営成績に影響を与

える可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社が判断したものであります。 

  

(1) 会計上の見積り 

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成されており

ます。この連結財務諸表の作成にあたりまして、当社グループは、決算日における資産・負債の報告数値ならびに

報告期間における収益・費用の報告数値など会計上の見積りを必要とする事象およびその見積りに影響を与える要

因を把握し、把握した要因に関し、適切な仮定を設定しております。さらに設定した仮定に基づき適切な情報を収

集し、適切な仮定および情報による見積り金額を計算しております。 

当社グループの経営陣は、貸倒引当金、賞与引当金、棚卸資産、投資、法人税等に関する見積りや判断に関して

継続的に評価を行っております。なお、見積りおよび判断は、過去の実績や状況に応じ合理的だと考えられる様々

な要因に基づき行っておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場

合があります。 

  

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析 

当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高につきましては、当社のコア事業でありますＥＤＣサービ

スの市場規模拡大ならびに期中の事業展開が当初予想通りに進まなかったことから最終受注に至らなかった案件も

多く、損益分岐点を下回る結果となりました。また、経費の面では、グループ全体の事業再編成に伴い計上いたし

ました固定資産除却損に加えて、来年度以降の事業再編成および低採算部門の終了に伴う事業規模縮小により発生

すると見込まれる損失に備えて事業整理損失引当金を計上したことなどの一時的な要因が最終的な収益性に大きく

影響いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は624百万円(前年同期比6.8％減)、経常損失は1,460百万円（前年同期比

53.2％増）、当期純損失は2,274百万円（前年同期比141.2％増）となりました。 

  

(3) 戦略的現状と見通し 

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえて、ＥＤＣサービスを中核と据えつつも、製薬会社のニ

ーズに対応したサービスメニューの拡充による受注額の拡大と徹底したコストダウンを経営戦略上の最重要課題と

位置づけ、収益力の向上に取り組んでまいります。 

① ＥＤＣサービスの拡販 

当社グループが提供するＥＤＣにつきましては、今後の医薬品の臨床試験に多大なメリットを提供する高付加価

値のサービスであると自認しております。導入いただきました試験が順次無事に進行し、高い評価を頂くとともに

多大なノウハウが蓄積されております。今後は、営業体制を見直し、自社での直販はもとより、関連するＣＲＯや

ＳＭＯの強直を仰ぎ、受注に繋げて売上高の拡大を図ります。 

②グループ全体の事業再編成 

不採算事業からの撤退、組織の効率化による固定費・一般経費の削減を引き続き行うほか、当社グループとシナ

ジー効果を生むアライアンス・投資戦略を実行いたします。当連結会計年度におきましては、ＳＭＯ分野での収益

機会の獲得を目的とした株式会社コスメックスを子会社化し、医薬品だけでなく化粧品や健康食品分野でのサービ



スの提供を開始いたしました。また、当社株式を日本アジアホールディングズ株式会社に引き受けていただき、

資本・業務上の協力関係が構築できました。 

  

(4) 資本の財源及び資金の流動性についての分析 

 ① キャッシュ・フロー 

   当社グループのキャッシュ・フローの増減要因は、以下のとおりであります。 

  「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、期中における営業活動の成果である税金等調整前当期純損失に影

響を受けております。 

  「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、貸付による支出、貸付金の回収のほか子会社株式の取得による支

出に影響を受けております。 

 ② 財務政策 

 当社グループは、短期運転資金は短期借入、長期運転資金・設備投資資金などについては、新株発行や社債発

行などのエクイティファイナンスによっております。当社グループは、今後も引き続き戦略的な財務施策に取り

組み、強固な財務基盤を保つほか、収支構造の改善により営業活動によるキャッシュ・フローを生み出すことに

よって、当社グループの成長のための必要資金を調達することが可能と考えております。 

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度の設備投資につきましては、ＥＤＣサービスの合理化・改善を主眼としたソフトウェア投資を中心に
実施いたしました。 
当連結会計年度の設備投資等の総額は137,396千円であります。事業の種類別セグメントの内訳は次のとおりでありま
す。 
  
(1) 臨床検査値管理サービス事業 
該当事項はありません。 

(2)e-monitoringサービス事業 
  該当事項はありません。 
(3)ＥＤＣサービス事業 
  当連結会計年度の主な設備投資は、ＥＤＣサービスに関するシステム開発の標準化および処理機能向上のためのソ
フト開発を中心とする総額80,000千円の投資を行いました。 
(4)化粧品等評価事業 
  当連結会計年度の主な設備投資は、皮膚の状態の測定機器に関する総額7,484千円の設備投資を実施いたしました。
(5)その他のサービス事業 
  当連結会計年度の主な設備投資は、症例登録業務に関する設備更新およびセキュリティ強化に関する総額49,043千
円の投資を実施いたしました。 
(6)全社共通 
  当連結会計年度の主な設備投資は、社内システムに関する総額868千円の設備投資を行いました。 
  
また、グループ全体の事業再編成に取り組んだ結果として、受託業務が終了し、今後実施する可能性のないソフトウ
ェアなどの資産の除却損506,814千円を計上いたしました。そのセグメント別内訳は、以下のとおりであります。 

  

  

  

  

固定資産除却損  
     

臨床検査値管理サービス事業 
e-monitoringサービス事業 
ＥＤＣサービス事業 
その他のサービス事業 
全社共通 

合計

850千円 
39,540千円 
332,711千円 
18,779千円 
16,515千円 

408,395千円 

リース資産除却損 ＥＤＣサービス事業 
全社共通 

合計

95,105千円 
3,313千円 

98,418千円 

      



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

平成17年７月31日現在における主要な設備及び従業員の配置状況は、以下の通りであります。 

(注) １ 本社事務所は賃借しております。 

２ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

３ 上記のほか、連結会社以外からの主要な賃借設備の内容は、下記のとおりであります。 

  

(注) 所有権移転外ファイナンス・リースであります。 

  

(2) 国内子会社 

平成17年７月31日現在における主要な設備及び従業員の配置状況は、以下の通りであります。 

(注) 必要な設備は提出会社より全て賃借しております。 

  

(注) 必要な設備は提出会社より全て賃借しております。 

  

  

(3) 在外子会社 

該当事項はありません。 

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設、拡充 

   該当事項はありません。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別
セグメントの 
名称 

設備の内容

帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 工具器具

備品 
ソフトウェア 合計 

本社 
(東京都中央区) 

臨床検査値管理サービス事業 
e-monitoringサービス事業 
EDCサービス事業 
その他のサービス事業 
全社共通 

本社設備等 17,818 191,410 209,229 35 

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容
年間リース料
(千円) 

リース契約残高
(千円) 

本社 
(東京都中央区) 

臨床検査値管理サービス事業 

e-monitoringサービス事業 

EDCサービス事業 

その他のサービス事業 

本社設備等   58,416   84,720 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

(株)エスエムオー

デ ー タ セ ン タ ー 
本社 
(東京都中央区) 

臨床検査値管理サー

ビス事業 

e-monitoringサービ

ス事業 

EDCサービス事業 

本社設備等 ― ― 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

（株）クリニカル

イ ノ ベ ー シ ョ ン 
本社 
(東京都中央区) 

その他のサービス事業 本社設備等 ― 2 

会社名 
事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

設備の内容 帳簿価額(千円)
従業員数
(名) 

(株)コスメックス 
本社 
(東京都新宿区) 

化粧品等評価試験事業

その他サービス事業 
本社設備等

建物 
工具器
具備品 

ソフトウ
ェア 

  
合計 
  22 

21,848
  

20,460 6,305
  
48,614



(2) 重要な設備の除却及び売却 

該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

（注）平成17年10月28日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、会社が発行する株式の総数は同日より17,000,000株

増加し、29,000,000株となっております。 

② 【発行済株式】 

  

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成17年10月１日から、この有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は含まれておりません。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 12,000,000 

計 12,000,000 

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成17年７月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年10月28日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 7,399,571.77 7,399,571.77 
大阪証券取引所
ニッポン・ニュー・マー 
ケット－「ヘラクレス」 

― 

計 7,399,571.77 7,399,571.77 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

①平成14年4月19日発行の新株予約権 

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 53個 53個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 42,400株 (注)1 42,400株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき625円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年2月1日から
平成18年1月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   625円
資本組入額  312.5円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
者は、権利行使時において
も、当社または当社の子会社
の取締役もしくは従業員の地
位にあることを要す。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
る場合にはこの限りでない。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 



②平成14年10月30日発行の新株予約権 

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 5個  5個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 1,000株 (注)1 1,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき2,087円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年5月1日から
平成18年4月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   2,087円
資本組入額 1,043.5円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
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、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 



③平成15年4月14日発行の新株予約権 

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 50個 50個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数   10,000株 (注)1   10,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき1,700円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年5月1日から
平成18年4月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   1,700円
資本組入額    850円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
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、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 



④平成15年4月28日発行の新株予約権 

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 5個  5個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数  1,000株 (注)1  1,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき1,710円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年5月1日から
平成18年4月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格   1,710円
資本組入額    855円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
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、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 



⑤平成15年12月10日発行の新株予約権 

  

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 84個 84個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 8,400株 (注)1 84株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,550円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年11月1日から
平成20年10月31日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,550円
資本組入額   775円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
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、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 



⑥平成16年12月28日発行の新株予約権 

(注)１ 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。 

ただし、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行

われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割(又は併合)の比率 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額(各新株予約権の行使により発行また

は移転する株式１株当たりの払込金額。以下「行使価額」という。)を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げ

る。 

  

  

時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げる。 

  

  

  
事業年度末現在
(平成17年7月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年9月30日) 

新株予約権の数 200個 200個 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 20,000株 (注)1 20,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき 1,230円 (注)2 同左 

新株予約権の行使期間 
平成16年12月1日から
平成26年11月30日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格  1,230円
資本組入額 1,230円（注）3 

同左 

新株予約権の行使の条件 

新株予約権の割当をうけた
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、監査役もしくは従
業員の地位にあることを要
す。ただし、任期満了による
退任、定年退職その他正当な
理由のある場合にはこの限り
でない。 
また、協力関係にある取引先
については、新株予約権発行
の取締役会決議により、当社
と割当者の間に締結する「新
株予約権割当契約」に定める
ところによる。 
 その他の権利行使の条件
は、新株予約権発行の取締役
会決議により、当社と割当者
との間に締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところ
による。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
 新株予約権の譲渡、質入そ
の他の処分は認めない。 

同左 

調整後行使額 ＝ 調整前行使価額 × 
１ 

分割・併合の比率

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



 (3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注)１ 有償第三者割当(従業員持株会)、発行価格50千円 資本組入額50千円。 

２ 有償第三者割当、発行価格500千円 資本組入額250千円。割当先 日興・プレミアム2000投資事業有限責任組合ほか８投

資事業組合、エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱ほか31名。 

３ 第１回新株引受権付社債の新株引受権の権利行使、行使価格50千円、資本組入額50千円。 

４ 有償第三者割当増資(従業員持株会)、発行価格500千円、資本組入額500千円 

５ 株式分割により、１株を４株に分割しております。 

６ 平成14年８月８日に有償一般募集増資(ブックビルディング方式)による新株発行(発行価格500千円、引受価額460千円、資

本組入額187千円)を行っております。なお、同日付で大阪証券取引所ナスダック・ジャパン市場(現ニッポン・ニュー・マ

ーケット―「ヘラクレス」)に上場いたしました。 

７ 平成14年12月10日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主に対し、所有株式数を１株につき２株の

割合をもって分割いたしました。 

   ８ 新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円 

９ 新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円 

   10 第三者割当増資、発行価格108千円、資本組入額54千円。割当先 バリュークリエーションほか7名。 

11  新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加であります。 

12 平成17年１月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された株主の所有株式数を１株 

につき100株の割合をもって分割いたしました。 

    13  新株予約権行使 発行価格 625円 資本組入額 312.5円 

14 第三者割当増資、発行価格419円、資本組入額210円。割当先 日本アジアホールディングズ㈱ 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成12年11月28日(注)１ 104 1,531 5,200 76,550 ― ―

平成12年12月1日(注)２ 622 2,153 155,500 232,050 155,500 155,500

平成13年７月27日(注)３ 980 3,133 49,000 281,050 ― 155,500

平成14年３月23日(注)４ 40 3,173 20,000 301,050 ― 155,500

平成14年４月24日(注)５ 9,519 12,692 ― 301,050 ― 155,500

平成14年８月8日(注)６   1,000  13,692 187,000 488,050 273,000  428,500

平成15年１月24日(注)７   13,692   27,384 ―  488,050 ―   428,500

平成15年11月12日(注)８ 32 27,416 1,000 489,050 1,000 429,500

平成16年６月4日(注)９ 32 27,448 1,000 490,050 1,000 430,500

平成16年７月23日(注)10 5,000 32,448 270,000 760,050 270,000 700,500

平成17年１月1日～ 
平成17年１月31日(注)11 

7092.17 39540.17 499,997 1,260,047 500,002 1,200,502

平成17年３月23日(注)12 3,914,476.83 3,954,017 ― 1,260,047 ― 1,200,502

平成17年３月25日(注)13 4,000 3,958,017 1,250 1,261,297 1,250 1,201,752

平成17年４月7日(注)13 3,200 3,961,217 1,000 1,262,297 1,000 1,202,752

平成17年４月18日～ 
平成17年４月28日(注)11 

117,647.04 4,078,864.04 39,999 1,302,297 40,000 1,242,752

平成17年５月11日(注)11 29,411.76 4,108,275.80 9,999 1,312,297 10,000 1,252,752

平成17年７月4日～ 
平成17年７月22日(注)11 

1,143,323.97 5,251,599.77 379,999 1,692,297 380,000 1,632,752

平成17年７月22日(注)14 2,147,972 7,399,571.77 451,074 2,143,372 448,926 2,081,678



(4) 【所有者別状況】 
平成17年７月31日現在 

(注)1.自己株式122.77株は、「個人その他」に122株、端株の状況に0.77株含まれております。  

2.上記「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、60,552株含まれております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成17年７月31日現在 

(注)1.前事業年度末現在、主要株主であった藤田 剛氏は、当事業年度末では主要株主でなくなり、日本アジアホールディングズ

株式会社が新たに主要株主となりました。 

2.株式会社証券保管振替機構名義の株式が60,552株ありますが上記大株主から除いてあります。 

区分 

株式の状況

端株の状況政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

0 3 6 49 7 7 6,142 6,214 ―

所有株式数 
(株) 

0 808,278 178,004 2,294,627 245,365 8,707 3,864,590 7,399,571 0.77

所有株式数 
の割合(％) 

0.0 10.9 2.4 31.0 3.3 0.1 52.2 100.0 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本アジアホールディングズ株式会
社 

東京都千代田区丸の内2-3-2郵船ビル5階 2,147,972 29.0 

林 一郎 千葉県千葉市美浜区打瀬1-2-2 797,500 10.8 

大阪証券金融株式会社 大阪市中央区北浜2丁目4-6 747,040 10.1 

藤田 剛 千葉県浦安市舞浜2-39-3 203,000 2.7 

ベアスターンズアンドカンパニー 

(常任代理人 シティーバンク・エ

ヌ・エイ東京支店） 

東京都品川区東品川2-3-14 190,565 2.6 

立花証券株式会社 東京都中央区日本橋茅場町1-13-14  132,346 1.8 

久保田 定 仙台市青葉区北目町7-18-1202 76,011 1.0 

大武 浩幸 東京都文京区関口2-7-8-1002 65,000 0.9 

大阪証券金融株式会社（業務口） 大阪市中央区北浜2丁目4-6 57,238 0.8 

クレディ・スイス・ファースト・ボ

ストン・セキュリティーズ・ジャパ

ン・リミテッド 

東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー 49,500 0.7 

計 ― 4,466,172 60.4 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年７月31日現在 

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式 60,552株が含まれております。また、「議決

権の数(個)」欄には同機構名義の完全議決権に係る議決権の数60,552個は含まれておりません。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年７月31日現在 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 

普通株式   122
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

7,399,449.00 
7,338,897 ― 

端株 
普通株式 

0.77 
― ― 

発行済株式総数 7,399,571.77 ― ― 

総株主の議決権 ― 7,338,897 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
㈱モスインスティテュート 

東京都中央区日本橋人形町
3-8-1 

122 ― 122 0.0 

計 ― 122 ― 122 0.0 



(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、商法第280条ノ20及び

商法第280条ノ21の規定に基づき、平成14年４月19日開催の臨時株主総会終結の時に在任する当社取締役の一部及び

当社従業員の一部に対して、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年４月19日開催の臨時株

主総会において特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

①平成14年４月19日発行の新株予約権 

  
(注) １ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

３ 新株予約権の喪失 

  被付与者が次の各号に該当した場合には、会社に対する本新株予約権を喪失するものとする。 

  (1) 被付与者が本新株予約権行使期間到来前に死亡したとき。 

  (2) 被付与者が書面により本新株予約権の全部または一部を放棄する旨を申し出たとき。 

４ 平成14年４月３日開催の取締役会の決議に基づき平成14年４月24日をもって当社株式１株を４株に、平成14年11月22日開

催の取締役会の決議に基づき平成15年１月24日をもって当社株式１株を２株に、平成17年３月23日をもって当社株式１株

を100株に分割いたしました。これにより、株式の数は、取締役・従業員それぞれ50株から40,000株へと調整が行われ、

払込価額は500,000円から625円へと調整が行われました。 

５ 新株予約権の行使時の払込金額は、総額を記載しております。 

６ 権利行使の条件は以下のとおりであります。 

① 権利行使の時に、提出会社及び提出会社の子会社の取締役、監査役、従業員その他これに準ずる地位にあること。 

② 権利行使期間初日から１年を経過した日までは、権利を行使できる株式数の10分の２に達するまで権利を行使すること

ができる。 

③ 権利行使期間初日から２年を経過した日までは、権利を行使できる株式数の10分の４に達するまで権利を行使すること

ができる。 

④ 権利行使期間初日から２年を経過した日からは、権利を行使できる株式数のすべてについて権利を行使することができ

る。 

７ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、当社と対象取締役および従業員との間で締

結した「新株予約権割当契約」に定められております。 

８ 提出日現在において、付与対象者のうち従業員３名の退職により、付与対象者２名（従業員2名）、新株発行の予定株式

数は42,400株となっております。 

  

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。当該制度は、商法第280条ノ20及び

決議年月日 平成14年４月19日

付与対象者の区分及び人数 
① 当社取締役 １名
② 当社従業員 ４名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 
① 50株 
② 50株(注) １,４ 

新株予約権の行使時の払込金額 50,000,000円（注）５

新株予約権の行使期間 平成15年２月１日から平成18年１月31日まで

新株予約権の行使の条件 (注) ６,７

新株予約権の譲渡に関する事項 本新株予約権の譲渡については当社取締役会の承認を要する。(注) ７ 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



商法第280条ノ21の規定に基づき、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び従業員の業績向上への意欲や士気

を喚起することならびに今後の新たな人材確保のために使用することを目的として、また、当社と協力関係にある

取引先のインセンティブとすることを目的として、特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを平成14年

10月29日開催の定時株主総会、平成15年10月29日開催の定時株主総会及び平成16年10月27日開催の定時株主総会に

おいて特別決議されたものであります。 

当該制度の内容は、次のとおりであります。 

  

②平成14年10月30日発行の新株予約権 

（注)１ 平成14年10月29日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成14年10月29日の取締役会で決議されております。 
２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成14年10月29日  (注) １

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



③平成15年４月14日発行の新株予約権 

（注)１ 平成14年10月29日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成15年４月14日の取締役会で決議されております。 
２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成15年４月14日  (注) １

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 ３名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



④平成15年４月28日発行の新株予約権 

（注)１ 平成14年10月29日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成15年４月28日の取締役会で決議されております。 
２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成15年4月28日  (注) １

付与対象者の区分及び人数 当社従業員 １名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



  
⑤平成15年12月10日発行の新株予約権 

（注)１ 平成15年10月29日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成15年12月10日の取締役会で決議されております。 
２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成15年12月10日  (注) １

付与対象者の区分及び人数 
①当社取締役 1名
②当社従業員 4名 

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



⑥平成16年12月28日発行の新株予約権 

（注）１ 平成16年10月27日開催の定時株主総会の特別決議に基づき、平成16年12月28日の取締役会で決議されております。 
２ 当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、株式数は次の算式により調整されます。 

また、当社が株式分割及び時価を下回る払込価額で新株を発行するときは、払込価額は次の算式により調整されます。 

  

決議年月日 平成16年12月28日  (注) １

付与対象者の区分及び人数 当社と協力関係にある取引先 2名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数 同上 

新株予約権の行使時の払込金額 同上 

新株予約権の行使期間 同上 

新株予約権の行使の条件 同上 

新株予約権の譲渡に関する事項 同上 

調整後株式数＝ 
調整前株式数×調整前払込価額 

調整後払込価額 

        
既発行株式数＋ 

新規発行株式数×１株当たりの払込金額   

調 整 後 

払込価額 
＝ 

調 整 前 

払込価額 
× 

分割・新規発行前の株価   

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数   



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項はありません。 

  

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

  

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

該当事項はありません。 

  



３ 【配当政策】 

当社は、株主各位への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。配当金につきましては、経営

体質の強化と新規顧客・新市場の開拓など将来の事業展開に備えるための内部留保を加味しながら、毎期の業績を

考慮して決定することを基本方針としております。 

 当期の配当に関しましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) １ 最高・最低株価は大阪証券取引所市場ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

２ 当社株式は平成14年８月８日から大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場に上場いたしまし

たので、それ以前の株価については該当事項はありません。 

３ □印は株式分割権利落後の株価を示しております。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 最高・最低株価は大阪証券取引所ニッポン・ニュー・マーケット―「ヘラクレス」市場におけるものであります。 

  

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月 平成13年７月 平成14年７月 平成15年７月 平成16年７月 平成17年７月 

最高(円) ― ―
610,000
□305,000 

208,000
306,000 

□19,760 

最低(円) ― ―
258,000
□129,000 

105,000
87,000 

□405 

月別 平成17年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 

最高(円) 19,760 6,240 1,249 645 587 914 

最低(円) 4,760 1,043 535 425 405 570 



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(株) 

取締役会長   呉   文 繍 昭和38年12月23日生

平成５年３月 野村国際香港公司入社

－

平成７年７月 中華策略投資入社

平成８年５月  東亜投資有限公司副社長 

平成11年３月 日本アジアホールディングズ 
(香港）代表取締役副社長 

平成13年８月 日本アジア証券株式会社代表取

締役社長 
平成13年８月 日本アジアホールディングズ株

式会社代表取締役社長（現任） 
平成17年10月 当社取締役会長(現任)

取締役社長 
代表取締役   林   一 郎 昭和34年10月16日生

昭和59年４月 株式会社相互生物医学研究所(現

株式会社ビー・エム・エル)入社 

797,500

昭和63年８月 株式会社東京バイオケミカルリサ

ーチインスト入社 
平成元年９月 株式会社エスアールエル入社 
平成３年４月 株式会社綜合臨床薬理研究所入社 
平成９年３月 当社代表取締役社長

平成12年10月 当社代表取締役会長

平成15年12月 当社代表取締役社長(現任) 

専務取締役   志 賀 昌 春 昭和35年４月24日生

昭和61年４月 東レ株式会社入社

－

平成14年10月 当社入社

平成14年11月 情報システム部長

平成15年２月 情報システム部長兼ITサービス部

長 
平成15年10月 当社取締役 ITサービス部長 
平成15年12月 当社取締役 情報システム部長兼

ITサービス部長 
平成16年４月 当社取締役 臨床データ管理サー

ビス部長 
平成17年11月 当社専務取締役(現任)

  
取締役 
  

経営管理部長 石 井 賢 一 昭和35年７月21日生

昭和57年９月 星会計事務所入所

5,500

昭和59年６月 株式会社ゼネラルアソシエート入

社 
平成２年９月 新生飼料株式会社入社

平成12年８月 当社入社

平成16年３月 経営管理部長

平成16年10月 当社取締役 経営管理部長(現任) 

取締役   八 木   隆 昭和26年６月29日生

昭和49年４月  株式会社住友銀行入社

－

平成11年１月  株式会社レナウン経営企画部長 

平成16年６月  株式会社巴コーポレーション取
締役 

平成17年６月  日本アジアホールディングズ株
式会社入社 取締役（現任） 

平成17年９月 株式会社メデカジャパン取締役

(現任) 
平成17年10月 当社取締役(現任)

取締役   高 尾 康 史 昭和37年11月11日生

昭和61年４月  大華証券株式会社入社

－

平成16年５月  山源証券株式会社代表取締役社
長 

平成17年４月  日本アジアホールディングズ株
式会社 投資部長（現任） 

平成17年６月 おきなわ証券株式会社 監査役 

(現任) 
平成17年10月 当社取締役(現任)

常勤監査役   石 井   惠 昭和12年５月12日生

昭和37年４月 山一證券株式会社入社

－

昭和43年５月 株式会社龍角散入社

昭和47年11月 株式会社特殊分析研究所入社 
昭和50年９月 同社取締役

平成14年２月 当社入社 総務部長

平成15年１月 人事総務部長

平成15年10月 当社監査役(現任)



  

（注）1. 取締役 呉文繍氏、八木隆氏、高尾康史氏は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役の要件を満たしております。 

2. 監査役 林利彦氏、小林一男氏は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第18条第１項に定める社外監査役の要件を満たしておりま

す。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(株) 

監査役   林    利彦 昭和９年12月13日生

昭和36年４月 三菱製鋼株式会社入社

－

昭和61年６月 MSMカナダINC.代表取締役社長 
平成５年６月 ダイヤメディカル株式会社代表取

締役社長 
平成７年４月 ダイメック株式会社代表取締役社

長 
平成16年10月 当社監査役（現任）

監査役   小 林 一 男 昭和34年１月24日生

昭和57年４月 石川島播磨重工業株式会社入社 

－

昭和62年１月 日本合同ファイナンス株式会社 

(現株式会社ジャフコ）入社 

平成12年４月 ウィズオフィスドットコム日本株

式会社入社 
平成13年１月 株式会社バイオフロンティアパー

トナーズ入社（現任） 
平成15年６月 日本アジア証券株式会社入社 監

査役（現任） 
平成17年10月 当社監査役(現任)

計 803,000



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社グループでは、機動性のある意思決定とコンプライアンスを重視した業務執行を行うことを経営上の最も

重要な課題と位置づけております。 

このために、株主の皆様やお客様をはじめ、従業員、地域社会などの各ステークホルダーとの良好な関係を構

築するとともに、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの制度の運用に関して改善・整備を進め、コ

ーポレート・ガバナンスを充実させていく所存であります。また、投資家の皆様に対しては経営の透明性を高め

るために自発的かつタイムリーな情報開示を心がけてまいります。 

２．会社の機関の内容および内部統制の整備状況 

  当社グループは会社規模が小さいことから、取締役会以外の業務的意思決定機関は有しておりませんが、取締

役４名で日常的な業務執行をとりおこない、定例取締役会を毎月開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開

催し、変化する経営環境に迅速に対応するようスピーディな意思決定を行っております。取締役の業務報告につ

きましては、当社の代表取締役社長 林 一郎により毎月取締役会へ報告されております。 

当社は、監査役制度を採用しており、社外監査役2名を含む3名で監査役会を構成しております。監査役は常に取

締役会に出席し、適宜意見を表明するとともに、会計監査人との連携を強化し、企業集団の監査を実施しており

ます。社外監査役2名と当社との取引などの利害関係はありません。 

今後も経営に対する責任を明確にしていくとともに、環境変化に迅速かつ柔軟に対応できるよう経営組織の構

築・維持に努めてまいります。 

３．弁護士、税理士および会計監査の状況 

当社は、弁護士および税理士と顧問契約を締結し、必要に応じてアドバイスを受けております。 

 また、商法に基づく会計監査人および証券取引法に基づく会計監査を中央青山監査法人に依頼しております

が、同監査法人および当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありませ

ん。 

 当期において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係わる補助者の構成については、下記のとおりで

す。 

 ・業務を執行した公認会計士の氏名   指定社員  大杉秀雄、定留尚之 

 ・会計監査業務に係る補助者の構成   公認会計士 ４名、会計士補 ２名 

４．役員報酬の内容 

当社の取締役および監査役に対する報酬は次のとおりです。 

取締役 20,666千円 

監査役  4,500千円 

５．監査報酬の内容 

 当社の中央青山監査法人への公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第１項に規定する業務に基づく報

酬額は、14,000千円であります。 

 それ以外の業務に基づく報酬額はありません。 

  



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

   ただし「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5

号）附則第2項のただし書きにより、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

   ただし「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年1月30日内閣府令第5

号）附則第2項のただし書きにより、改正前の財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成15年８月１日から平成16年７月31日まで)及

び前事業年度(平成15年８月１日から平成16年７月31日まで)並びに当連結会計年度(平成16年８月１日から平成17年７

月31日まで)及び当事業年度(平成16年８月１日から平成17年７月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、中

央青山監査法人の監査を受けております。 



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  

   
前連結会計年度
(平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

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    612,142 1,326,000  

２ 受取手形及び売掛金     219,974     240,401   

３ たな卸資産     24,336 122,688  

４ 繰延税金資産    122 8,025  

５ その他    104,314 165,787  

 貸倒引当金    － △115,117  

流動資産合計    960,891 58.2 1,747,787 76.3

Ⅱ 固定資産       

１ 有形固定資産            

(1) その他  15,523 75,882    

減価償却累計額  13,066 2,457 15,338 60,544  

有形固定資産合計    2,457 0.1 60,544 2.6

２ 無形固定資産       

(1) ソフトウェア    639,595 197,716  

(2) 連結調整勘定    ― 168,273  

(3) その他    226 226  

無形固定資産合計    639,822 38.7 366,216 16.0

３ 投資その他の資産       

(1) 投資有価証券 ※1   ― 50,000  

(2) その他 ※2   48,862 64,910  

投資その他の資産合計    48,862 3.0 114,910 5.0

固定資産合計    691,142 41.8 541,671 23.7

資産合計    1,652,033 100.0 2,289,459 100.0

       



  

   
前連結会計年度
(平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

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     51,044 113,088  

 ２ 短期借入金 ※2   399,208 84,000  

 ３ １年内償還社債     102,000 102,000  

 ４ 未払金     － 130,375  

 ５ 未払法人税等     1,757 18,418  

 ６ 前受金     78,186 120,278  

 ７ 預り金     － 111,836  

 ８ 賞与引当金     － 3,996  

 ９ 事業整理損失引当金     － 300,000  

１０ その他     45,644 13,754  

  流動負債合計     677,841 41.0 997,747 43.6

Ⅱ 固定負債        

 １ 社債     197,000 95,000  

 ２ 長期借入金 ※2   126,783 15,000  

 ３ 繰延税金負債     1,094 623  

 ４ 長期未払金     － 35,993  

  固定負債合計     324,877 19.7 146,616 6.4

  負債合計     1,002,718 60.7 1,144,364 50.0

（少数株主持分）        

少数株主持分     － 5,826 0.2

(資本の部)        

Ⅰ 資本金        ※5   760,050 46.0 2,143,372 93.6

Ⅱ 資本剰余金     700,500 42.4 2,081,678 90.9

Ⅲ 利益剰余金     △811,235 △49.1 △3,085,455 △134.7

Ⅳ 自己株式     ― ― △326 △0.0

  資本合計     649,314 39.3 1,139,268 49.8

  負債、少数株主持分及び資

本合計 
    1,652,033 100.0 2,289,459 100.0

       



② 【連結損益計算書】 

  

    
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高   670,065 100.0 624,349 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2 1,355,572 202.3 1,171,501 187.6

  売上総損失   685,506 △102.3 547,152 △87.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1.2 251,158 37.5 623,934 99.9

  営業損失   936,665 △139.8 1,171,086 △187.6

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息及び配当金   322 26,320   

 ２ EDC関連収入   3,118 ―   

 ３ その他   394 3,835 0.6 2,859 29,179 4.6

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息   8,382 6,195   

 ２ 有価証券売却損   ― 20,005   

 ３ 社債発行費   7,131 206,106   

 ４ 新株発行費   4,380 31,966   

 ５ デリバティブ運用損   ― 54,076   

 ６ その他   140 20,034 3.0 368 318,719 51.0

  経常損失   952,863 △142.2 1,460,626 △233.9

Ⅵ 特 別 利 益     

 １ 投資有価証券売却益   21,500 3.2 ― ―

Ⅶ  特 別 損 失  
  

  

１ 固定資産除却損 ※3 ― 408,395   

２ リース資産除却損   ― 98,418   

３ 事業整理損失引当金繰入額   ― ― ― 300,000 806,814 129.3

  税金等調整前当期純損失   931,363 △139.0 2,267,441 △363.2

法人税、住民税及び事業税   4,200 10,228   

  法人税等調整額   7,064 11,265 1.7 724 10,952 1.7

  少数株主損失   ― ― △4,173 △0.6

 当期純損失   942,629 △140.7 2,274,220 △364.3

      



  
③ 【連結剰余金計算書】 

  

  

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 428,500 700,500

Ⅱ 資本剰余金増加高  

 １ 増資による 
新株式の発行 

272,000 448,926  

 ２ 新株予約権の行使による
新株式の発行 

― 272,000 932,252 1,381,178

Ⅲ 資本剰余金期末残高 700,500 2,081,678

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 140,156 △811,235

Ⅱ 利益剰余金減少高  

 １ 当期純損失 942,629 2,274,220  

 ２ 配当金 8,762 951,391 ― 2,274,220

Ⅳ 利益剰余金期末残高 △811,235 △3,085,455

   



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

    
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失   931,363 2,267,441 

減価償却費   141,081 142,843 

連結調整勘定当期償却額   ― 12,019 

貸倒引当金の増加額   ― 115,117 

賞与引当金の減少額   － △3,204 

事業整理損失引当金の増加額   ― 300,000 

固定資産除却損   ― 408,395 

リース資産除却損   ― 98,418 

有価証券売却損   ― 20,005 

デリバティブ運用損   ― 54,076 

新株発行費   ― 31,966 

社債発行費   ― 206,106 

受取利息及び受取配当金   △322 △26,320 

支払利息   8,382 6,195 

投資有価証券売却益   △21,500 ― 

売上債権の増減額   324,146 △8,347 

たな卸資産の増減額   8,268 △20,872 

仕入債務の増減額   △15,102 62,043 

前受金の増減額   △36,186 19,834 

未払費用の増減額   2,175 △1,944 

未払消費税等の減少額   △5,412 △3,866 

未収消費税等の増加額   △24,429 △18,811 

その他   △20,918 126,073 

 小計   △571,182 △747,710 

利息及び配当金の受取額   322 19,077 

利息の支払額   △9,906 △6,240 

法人税等の支払額   △56,504 △7,479 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   △637,271 △742,354 



  

  

    
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増加による支出   △2 ― 

定期預金の解約による収入   ― 19 

有形固定資産の取得による支出   ― △10,703 

無形固定資産の取得による支出   △89,712 △80,800 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
の取得による支出 

※2 ― △234,671 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 
の取得による支出 

  ― △50,000 

投資有価証券の取得による支出   ― △100,000 

投資有価証券の売却による収入   72,297 ― 

貸付けによる支出   ― △1,350,000 

貸付金の回収による収入   2,000 1,350,000 

有価証券の運用による支出   ― △74,082 

その他   △14,810 △639 

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △30,227 △550,877 

Ⅲ 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   2,100,000 ― 

短期借入金の返済による支出   △1,860,000 △350,000 

長期借入れによる収入   145,000 ― 

長期借入金の返済による支出   △42,408 △76,991 

社債の発行による収入   350,000 1,793,893 

社債の返済による支出   △51,000 △242,000 

株式発行による収入   544,000 872,534 

少数株主に対する新株発行による収入   ― 10,000 

自己株式の取得に伴う支出   ― △326 

配当金の支払額   △8,762 ― 

  財務活動によるキャッシュ・フロー   1,176,828 2,007,108 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額   509,330 713,877 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   82,793 592,123 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 592,123 1,306,000 

    



（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当社グループは、当連結会計年度に売上高が大幅に減

少し、936,665千円の営業損失を計上いたしました。ま

た営業キャッシュ・フローも前連結会計年度よりマイナ

スが継続しており、当該状況により継続企業の前提に関

する重要な疑義が生じております。 

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を大幅

に改善すべく、以下の改善策を実施してまいります。 

１.経営計画における施策 

(1) ＥＤＣサービスの拡販 

当社グループが提供するＥＤＣにつきましては、今後

の医薬品の臨床試験に多大なメリットを提供する高付加

価値のサービスであると自認しております。導入いただ

きました試験が順次無事に進行し、高い評価を頂くとと

もに多大なノウハウが蓄積されております。今後は、営

業体制を見直すとともにノウハウを活かした受注活動を

積極的に展開し、受注に繋げて売上高の拡大を図りま

す。 

(2) 経費削減 

システム費用に関する業務委託料について改善するた

めに業務面での標準化を進めるとともに、委託先の見直

しを行ったほか、コスト面での条件変更を行いました。

また組織面では取締役の退任を含む人員のスリム化と社

員の適正配置により、人件費及び派遣人件費の削減に取

り組んでおります。今後も引き続き、組織の効率化と固

定費の削減を推進してまいりますほか一般経費のコスト

ダウンを図ります。 

(3) ノウハウの活用 

当社グループの事業と関連する事業を営む企業との業

務提携を進め、当社グループの得意分野と提携先のノウ

ハウを活かし、顧客ニーズに合致したサービスを提供す

ることで、新たな収益機会を獲得し、受注額の拡大を図

ります。 

２．資金繰り 

当社グループは、営業キャッシュ・フローがマイナス

となっているため、資金繰りは赤字であります。 

 そこでこれを補うために、平成16年7月23日に第三者

割当増資により540百万円を調達いたしましたほか、

「重要な後発事象」に記載のとおり、平成16年8月23日

に転換社債型新株予約権付社債を発行し、総額1,000百

万円を調達いたしました。以上により、当面の必要資金

は目処がついております。 

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には、

反映しておりません。 
  

当社グループは、当連結会計年度において、1,171,086
千円の大幅な営業損失を計上いたしました。また営業キ
ャッシュ・フローも3期連続してマイナスが継続してお
り、当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義
が生じております。 
連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を大幅
に改善すべく、平成16年8月23日及び平成17年1月21日に
それぞれ転換社債型新株予約権付社債を発行し、総額
2,000百万円を調達いたしましたほか、平成17年7月22日
に第三者割当増資により900百万円を調達し、当面の資金
について目処をつけるとともに以下の改善策を実施して
まいります。 
経営計画における施策 
（1）ＥＤＣサービスの拡販 
当社グループが提供するＥＤＣにつきましては、今後
の医薬品の臨床試験に多大なメリットを提供する高付加
価値のサービスであると自認しております。導入いただ
きました試験が順次無事に進行し、高い評価を頂くとと
もに多大なノウハウが蓄積されております。しかしなが
ら当連結会計年度につきましては、当社の経営基盤が磐
石でなかったとの評価により、受注に繋がらなかった案
件が少なからず発生いたしました。今後は、営業体制を
見直し、自社での直販はもとより、関連するＣＲＯやＳ
ＭＯの協力を仰ぎ、着実に実績を積み上げて信頼回復に
努め、受注に繋げて売上高の拡大を図ります。 
（2）経費削減 
システム費用に関する業務委託料について削減するた
めに、委託先の再度の見直しを行い、サービス提供のた
めのコアシステムの構築を完了いたしました。これによ
り今後のＥＤＣサービス提供の低コスト化の目途がつい
ております。また、不採算事業でありました e-
monitoringサービス事業からの撤退は概ね進んでおり、
翌連結会計年度に完了の目途が立っているほかコアシス
テム以外のシステムについての除却を実施したため、翌
連結会計年度以降の設備経費は大幅に削減される見通し
であります。このほか組織面では派遣社員を全員有期契
約のパートタイマーに切替え人員のスリム化を進めたほ
か、代表取締役の役員報酬の返上、他の取締役・監査役
の報酬減額を実施し、人件費の削減に努めました。今後
も引き続き、組織の効率化と固定費の削減を推進してま
いりますほか一般経費のコストダウンを図ります。 
（3）受注改善のための事業再編成 
ＥＤＣ以外の事業分野におきましても製薬会社のニー
ズの把握に努めるとともに、サービスメニューを拡充
し、受注額の拡大を目指します。特に、当社グループの
事業とシナジー効果を生むようなアライアンス・投資戦
略を実行し、新たな収益機会の獲得と効果的なリソース
配分を通じたグループ全体の事業の再構築を行うことに
より、当社グループの収益力の向上に全力をあげて取り
組んでまいります。 
当連結会計年度におきましては、グローバルな治験に
対応するための各種レギュレーションに関する情報収集
を行ったほか、ＳＭＯ分野での収益機会を獲得するため
に株式会社コスメックスの全株式を取得して子会社化
し、医薬品だけでなく化粧品や健康食品分野でのサービ
ス提供を開始いたしました。また、当社株式を日本アジ
アホールディングズ株式会社に引き受けていただき資
本・業務上の協力関係が構築できました。 
連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお
り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には、
反映しておりません。 



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15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数   １社 

  連結子会社の名称 

   株式会社エスエムオーデータセンタ

ー 

(1) 連結子会社の数   3社 

  連結子会社の名称 

   株式会社エスエムオーデータセンタ

－ 

株式会社クリニカルイノベーション 

株式会社コスメックス 

なお、平成16年9月に連結子会社で

ある株式会社クリニカルイノベーシ

ョンを設立いたしました。また、平

成17年3月に連結子会社である株式会

社コスメックスを新規取得いたしま

した。 

  (2) 非連結子会社 

  該当する会社はありません。 

(2) 非連結子会社 

  北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公

司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は本格的な営業を行っ

ておらず、総資産、売上高、当期純

利益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等は、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 該当する会社はありません。 (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関

連会社はありません。 

    (2) 持分法を適用していない非連結子会社

の名称 

   北京協薬臨床薬理実験技術服務有限

公司 

(持分法を適用しない理由) 

持分法非適用会社は、当期純利益

（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等が、持分法の

対象から除いても、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。  

３ 連結子会社の事業年度等に関する

事項 

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。 

連結子会社の事業年度は株式会社コスメッ

クスを除き連結決算日と一致しておりま

す。また、株式会社コスメックスの決算日

は３月31日でありますが、連結財務諸表の

作成に当たっては、７月31日付けで仮決算

を行っております。 

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有価証券 

ａ その他有価証券 

（時価のあるもの） 

連結決算末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は、全部資本直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定）によっておりま

す。 

  

②デリバティブ取引 

― 

③ たな卸資産 

   仕掛品 

    個別法に基づく原価法によってお

ります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

― 

  

  

  

  

  

  

  

②デリバティブ取引 

時価法によっております。 

③ たな卸資産 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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 

   定率法によっております。 

   なお主な耐用年数は以下の通りであ

ります。 

    工具器具及び備品 

      4年～10年 

(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 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通り

であります。 

 工具器具備品 

  4年～6年 

  

   ② 無形固定資産 

   自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

 ② 無形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

(追加情報) 

  当連結会計年度に係る中間連結会計

期間において、役員退職慰労金規程を

新設したことにより役員退職慰労引当

金を計上いたしましたが、平成16年4

月21日付取締役会決議により役員退職

慰労金規程を廃止いたしました。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

 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

いては債権の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。 

② 賞与引当金 

   連結子会社の従業員賞与の支給

に備えるため、支給見込額の当連結

会計年度負担分を計上しておりま

す。 

③ 事業整理損失引当金 

   e-monitoringサービス事業等からの

事業撤退に係る取締役会決議に伴い、

当連結会計年度末において今後発生が

見込まれる損失について、合理的に見

込まれる金額を計上しております。 

  (4) 重要な繰延資産の処理方法 

 ① 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 ② 社債発行費 

 支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(4) 重要な繰延資産の処理方法 

 ① 新株発行費 

同左 

  

 ② 社債発行費 

同左 

  

  

(5) 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。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

  

同左 

  (6) 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 

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜き方式によっております。 

(6) 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 

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 連結調整勘定の償却に関する事項 ― 5年間の均等償却によっております。 



  

    

項目 
前連結会計年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

７ 利益処分項目等の取扱いに関する

事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した

利益処分又は損失処理に基づいて作成し

ております。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、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 



表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
 至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
 至 平成17年７月31日) 

（連結損益計算書） 

「新株発行費」は前連結会計年度まで営業外費用の

「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費用

の総額の100分の10を超えたため区分掲記いたしまし

た。 

 なお、前連結会計年度における「新株発行費」の金額

は2,840千円であります。 

（連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度において流動負債「その他」に含め

ておりました「未払金」は、総資産額の5/100を超える

こととなったため、当連結会計年度において区分掲記い

たしました。 

 なお、前連結会計年度の「未払金」は21,993千円であ

ります。 

２ 前連結会計年度において流動負債「その他」に含め

ておりました「預り金」は、総資産額の5/100を超える

こととなったため、当連結会計年度において区分掲記い

たしました。 

 なお、前連結会計年度の「預り金」は7,907千円であ

ります。 

  

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、区分掲記しておりました

「EDC関連収入」は営業外収益の総額の100分の10以下と

なりましたため営業外収益の「その他」に含めて表示い

たしました。 

 なお当連結会計年度の「EDC関連収入」の金額は51千

円であります。 

  

（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「新株発行費」

については、重要性が増したため、区分掲記しておりま

す。なお前連結会計年度における「新株発行費」は、

4,380千円であります。 

  



  

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  

(連結損益計算書関係) 

  

  

前連結会計年度 

(平成16年７月31日) 

当連結会計年度 

(平成17年７月31日) 

※1  ― 

  

 ※2 担保提供資産 

  （担保に供している資産） 

   敷金及び保証金   45,000千円 

  （上記に対応する債務） 

   短期借入金      8,608千円 

 計         36,391千円 

  

 3   ― 

  

  

4   ― 

※5  当社の発行済株式総数は普通株式32,448株であります。 

    

長期借入金   27,783千円 

※1 非連結子会社に対するものは次のとおりであります。 

    投資有価証券 50,000千円 

 ※2 ― 

  

  

  

  

  

  

  

 3 連結子会社以外の会社のリース契約に対して次のとおり債

務の保証を行っております。 

    株式会社ナム 26,299千円 

4 受取手形裏書譲渡高 10,000千円 

※5 連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式数は次の 

とおりであります。 

普通株式  122.77株 

なお、当社の発行済株式総数は普通株式7,399,571.77株であり

ます。 

前連結会計年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

     役員報酬                 46,537千円 

     給料手当                 48,490千円 

     広告宣伝費                29,808千円 

     支払手数料               25,116千円 

     支払報酬           21,352千円 

     賃借料            13,149千円 

※1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

給料手当           70,438千円 

支払手数料               186,250千円 

     貸倒引当金繰入額        115,117千円 

      

※2 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 

23,990千円 

※2 研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発費 

― 

※3  ― ※3 固定資産除却損の主な内訳 

   ソフトウェア          396,413千円 



  

(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15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度

(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

1. 現金及び現金同等物の連結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 

  

現金及び預金勘定 612,142千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,019千円

現金及び現金同等物 592,123千円

※1. 現金及び現金同等物の連結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 

  

  

※2. 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

   株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための支

出(純額)との関係は次のとおりであります。 

株式会社コスメックス(平成17年3月31日現在) 

  流動資産                  142,179千円 

  固定資産                  66,614千円 

  連結調整勘定                180,293千円 

  流動負債                 △108,887千円 

  株式会社コスメックスの取得価額       280,200千円 

  株式会社コスメックスの現金及び現金同等物   △ 45,528千円 

  差引：株式会社コスメックス取得のための支出    234,671千円 

  

3.重要な非資金取引の内容 

    新株予約権付社債(転換社債型新株予約権付社債)に付され

た新株予約権の行使 

   新株予約権の行使による資本金増加額    929,997千円 

   新株予約権の行使による資本準備金増加額  930,002千円 

  新株予約権の行使による社債減少額    1,860,000千円 

  

現金及び預金勘定 1,326,000千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △20,000千円

現金及び現金同等物 1,306,000千円



 (リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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 

  
 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 

  
 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

  
工具器具備品 
(千円) 

ソフトウエア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 176,500 140,413 316,914

減価償却 
累計額 
相当額 

59,319 38,077 97,396

期末残高 
相当額 117,180 102,336 219,517

１年以内 72,010千円

１年超 152,521千円

合計 224,532千円

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 

  
 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 

  
 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

工具器具備品
(千円) 

ソフトウエア 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額
相当額 130,516 22,265 152,781 

減価償却
累計額 
相当額 

61,348 9,730 71,078 

期末残高
相当額 69,167 12,534 81,702 

１年以内 33,045千円

１年超 51,674千円

合計 84,720千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

  

支払リース料 75,583千円

減価償却費相当額 68,752千円

支払利息相当額 9,674千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

  

支払リース料 58,416千円

減価償却費相当額 53,261千円

支払利息相当額 6,241千円

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 
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。 

  
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 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
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。 

  
２ オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 14,826 千円

１年超 8,567 千円

合計 23,394 千円

  
２ オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 8,567 千円

１年超 ― 千円

合計 8,567 千円



(有価証券関係) 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末(平成16年７月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度末(平成17年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

２. 当連結会計年度中に売却したその他の有価証券 

  

(デリバティブ取引関係) 

１．取引の状況に関する事項 

  

  

２．取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自平成15年８月１日 至平成16年７月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成16年８月１日 至平成17年７月31日) 

当連結会計年度末において、注記の対象となる取引がありませんので記載しておりません。 

  

区分 前連結会計年度 

（自 平成15年8月1日 

至 平成16年7月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成16年8月1日 

至 平成17年7月31日） 

売却額（千円） 72,297 ―

売却益の合計額（千円） 21,500 ―

売却額の合計額（千円） ― ―

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
 至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
 至 平成17年７月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していな

いので、該当事項はありません。 

① 取引の内容、取引に対する取扱方針及び利用目的 

  当社は、余資運用目的で主として株価指数に係るオプ

ション取引を行っております。 

② リスクの内容 

当該デリバティブ取引は反対売買による差金決済をし

ており、株式相場の動向により変動するリスクを有して

おります。なお、これらの契約先は信用度の高い国内金

融機関であるため、相手先の契約不履行による信用リス

クはほとんどないと判断しております。 

③ 取引に係わるリスク管理体制 

当該デリバティブ取引の実行は経営管理部で行ってお

りますが、取引にあたっては、事前に社長の指示を受け

るとともに、毎月の実行状況を取締役会に報告しており

ます。 

  



  

(退職給付関係) 

前連結会計年度(自平成15年８月１日 至平成16年７月31日) 

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自平成16年８月１日 至平成17年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

(税効果会計関係) 

  

  

前連結会計年度
(平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(平成17年７月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額 3,076千円

未払事業税否認 122千円

税務上の繰越欠損金 381,664千円

 繰延税金資産小計 384,862千円

評価性引当額 △384,740千円

  繰延税金資産合計 122千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △1,094千円

   

 繰延税金負債の純額 △972千円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

繰延税金資産  

事業整理損失引当金繰入超過額 121,470千円

貸倒引当金繰入超過額 46,610千円

賞与引当金損金算入限度超過額 5,331千円

リース除却損否認 30,271千円

未払事業税否認 4,213千円

固定資産除却損 5,590千円

税務上の繰越欠損金 1,085,185千円

 繰延税金資産小計 1,298,673千円

評価性引当額 △1,290,647千円

  繰延税金資産合計 8,025千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △623千円

   

 繰延税金資産の純額 7,402千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 税金等調整前当期純損失が計上されているた

め、この差異の内訳については記載しておりませ

ん。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

   税金等調整前当期純損失が計上されているため、こ

の差異の内訳については記載しておりません。 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自平成15年８月１日 至平成16年７月31日) 

  

（注）１ 事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

２ 各事業の主なサービス 

    （1）臨床検査値管理サービス事業……CRFの電子化支援業務、データ提供業務 

    （2）e－monitoringサービス事業……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （3）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （4）その他のサービス事業……システム保守、各種調査 

３ 当連結会計年度における営業費用のうち、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93,366千円であり、そ

の主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

４ 当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の額は952,361千円であり、その主なものは

当社での現金及び預金、管理部門に係る資産であります。 

  

  臨床検査値
管理サービス
事業 
(千円) 

e-monitoring 
サービス事業 
(千円) 

EDCサービス
事業 
(千円) 

その他のサー
ビス事業 
(千円) 

計
(千円) 

消去又は全
社 
(千円) 

連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益               

売上高               

(1) 外部顧客に対する 

  売上高 
47,279 277,877 281,085 63,823 670,065 － 670,065 

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計 47,279 277,877 281,085 63,823 670,065 － 670,065 

営業費用   60,720    810,596    480,266    161,780  1,513,364   93,366  1,606,730 

営業損失 
13,441 532,719 199,181 97,957 843,299 93,366 936,665 

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

  資本的支出 
              

資産 6,610 132,713 509,466 53,732 699,672 952,361 1,652,033 

減価償却費 3,144 43,492 57,560 3,518 107,715 33,365 141,081 

資本的支出 - - 47,643 3,371 51,014 38,697 89,712 



当連結会計年度（自 平成16年8月1日 至 平成17年7月31日） 

                                               （単位：千円） 

（注）1．事業区分は、当社グループの取扱サービスの種類の区分によっております。 

   2．各事業の主なサービス 

    （1）臨床検査値管理サービス事業……CRFの電子化支援業務、データ提供業務 

    （2）e－monitoringサービス事業……中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （3）EDCサービス事業……大規模臨床試験、臨床研究向けモニター支援業務、データマネジメント業務 

    （4）化粧品等評価試験事業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験業務 

 （5）その他の事業……システム保守、各種調査、医薬品の治験業務委託、被験者募集業務、 

特定労働者派遣業務 

   3．当連結会計年度における営業費用のうち、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402,121千円であり、そ

の主なものは当社の経理部門等管理部門に係る費用であります。 

   4.当連結会計年度における資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の額は1,635,630千円であり、その主なものは

当社での現金及び預金、管理部門に係る資産であります。 

  

  

  臨床検査値
管理サー 
ビス事業 

e-monitoring 
サービス事業 

EDCサー
ビス事業 

化粧品等評
価試験事業

その他のサー
ビス事業 

計
消去又は 
全社 

連 結 

  

Ⅰ 売上高及び営業損益 

  

  売上高 

  

（1）外部顧客に対する売上高 

  

（2）セグメント間の 

  内部売上高又は振替高 

  

  

  

  

  

20,111 

  

  

  

  

  

  

146,542 

  

  

  

  

  

149,891 

  

  

  

  

  

64,210 

  

  

  

  

  

243,592 

  

  

  

  

  

624,349 

  

  

  

  

  

－ 

  

  

  

  

  

624,349 

  

－ 

  

  

－ 

  

－ 

  

  

  

－ 

  

－ 

  

－ 

  

－ 

計 
  

20,111 

  

146,542 

  

149,891 

  

64,210 

  

243,592 

  

624,349 

  

― 

  

624,349 

  

   営  業  費  用 

  

  

22,192 

  

610,373 

  

293,206 

  

51,453 

  

416,089 

  

1,393,314 

  

402,121 

  

1,795,436 

  

営業利益又は営業損失（△） 

  

  

△2,080 

  

△463,830 

  

△143,314 

  

12,757 

  

△172,496 

  

△768,965 

  

(402,121) 

  

△1,171,086 

  

Ⅱ 資産、減価償却費及び 

    資本的支出 
                

  資        産 982 84,792 279,427 68,719 219,906 653,828 1,635,630 2,289,459 

  減価償却費 2,061 41,498 49,059 3,126 5,604 101,350 41,492 142,843 

  資本的支出 － － 82,372 7,873 457 10,703 800 91,503 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

【海外売上高】 

  前連結会計年度（自平成15年8月1日 至平成16年7月31日）及び当連結会計年度（自平成16年8月1日 至平成17年7月31日）にお
いて、海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

(関連当事者との取引) 

前連結会計年度(自平成15年８月１日 至平成16年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自平成16年８月１日 至平成17年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

次へ 



(１株当たり情報) 

  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 20,010.94円 １株当たり純資産額 153.96円

１株当たり 
当期純損失 

34,233.85円
１株当たり
当期純損失 

601.33円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

  

潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるた
め記載しておりません。 

  

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益 

  

  

潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記
載しておりません。 

  

当社は平成17年3月23日付で株式1株につき100株の株式

分割を行っております。当該株式分割が前期首に行われた

と仮定した場合の1株当たり情報についてはそれぞれ以下

のとおりとなります。 

  

（前連結会計年度） 

1株当たり純資産 

1株当たり当期純損失 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

  

        

  200.10円 

342.33円 

潜在株式は存在するものの1

株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。 

  

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

１株当たり当期純損失金額     

当期純損失（千円） 942,629 2,274,220 

普通株主に帰属しない金額（千円） - - 

普通株式に係る当期純損失（千円） 942,629 2,274,220 

期中平均株式数（株） 27,535 3,781,975 

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の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

「第４ 提出会社の状況、1株式等の

状況、(2)新株予約権等の状況」の記

載のうち①②③④⑤に記載されてい

るすべてであります。 

「第４ 提出会社の状況、1株式等

の状況、(2)新株予約権等の状況」

に記載されているすべてでありま

す。 



(重要な後発事象) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

平成16年7月27日開催の取締役会において、2007年満

期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決

議し、平成16年8月23日に払込が完了いたしました。そ

の概要は次のとおりであります。 

該当事項はありません。 

１. 発行総額   1,000,000,000円 

２. 発行価額   社債額面金額の100％ 

       （社債額面金額20,000,000円） 

３．払込期日 2004年8月23日（ロンドン時間） 

４．償還期限 2007年8月23日（ロンドン時間） 

５. 利率   本社債には、利息を付さない。 

６．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 (1) 種類  当社普通株式 

 (2) 数   本新株予約権の行使により当社普通株式

を新たに発行又はこれに代えて当社の保

有する当社普通株式を移転（以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式

の「交付」という）する数は、行使請求

に係る本社債の発行価額の総額を下記８

(2)記載の転換価額で除した数（但し、

行使により生じる100分の1株未満の端数

は切捨て）とする。 

７. 本新株予約権の総数 50個 

８. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(1) 本社債の発行価額と同額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株

当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初

141,000円とする。 

   なお、商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号によ

り、本新株予約権を行使したときは、本社債の全額

の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額の全額の払込があったものとみな

す。 

(3) 転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、

当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処

分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合に

は、次の算式により調整される。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総

数（但し、普通株式に係る自己株式数を除く。）を

いう。 

 <算式> 

  
  
  
調整後 
転換価額 

  
  
  
＝ 

  
  
  
調整前 
転換価額 

  
  
  
× 

  
  
既発行 
株式数 

  
  
＋ 

新発行・ 
処分株式数 × 

１株当たりの
発行・処分 
価額 

１株当たりの時価 
既発行株式数＋新発行・処分株式数

  



  

  

  

  

前連結会計年度
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当連結会計年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併
合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって
当社普通株式の交付を請求できる新株予約権
（新株予約権付社債に付されたものを含む。）
の発行等が行われる場合その他一定の事由を生
じた場合にも適宜調整される。 

９．新株予約権の行使請求期間 
  2004年8月26日から2007年8月16日まで。 
10．新株予約権の行使の条件 
  新株予約権の一部行使はできない。 
11．資金の使途 
  運転資金に充当 
12. 繰上償還条項 
  2005年8月24日以降、株式会社大阪証券取引所にお
ける当社普通株式の終値が5連続取引日の間、転換
価額の80％を下回った場合に、その保有する本社債
の全部（または１億円単位の部分）を社債額面金額
にて繰上償還可能、等一定の場合について繰上償還
が可能。 

  



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

（注）１ （）内書は、１年以内の償還予定額であります。 

２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。 

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は、次のとおりであります。

 

  

会社名 銘柄 発行年月日 前期末残高 

（千円） 

当期末残高 

（千円） 

利率（％） 担保 償還期限 

  

株式会社モス

インスティテ

ュート 

  

第１回無担保

社債 

平成年月日 

15.12.10 

  

125,000 

  

75,000 

(50,000) 

  

0.62 

  

なし 

平成年月日 

18.12.8 

株式会社モス

インスティテ

ュート 

第２回無担保

社債 15.12.10 84,000 

  

52,000 

(32,000) 

  

0.58 

  

なし 18.12.8 

株式会社モス

インスティテ

ュート 

第３回無担保

社債 15.12.10 90,000 

  

70,000 

(20,000) 

0.69 なし 18.12.8 

合計 ― ― 299,000 

  

197,000 

(102,000) 

― ― ― 

１年以内 

（千円） 

１年超２年以内 

（千円） 

２年超３年以内 

（千円） 

３年超４年以内 

（千円） 

４年超５年以内 

（千円） 

102,000 95,000 ― ― ― 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高
(千円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金     350,000 ― ― ―

１年以内に返済予定の長期借入金      49,208 84,000 1.4 ―

長期借入金 

(１年以内に返済予定のものを除く) 
    126,783 15,000 1.8 平成19年１月31日

その他の有利子負債        ― ―        ― ―

合   計     525,991 99,000        ― ―

区分 
１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内
(千円) 

長期借入金 15,000 ― ― ― 



  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  

  
前事業年度

(平成16年７月31日) 
当事業年度 

(平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  603,174 1,273,802  

 ２ 受取手形    ― 4,002  

 ３ 売掛金 ※4  213,556 228,361  

 ４ 仕掛品   24,336 22,301  

 ５ 前払費用   12,889 10,752  

 ６ 未収入金   2,162 107,868  

 ７ 立替金   64,703 ―  

 ８ 未収消費税等   24,429 43,079  

 ９ その他   128 865  

貸倒引当金   ― △115,117  

流動資産合計   945,380 57.4 1,575,915 71.8

Ⅱ 固定資産      

 １ 有形固定資産      

  (1) 工具、器具及び備品  15,523 33,156    

     減価償却累計額 13,066 2,457 15,338 17,818  

  有形固定資産合計  2,457 0.1 17,818 0.8

 ２ 無形固定資産     

  (1) ソフトウェア  639,595 191,410  

  (2) 電話加入権  226 226  

無形固定資産合計  639,822 38.9 191,637 8.7

 ３ 投資その他の資産     

  (1) 関係会社株式  10,000 360,200  

  (2) 敷金及び保証金 ※1  45,080 45,080  

  (3) 保険積立金  3,782 4,422  

投資その他の資産合計  58,862 3.6 409,702 18.7

固定資産合計  701,142 42.6 619,158 28.2

資産合計  1,646,522 100.0 2,195,074 100.0

      



  

   
前事業年度

(平成16年７月31日) 
当事業年度 

(平成17年７月31日) 

区分 
注記
番号

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 ※4   44,589 113,259  

 ２ 短期借入金    350,000 ―  

 ３ １年内償還社債    102,000 102,000  

 ４ １年内返済予定長期 
   借入金 

※1   49,208 84,000  

 ５ 未払金 ※4   39,798 130,942  

 ６ 未払費用    15,744 13,645  

 ７ 未払法人税等    145 9,400  

 ８ 前受金    78,186 34,653  

 ９ 預り金    7,907 108,681  

 １０ 事業整理損失引当金    ― 300,000  

流動負債合計    687,579 41.8 896,582 40.8

Ⅱ 固定負債       

 １ 社債    197,000 95,000  

 ２ 長期借入金 ※1   126,783 15,000  

 ３ 繰延税金負債    1,094 623  

４ 長期未払金    ― 35,993  

固定負債合計    324,877 19.7 146,616 6.7

負債合計    1,012,456 61.5 1,043,199 47.5

（資本の部）       

Ⅰ 資本金 ※2   760,050 46.2 2,143,372 97.6

Ⅱ 資本剰余金       

 １ 資本準備金  700,500 2,081,678    

資本剰余金合計    700,500 42.5 2,081,678 94.8

Ⅲ 利益剰余金       

 １ 利益準備金  1,227 1,227    

 ２ 任意積立金       

  (1) 特別償却準備金  1,831 1,373    

 ３ 当期未処理損失  829,542 3,075,450    

利益剰余金合計    △826,483 △50.2 △3,072,848 △140.0

Ⅳ 自己株式 ※3   ― △326 △0.0

資本合計    634,066 38.5 1,151,874 52.5

負債資本合計    1,646,522 100.0 2,195,074 100.0

        



② 【損益計算書】 

  

   
前事業年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
百分比
(％) 

金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     
659,265

100.0
515,201 

100.0

Ⅱ 売上原価 ※2   
1,358,866 206.1 1,108,852 215.2

売上総損失     
699,601 △106.1 593,651 △115.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2   
248,037 37.6 552,629 107.3

営業損失     
947,638 △143.7 1,146,280 △222.5

Ⅳ 営業外収益     
  

 １ 受取利息   
36 14,026   

 ２ 受取配当金   
286 12,293   

 ３ EDC関連収入  
3,118 ―   

 ４ その他  
394 3,835 0.5 267 26,587 5.2

Ⅴ 営業外費用  
    

 １ 支払利息  7,020 4,515   

 ２ 社債利息  1,362 1,679   

 ３ 新株発行費  4,380 31,966   

 ４ 社債発行費  7,131 206,106   

 ５ 有価証券売却損  ― 20,005   

 ６ デリバティブ運用損  ― 54,076   

 ７ 雑損失  140 20,034 3.0 368 318,719 61.9

   経常損失  
  963,837 △146.2 1,438,412 △279.2

Ⅵ 特別利益      

 １ 投資有価証券売却益  
  21,500 3.3 ― ―

Ⅶ 特別損失      

 １ 固定資産除却損 ※3 
― 408,395   

 ２ リース資産除却損  
― 98,418   

 ３ 事業整理損失引当金繰入
額 

 
― ― ― 300,000 806,814 156.6

   税引前当期純損失 
  

 
  942,337 △142.9 2,245,227 △435.8

   法人税、住民税及び事業
税 

 
732 1,609   

   法人税等調整額  
6,819 7,552 △1.2 △470 1,138 △0.2

   当期純損失    
949,889 △144.1 2,246,365 △436.0

   前期繰越利益又は前期繰
越損失（△） 

   
120,346 △829,084 

   当期未処理損失    829,542 3,075,450 

       



売上原価明細書 

  

（注）※１ 主な内訳は次のとおりであります。 

                                            

  

（注）※２ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

                                            

  

（原価計算の方法） 

  当社の原価計算は、個別原価計算による実際原価計算であります。 

  

  

  
前事業年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円)
構成比
(％) 

金額(千円)
構成比 
(％) 

Ⅰ 労務費 279,939 19.4 244,154 20.6

Ⅱ 経費        ※１ 1,160,370 80.6 943,462 79.4

  当期総製造費用 1,440,310 100.0 1,187,617 100.0

  期首仕掛品たな卸高 32,605 24,336  

合計 1,472,915 1,211,954  

期末仕掛品たな卸高 24,336 22,301  

他勘定振替高    ※２ 89,712 80,800  

当期製品製造原価 1,358,866 1,108,852  

     

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円) 

業務委託料 831,920 619,129 

減価償却費 140,410 137,318 

賃借料 62,066 63,036 

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円) 

ソフトウェア仮勘定 89,712 80,800 



③ 【損失処理計算書】 

  

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 

  

  
前事業年度

(平成16年10月27日) 
当事業年度 

(平成17年10月28日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処理損失  829,542 3,075,450

Ⅱ 任意積立金取崩額   

 １ 特別償却準備金取崩額 457 457 457 457

Ⅲ 次期繰越損失 829,084 3,074,992



  
（継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況） 

  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

当社は、当事業年度に売上高が大幅に減少し、

947,638千円の営業損失を計上いたしました。また営業

キャッシュフローも前事業年度よりマイナスが継続し

ており、当該状況により継続企業の前提に関する重要

な疑義が生じております。 

当社は、当該状況を大幅に改善すべく、以下の改善

策を実施してまいります。 

１.経営計画における施策 

(1) ＥＤＣサービスの拡販 

当社が提供するＥＤＣにつきましては、今後の医薬

品の臨床試験に多大なメリットを提供する高付加価値

のサービスであると自認しております。導入いただき

ました試験が順次無事に進行し、高い評価を頂くとと

もに多大なノウハウが蓄積されております。今後は、

営業体制を見直すとともにノウハウを活かした受注活

動を積極的に展開し、受注に繋げて売上高の拡大を図

ります。 

(2) 経費削減 

システム費用に関する業務委託料について改善する

ために業務面での標準化を進めるとともに、委託先の

見直しを行ったほか、コスト面での条件変更を行いま

した。また組織面では取締役の退任を含む人員のスリ

ム化と社員の適正配置により、人件費及び派遣人件費

の削減に取り組んでおります。今後も引き続き、組織

の効率化と固定費の削減を推進してまいりますほか一

般経費のコストダウンを図ります。 

(3) ノウハウの活用 

当社の事業と関連する事業を営む企業との業務提携

を進め、当社グループの得意分野と提携先のノウハウ

を活かし、顧客ニーズに合致したサービスを提供する

ことで、新たな収益機会を獲得し、受注額の拡大を図

ります。 

２．資金繰り 

当社は、営業キャッシュ・フローがマイナスとなっ

ているため、資金繰りは赤字であります。 

 そこでこれを補うために、平成16年7月23日に第三者

割当増資により540百万円を調達いたしましたほか、

「重要な後発事象」に記載のとおり、平成16年8月23日

に転換社債型新株予約権付社債を発行し、総額1,000百

万円を調達いたしました。以上により、当面の必要資

金は目処がついております。 

財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を財務諸表には、反

映しておりません。 

当社は、当事業年度において、1,146,280千円の大幅な

営業損失を計上いたしました。また営業キャッシュ・フロ

ーも3期連続してマイナスが継続しており、当該状況によ

り継続企業の前提に関する重要な疑義が生じております。

当社は当該状況を大幅に改善すべく、平成16年8月23日

及び平成17年1月21日にそれぞれ転換社債型新株予約権付

社債を発行し、総額2,000百万円を調達いたしましたほ

か、平成17年7月22日に第三者割当増資により900百万円を

調達し、当面の資金について目処をつけるとともに以下の

改善策を実施してまいります。 

  

経営計画における施策 

(1) ＥＤＣサービスの拡販 

当社が提供するＥＤＣにつきましては、今後の医薬品

の臨床試験に多大なメリットを提供する高付加価値のサ

ービスであると自認しております。導入いただきました

試験が順次無事に進行し、高い評価を頂くとともに多大

なノウハウが蓄積されております。しかしながら当事業

年度につきましては、当社の経営基盤が盤石でなかった

との評価により、受注に繋がらなかった案件が少なから

ず発生いたしました。今後は、営業体制を見直し、自社

での直販はもとより、関連するＣＲＯやＳＭＯの協力を

仰ぎ、着実に実績を積み上げて信頼回復に努め、受注に

繋げて売上高の拡大を図ります。 

(2) 経費削減 

システム費用に関する業務委託料について削減するた

めに、委託先の再度の見直しを行い、サービス提供のた

めのコアシステムの構築を完了いたしました。これによ

り今後のＥＤＣサービス提供の低コスト化の目途がつい

ております。また、不採算事業でありました e-

monitoringサービス事業からの撤退は概ね進んでおり、

翌事業年度に完了の目途が立っているほかコアシステム

以外のシステムについての除却を実施したため、翌事業

年度以降の設備経費は大幅に削減される見通しでありま

す。このほか組織面では派遣社員を全員有期契約のパー

トタイマーに切替え人員のスリム化を進めたほか、代表

取締役の役員報酬の返上、他の取締役・監査役の報酬減

額を実施し、人件費の削減に努めました。今後も引き続

き、組織の効率化と固定費の削減を推進してまいります

ほか一般経費のコストダウンを図ります。 

(3) 受注改善のための事業再編成 

ＥＤＣ以外の事業分野におきましても製薬会社のニー

ズの把握に努めるとともに、サービスメニューを拡充

し、受注額の拡大を目指します。特に、当社の事業とシ

ナジー効果を生むようなアライアンス・投資戦略を実行

し、新たな収益機会の獲得と効果的なリソース配分を通

じた全社の事業の再構築を行うことにより、当社の収益

力の向上に全力をあげて取り組んでまいります。 



  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

  当事業年度におきましては、グローバルな治験に対応

するための各種レギュレーションに関する情報収集を行

ったほか、ＳＭＯ分野での収益機会を獲得するために株

式会社コスメックスの全株式を取得して子会社化し、医

薬品だけでなく化粧品や健康食品分野でのサービス提供

を開始いたしました。また、当社株式を日本アジアホー

ルディングズ゛株式会社に引き受けていただき資本・業

務上の協力関係が構築できました。 

  

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には、反映して

おりません。 

  



重要な会計方針 

  

項目 
前事業年度

(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法によってお

ります。 

その他有価証券 

(時価のあるもの) 

 決算末日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)によっております。 

子会社株式 

 同  左 

  

その他有価証券 

― 

  

２ デリバティブの評価基準

及び評価方法 

 

― 

時価法によっております 

  

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

仕掛品 

 個別法による原価法によっておりま

す。 

仕掛品 

 同  左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1)有形固定資産 

  定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

      工具器具備品    4～10年 

(2)無形固定資産 

  自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっており

ます。 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

      工具器具備品    5年 

(2) 無形固定資産 

同 左 

 ５ 繰延資産の処理方法 

  

(1)新株発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

(2)社債発行費 

  支出時に全額費用として処理して

おります。 

 (1)新株発行費 

   同 左 

     

(2)社債発行費 

 同 左 

６ 引当金の計上基準 (追加情報) 

 当事業年度に係る中間会計期間にお

いて、役員退職慰労金規程を新設した

ことにより役員退職慰労引当金を計上

いたしましたが、平成16年4月21日付

取締役会決議により役員退職慰労金規

程を廃止いたしました。 

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

いては債権の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。 

  

事業整理損失引当金 

e-monitoringサービス事業等からの

事業撤退に係る取締役会決議に伴い、

当事業年度末において今後発生が見込

まれる損失について、合理的に見込ま

れる金額を計上しております。 

７ リース取引の処理方法 リース取引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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同  左 

  



  
表示方法の変更 

  

  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

（貸借対照表） 

 「未収消費税等」は前事業年度は流動資産の「未収

入金」に含めて表示しておりましたが、当事業年度に

おいて資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

いたしました。 

 なお、前事業年度の「未収消費税等」の金額は

3,360千円であります 

（貸借対照表） 

前事業年度において、区分掲記しておりました「立替

金」は資産の総額の100分の1以下となりましたため、

流動資産の「その他」に含めて表示いたしました。 

 なお、当事業年度の「立替金」の金額は795千円で

あります。 

  

（損益計算書） 

前事業年度において、区分掲記しておりました「EDC

関連収入」は営業外収益の総額の100分の10以下とな

りましたため、営業外収益の「その他」に含めて表示

いたしました。 

 なお、当事業年度の「EDC関連収入」の金額は51千

円であります。 

  

  



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

(損益計算書関係) 

  

  

前事業年度 
(平成16年７月31日) 

当事業年度
(平成17年７月31日) 

※1    担保提供資産 

    （担保に供している資産） 

     敷金及び保証金   45,000千円 

    （上記に対応する債務） 

  

計       36,391千円 

※２  授権株式数   普通株式  45,664株 

     発行済株式総数 普通株式  32,448株 

※３       ― 

※４   関係会社に対する資産及び負債 

     未払金        18,122千円 

      

  

    ５       ― 

６  資本の欠損の額    827,711千円 

１年内返済予定 
長期借入金 

  
8,608千円 

長期借入金   27,783千円 

※１ ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

※２  授権株式数   普通株式   12,000,000株 

     発行済株式総数 普通株式 7,399,571.77株 

※３  自己株式の保有数/普通株式    122.77株 

※４   関係会社に対する資産及び負債 

     売掛金          1,141千円 

     買掛金           710千円 

     未払金                 16,330千円 

５   受取手形裏書譲渡高    10,000千円      

６   資本の欠損の額    3,074,403千円 

      

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用は

およそ14％であり、一般管理費に属する費用はおよそ

86％であります。 

  なお、主な費目と金額については次のとおりであり

ます。 

  

役員報酬 46,537千円

給料手当 48,490千円

広告宣伝費 29,808千円

支払手数料 25,074千円

支払報酬 21,252千円

賃借料 13,149千円

減価償却費 670千円

   

※１ 販売費及び一般管理費の内訳 

販売費及び一般管理費のうち販売費に属する費用は

およそ33％であり、一般管理費に属する費用はおよそ 

67 ％であります。 

  なお、主な費目と金額については次のとおりであり

ます。 

  

  

  

  

支 払 手 数 料 185,941千円 

貸倒引当金繰入額 115,117千円 

給  料  手  当 56,315千円 

支  払  報 酬 34,220千円 

減 価 償 却 費 609千円 

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

                 23,990千円 

 ※３         ― 

※２ 研究開発費の総額 

  一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開発

費 

                      ― 千円 

※３  固定資産除却損の主な内訳 

 ソフトウェア          396,413千円 

  



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７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 

  
 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 

  
 ② 未経過リース料期末残高相当額 

  

  
工具器具備品 
(千円) 

ソフトウェア 
(千円) 

合計 
(千円) 

  

取得価額 
相当額 176,500 140,413 316,914 

減価償却 
累計額 
相当額 

59,319 38,077 97,396 

期末残高 
相当額 117,180 102,336 219,517 

１年以内 72,010千円
１年超 152,521千円
合計 224,532千円

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 

  
 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 

  
 ② 未経過リース料期末残高相当額 

工具器具備品
(千円) 

ソフトウェア
(千円) 

合計 
(千円) 

  

取得価額
相当額 130,516 22,265 152,781 

  

減価償却
累計額 
相当額 

61,348 9,730 71,078 
  

期末残高
相当額 69,167 12,534 81,702 

  

１年以内 33,045千円
１年超 51,674千円
合計 84,720千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 

  

支払リース料 75,583千円
減価償却費相当額 68,752千円
支払利息相当額 9,674千円

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相
当額 
支払リース料 58,416千円
減価償却費相当額 53,261千円
支払利息相当額 6,241千円

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 
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。 

  
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 
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額
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。 

  
２ オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 14,826千円
１年超 8,567千円
合計 23,394千円

  
２ オペレーティング・リース取引 
 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 8,567千円
１年超 ―千円
合計 8,567千円

    

    
    



(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成15年８月１日至 平成16年７月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度(自 平成16年８月１日至 平成17年７月31日) 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

(税効果会計関係) 

  

  

前事業年度 
(平成16年７月31日) 

当事業年度
(平成17年７月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

  

  

繰延税金資産  

賞与引当金損金算入限度超過額 3,076千円

税務上の繰越欠損金 381,664千円

繰延税金資産小計 384,740千円

評価性引当額 △384,740千円

繰延税金資産合計 ─ 千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △1,094千円

   

 繰延税金負債の純額 △ 1,094千円

   

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

  

  

繰延税金資産  

事業整理損失引当金繰入超過額 121,470千円

貸倒引当金繰入超過額 46,610千円

賞与引当金損金算入限度超過額 3,688千円

リース除却損否認 30,271千円

未払事業税 3,421千円

税務上の繰越欠損金 1,080,155千円

繰延税金資産小計 1,285,617千円

評価性引当額 △1,285,617千円

繰延税金資産合計 ― 千円

繰延税金負債  

特別償却準備金 △623千円

   

 繰延税金負債の純額 623千円

   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 税引前当期純損失が計上されているため、この

差異の内訳については記載しておりません。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 税引前当期純損失が計上されているため、この差

異の内訳については記載しておりません。 



(１株当たり情報) 

  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度 
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

１株当たり純資産額 19,541.01円 １株当たり純資産額 155.67円 

１株当たり 
当期純損失 

34,497.53円
１株当たり
当期純損失 

593.96円 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

潜在株式は存在するもの
の１株当たり当期純損失
であるため記載しており
ません。 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

  

  

  

潜在株式は存在するものの
１株当たり当期純損失であ
るため記載しておりませ
ん。 

  

当社は平成17年3月23日付で株式1株につき100株の株

式分割を行っております。当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の1株当たり情報についてはそれぞ

れ以下のとおりとなります。 

  

（前連結会計年度） 

1株当たり純資産 

1株当たり当期純損失 

潜在株式調整後 

1株当たり当期純利益 

  

  

    195.41円 

344.97円 

  

潜在株式は存在するもの

の1株当たり当期純損失

であるため記載しており

ません。 

(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前事業年度 当事業年度 

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失 (千円) 949,889 2,246,365 

普通株主に帰属しない金額(千円) - - 

普通株式に係る当期純損失 (千円) 949,889 2,246,365 

普通株式の期中平均株式数(株) 27,535 3,781,975 

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の算
定に含めなかった潜在株式の概要 

「第４ 提出会社の状況、1株式等
の状況、(2)新株予約権等の状況」
の記載のうち①②③④⑤に記載され
ているすべてであります。 

「第４ 提出会社の状況、1株式等
の状況、(2)新株予約権等の状況」
に記載されているすべてでありま
す。 



(重要な後発事象) 

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

平成16年7月27日開催の取締役会において、2007年満期

ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行を決議

し、平成16年8月23日に払込が完了いたしました。その

概要は次のとおりであります。 

該当事項はありません。 

１. 発行総額   1,000,000,000円 

２. 発行価額   社債額面金額の100％ 

       （社債額面金額20,000,000円） 

３．払込期日 2004年8月23日（ロンドン時間） 

４．償還期限 2007年8月23日（ロンドン時間） 

５. 利率   本社債には、利息を付さない。 

６．本新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

 (1) 種類  当社普通株式 

 (2) 数   本新株予約権の行使により当社普通株式

を新たに発行又はこれに代えて当社の保

有する当社普通株式を移転（以下、当社

普通株式の発行又は移転を当社普通株式

の「交付」という）する数は、行使請求

に係る本社債の発行価額の総額を下記８

(2)記載の転換価額で除した数（但し、

行使により生じる100分の1株未満の端数

は切捨て）とする。 

７. 本新株予約権の総数 50個 

８. 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

(1) 本社債の発行価額と同額とする。 

(2) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき１株

当たりの額（以下「転換価額」という。）は、当初

141,000円とする。 

   なお、商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号によ
り、本新株予約権を行使したときは、本社債の全額

の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払

込をなすべき額の全額の払込があったものとみな

す。 

(3) 転換価額は、当社が本新株予約権付社債発行後、

当社が当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処

分価額で当社普通株式を発行又は処分する場合に

は、次の算式により調整される。なお、次の算式に

おいて「既発行株式数」は当社の発行済普通株式総

数（但し、普通株式に係る自己株式数を除く。）を

いう。 

 <算式> 

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、当
社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株
式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社
債に付されたものを含む。）の発行等が行われる場
合その他一定の事由を生じた場合にも適宜調整され
る。 

        
  
  
既発行 
株式数 

  
  
＋ 

新発行・ 
処分株式数 × 

１株当たりの

発行・処分 
価額 

調整後 
転換価額 ＝ 

調整前 
転換価額 × 

 １株当たりの時価 
既発行株式数 ＋ 新発行・処分株式数

  



  

  

前事業年度 
(自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日) 

当事業年度
(自 平成16年８月１日 
至 平成17年７月31日) 

９．新株予約権の行使請求期間 
  2004年8月26日から2007年8月16日まで。 
10．新株予約権の行使の条件 
  新株予約権の一部行使はできない。 
11．資金の使途 

  運転資金に充当 

12. 繰上償還条項 

  2005年8月24日以降、株式会社大阪証券取引所にお

ける当社普通株式の終値が5連続取引日の間、転換

価額の80％を下回った場合に、その保有する本社

債の全部（または１億円単位の部分）を社債額面

金額にて繰上償還可能、等一定の場合について繰

上償還が可能。 

  



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

  

【有形固定資産等明細表】 

  

(注) １ 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

２ 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。 

  

資産の種類 
前期末残高
(千円) 

当期増加額 
(千円) 

当期減少額
(千円) 

当期末残高
(千円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額(千円)

当期償却額 
(千円) 

差引当期末
残高 
(千円) 

有形固定資産      

 工具器具備品 15,523 48,243 30,610 33,156 15,338 5,357 17,818

有形固定資産計 15,523 48,243 30,610 33,156 15,338 5,357 17,818

無形固定資産      

 ソフトウエア 882,059 80,800 582,973 379,885 188,475 132,571 191,410

 電話加入権 226 ― ― 226 ― ― 226

無形固定資産計 882,285 80,800 582,973 380,112 188,475 132,571 191,637

長期前払費用 ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産      

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

工具器具備品 システムサーバ バックアップサーバ及びクライアントPC 26,031千円

ソフトウェア EDC基幹システム 80,000千円

工具器具備品 
データベースサーバ・バックアップサーバ及びクライア
ントPC更新のための除却 

18,547千円

ソフトウェア 旧EDCシステムの除却等 582,973千円

    

    

    

    

    



【資本金等明細表】 

  

(注) １. 当期末における自己株式数は、122.77株であります。 

２.  発行済株式の当期増加は、2007年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う7,092.17

株、株式分割に伴う3,914,476.83株、ストックオプションの権利行使に伴う7,200株、2008年満期ユーロ円建転換社債型

新株予約権付社債の新株予約権の権利行使に伴う1,290,382.77株及び、平成17年7月22日付で実施した第三者割当増資に

伴う2,147,972株の合計7,367,123.77株であります。 

３. 資本金及び資本準備金の当期増加は、2007年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使、ス

トックオプションの権利行使、2008年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の権利行使及び、平成

17年7月22日付で実施した第三者割当増資に伴う増加であります。 

４. 任意積立金の当期減少は、第10期株主総会決議による損失処理によるものであります。 

  

  

【引当金明細表】 

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(千円) 760,050 1,383,322 ― 2,143,372 

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 (株) (32,448) 7,367,123.77 (    ―) (7,399,571.77) 

普通株式 (千円) 760,050 1,383,322 ― 2,143,372 

計 (株) (32,448) 7,367,123.77 (    ―) (7,399,571.77) 

計 (千円) 760,050 1,383,322 ― 2,143,372 

資本準備金及び 
その他資本剰余金 

(資本準備金)     

株式払込剰余金 (千円) 700,500 1,381,178 ― 2,081,678 

計 (千円) 700,500 1,381,178 ― 2,081,678 

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金)  (千円) 1,227 ― ― 1,227 

(任意積立金) 
特別償却準備金 

  
(千円) 

1,831 ― 457 1,373 

計 (千円) 3,059 ― 457 2,601 

区分 
前期末残高

（千円） 

当期増加額

(千円) 

当期減少額 当期減少額 
当期末残高 

（千円） 
（目的使用）  

(千円) 

（その他）  (千

円) 

貸倒引当金 ― 115,117 ― ― 115,117 

事業整理損失引当金 ― 300,000 ― ― 300,000 



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 
  

  

ロ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金発生及び回収並びに滞留状況 

  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

ハ 仕掛品 
  

  

区分 金額(千円)

現金 ―

預金の種類  

普通預金 352,110

定期預金 920,000

別段預金 1,692

計 1,273,802

合計 1,273,802

相手先 金額(千円)

(株)イービーエムズ 115,117

(有)ライフテック 47,617

 （株）ニチオン 35,595

神奈川・東海地区胸部腫瘍臨床研究会 7,848

ワイス(株) 6,300

その他(注) 15,883

合計 228,361

前期繰越高 
(千円) 

当期発生高 
(千円) 

当期回収高 
(千円) 

次期繰越高
(千円) 

回収率
(％) 

滞留期間 
(日) 

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ) (Ｄ)
(Ｃ)

×100
(Ａ)＋(Ｂ)

(Ａ)＋(Ｄ) 
2 
(Ｂ) 
365 

213,556 540,961 526,156 228,361 69.7 149.0

区分 金額(千円)

受託開発ソフトウェア 22,301

合計 22,301



ニ 関係会社株式 
  

  

ｂ 負債の部 

イ 買掛金 

  

   ロ 未払金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

区分 金額(千円)

㈱コスメックス 280,200

北京協薬臨床薬理実験技術服務有限公司 50,000

㈱クリニカルイノベーション 20,000

㈱エスエムオーデータセンター 10,000

合計 360,200

相手先 金額(千円)

（株）メディカルコミュー 46,188

（株）アクセス 37,013

（株）武藤器械店 16,065

インフォコム（株） 4,807

（株）綜合臨床薬理研究所 3,465

その他 5,719

合計 113,259

相手先 金額(千円)

興銀リース（株） 38,940

  ＵＦＪ信託銀行（株）（三菱ＵＦＪ信託銀行（株）） 29,712

 日興アントファクトリー（株） 9,345

 その他 52,944

合計 130,942



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

(注)1. 当社は端株制度の適用を受けているため端株原簿を作成しております。なお、端株主の利益配当金及び中間配当金に関する

基準日は上記のとおりであります。 

  2. ＵＦＪ信託銀行（株）は、平成17年10月1日付をもって三菱信託銀行と合併することに伴い、「三菱ＵＦＪ信託銀行

（株）」に変更され、所在地は「東京都千代田区丸の内一丁目4番5号」に変更されております。 

  3. 当社は、平成17年10月28日開催の第11期定時株主総会の決議により、電子公告制度を採用いたします。今後の当社公告につ

きましては、当社のホームページに掲載いたします。ただし、電子公告によることができない事故その他やむ得ない事由が

生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。 

当社の公告が掲載されるホームページアドレスは次のとおりです。 

 http://www.moss.co.jp/ir/ir_settle.html 

  

決算期 ７月31日

定時株主総会 10月中 

基準日 ７月31日

株券の種類 １株券，10株券，100株券,1,000株券,10,000株券

中間配当基準日 １月31日

１単元の株式数 該当なし

株式の名義書換え   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り   

  取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
UFJ信託銀行株式会社 本店 

  代理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番３号
UFJ信託銀行株式会社 

  取次所 UFJ信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載新聞名 
日本経済新聞(注)３ 
(貸借対照表および損益計算書に関する公告を掲載している当社ホームページアドレ
ス、http://www.moss.co.jp/ir/ir_settle.html) 

株主に対する特典 なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。 

  

  

（1） 
臨時報告書の訂正 
報告書 

平成16年７月28日提出の臨時報告書
（企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第２項第２号（転換社債型新株
予約権付社債の発行）の規定に基づく
もの）に係る訂正報告書 

  
平成16年８月11日 
関東財務局長に提出。 

（2） 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第10期) 

自 平成15年８月１日 
至 平成16年７月31日 

  
平成16年10月27日 
関東財務局長に提出。 

（3） 臨時報告書 

企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第２号（転換社債型新株予
約権付社債の発行）の規定に基づくも
の 

  
平成16年12月27日 
関東財務局長に提出。 

（4） 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第３号（特定子会社の異
動）の規定に基づくもの 

  
平成17年３月８日 
関東財務局長に提出。 

（5） 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号（主要株主の異動）
の規定に基づくもの 

  
平成17年４月15日 
関東財務局長に提出。 

（6） 半期報告書 (第11期中) 
自 平成16年８月１日 
至 平成17年１月31日 

  
平成17年4月27日 
関東財務局長に提出。 

（7） 
有価証券届出書及びそ
の添付書類 

第三者割当増資による新株発行   
平成17年７月4日 
関東財務局長に提出。 

（8） 臨時報告書 
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号（主要株主の異動）
の規定に基づくもの 

  
平成17年7月22日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成16年10月27日

株 式 会 社 モスインスティテュート 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成15年8月1日から平成16年7月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算

書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は

経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスイ

ンスティテュート及び連結子会社の平成16年7月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
  

追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度に売上高が大幅に減少し936,665千円の

営業損失を計上し、また営業キャッシュ・フローも前連結会計年度よりマイナスが継続しており、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債を発行した。 
  
会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  関与社員 公認会計士 定 留 尚 之 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年１０月２８日

株式会社モスインスティテュート 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成１６年８月１日から平成１７年７月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連

結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連

結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者

が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討す

ることを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスイ

ンスティテュート及び連結子会社の平成１７年７月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは当連結会計年度に1,171,086千円の大幅な営業損失を計上

し、また営業キャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該

状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑

義の影響を連結財務諸表には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成16年10月27日

株 式 会 社 モスインスティテュート 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成15年8月1日から平成16年7月31日までの第10期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、損失処

理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスインス

ティテュートの平成16年7月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に売上高が大幅に減少し947,638千円の営業損失を計

上し、また営業キャッシュ・フローも前事業年度よりマイナスが継続しており、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

いる。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このよう

な重要な疑義の影響を財務諸表には反映していない。 

 ２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は転換社債型新株予約権付社債を発行した。 

  

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
代表社員
関与社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  関与社員 公認会計士 定 留 尚 之 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成１７年１０月２８日

株式会社モスインスティテュート 

取  締  役  会   御  中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社モスインス

ティテュートの平成１６年８月１日から平成１７年７月３１日までの第１１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計

算書、損失処理計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の

立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社モスインス

ティテュートの平成１７年７月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適

正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は当事業年度に1,146,280千円の大幅な営業損失を計上し、また営業キ

ャッシュ・フローもマイナスが継続している状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経

営計画等は当該注記に記載されている。財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映していない。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 大 杉 秀 雄 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 定 留 尚 之 
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