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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 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第６期中間連結会計期間、第６期連結会計年度、第７期中間連結会計期間、第７期連結会計年度及び第８期

中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失

が計上されているため記載しておりません。 

３ 第７期中間連結会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 258,520 599,452 613,143 743,359 1,648,430

経常損失 (千円) 257,173 118,083 523,116 411,537 38,642

中間(当期)純損失 (千円) 257,147 242,994 523,727 425,452 203,322

純資産額 (千円) 2,350,585 1,989,512 2,142,130 2,280,194 2,319,847

総資産額 (千円) 3,231,236 2,892,049 3,075,943 3,273,769 4,079,717

１株当たり純資産額 28,941円33銭 24,227円74銭 21,378円16銭 27,821円16銭 25,515円94銭

１株当たり中間(当期)純損失 3,205円73銭 2,964円44銭 5,425円39銭 5,260円03銭 2,442円52銭

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.8 68.7 69.0 69.7 56.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △223,671 352,498 △538,243 △728,391 282,746

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △318,779 △595,526 176,926 △377,280 △304,772

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 36,215 1,250 △434,655 65,961 983,463

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 1,248,893 474,479 883,946 716,073 1,681,233

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
28
(4)

33
(19)

36
(18)

29
(14)

33
(18)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第６期中間会計期間、第６期事業年度、第７期中間会計期間、第７期事業年度及び第８期中間会計期間の潜

在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間(当期)純損失が計上されているため

記載しておりません。 

３ 第７期中間会計期間より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

回次 第６期中 第７期中 第８期中 第６期 第７期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (千円) 132,865 115,906 110,362 358,052 222,180

経常損失 (千円) 220,646 266,948 8,916 431,489 457,813

中間(当期)純損失 (千円) 221,596 253,207 154,332 411,751 332,284

資本金 (千円) 1,423,364 1,439,406 1,730,856 1,438,781 1,580,106

発行済株式総数 (株) 81,219 81,989 99,316 81,959 89,550

純資産額 (千円) 2,392,000 1,985,735 2,330,771 2,242,546 2,187,271

総資産額 (千円) 3,246,916 2,839,741 3,169,659 3,122,270 3,779,178

１株当たり純資産額 29,451円25銭 24,219円54銭 23,468円23銭 27,361円81銭 24,384円94銭

１株当たり中間 
(当期)純損失

2,762円53銭 3,089円03銭 1,598円76銭 5,090円63銭 3,991円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 73.7 69.9 73.5 71.8 57.8

従業員数 
(外、平均臨時雇用者数)

(名)
28
(4)

33
(19)

16
(10)

29
(14)

16
(10)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

 また、主要な関係会社についても異動はありません。 

なお、平成19年７月２日付で、連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスが、当該子会社

の第三者割当増資により、当社持分比率が100％から25％に低下したため、連結の範囲から除外され、持

分法適用関連会社となりました。 

 第５ 経理の状況 １中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 (重要な後発事象）をご参照くださ

い。 

  



３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

なお、平成19年７月２日付で、連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスが、当該子会社

の第三者割当増資により、当社持分比率が100％から25％に低下したため、連結の範囲から除外され、持

分法適用関連会社となりました。 

 第５ 経理の状況 １中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 (重要な後発事象）をご参照くださ

い。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の( )は外書きで、契約社員・臨時従業員及び顧問の当中間連結会計期間の平均雇用人員であり

ます。 

３ 当社グループの従業員は、プロジェクトによって、複数のセグメントに従事するのが常態であります。 

４ 全社（共通）は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。 

５ 従業員数が増加している主な理由は、事業の拡大に伴う増員であります。 

  

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員であります。 

２ 従業員数欄の（ ）は外書きで、契約社員・臨時従業員及び顧問の当中間会計期間の平均雇用人員でありま

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、労使関係は円満であり、特記すべき事項はありません。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

バイオマーカー創薬支援事業

26（8）

創薬事業

投資・投資育成事業

その他事業

全社（共通） 10（10)

合計 36（18)

従業員数(名) 16（10)



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

（当中間連結会計期間の概況（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日）） 

当社グループ（当社及び連結子会社８社）当中間連結会計期間の連結業績は以下のようになりまし

た。 

 
  

売上高・売上総損益 

バイオマーカー創薬支援事業においては、遺伝子発現解析ソリューションとして、RNA増幅試薬の

販売展開やバイオマーカー受託解析サービスにおいて、多くの案件を獲得いたしました。また、当社

が独占販売権を有する遺伝子発現解析ソフトArrayAssist®シリーズの販売についても、サポートサー

ビスを伴うライセンス年間契約を多く受注しております。前期より提供開始しているPGxトータルソ

リューションサービスについては、平成19年１月、Affymetrix Japan社と協同支援サービスを開始

し、技術とサービスの強化を進めており、 国内外製薬会社より引き合いを頂いておりますが、当初

の予定より受注の状況及び受注済の案件への対応に若干の遅れが見られます。結果として、バイオマ

ーカー創薬支援事業の連結売上高は、105,830千円(前年同期比24.1%増)となりました。 

創薬事業においては、現在研究開発段階にあるため、当中間連結会計期間における売上高計上はご

ざいません。 

投資・投資育成事業においては、当中間連結会計期間において、㈱メディビック・アライアンス及

び同社の運営するファンド保有の営業投資有価証券を売却いたしました。ファンド等への投資顧問事

業も順調に進捗しておりますが、上場や事業進捗等の遅れが見込まれている投資先について、投資先

会社の実情を勘案の上、営業投資有価証券評価損98,789千円、投資損失引当金繰入額94,000千円及び

投資損失引当金戻入益42,800千円を計上しております。 

 結果として、投資・投資育成事業の連結売上高は、507,313千円(前年同期比1.3%減)となりまし

た。 

その他事業においては、当中間連結会計期間における売上高計上はございません。 

上記の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は、前年同期から13,691千円（2.3％）増収の

613,143千円となりました。しかし、上記営業投資有価証券評価損等、主に投資・投資育成事業の売

上原価の増加により、連結売上総損失は、前年同期から346,090千円減益の50,970千円となりまし

た。 

経常損失 

前年同期から405,033千円増の523,116千円の経常損失となりました。 

 販売費及び一般管理費は、447,708千円（前年同期比2.1％増）であります。人材補強及び販管費に

配賦された労務費の増加により給与・手当（73,741千円）は増加（前年同期比22.6％増）しておりま

すが、バイオマーカー創薬支援技術の拡充やThreshold Pharmaceuticals社（アメリカ)との間で日本

を含めたアジア地域における抗がん剤（Glufosfamide）の開発準備として進められている、研究開発

活動による研究開発費（144,358千円）は減少（前年同期比19.6％減）しており、結果として、ほぼ

売上高 613,143千円 前年同期比 13,691千円増

経常損失 523,116千円 前年同期比 405,033千円増

中間純損失 523,727千円 前年同期比 280,732千円増



前年同期と同程度の支出となりました。 

営業外費用27,632千円の主な要因は、有価証券売却損18,259千円及び為替差損5,445千円によるも

のであります。 

中間純損失 

前年同期から280,782千円増の523,727千円の中間純損失となりました。 

一株当たり中間純損失は、5,425円39銭となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ797,286千円減少し、883,946千

円となりました。 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概要は次の通りです。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間においては、538,243千円の減少となりました。主な要因としては、税金等調

整前中間純損失（523,116千円）の計上、営業投資有価証券の取得等に伴う支出（48,643千円）によ

るものであります。 

 なお、前中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、主として売上債権の減

少による増加（277,906千円）や営業投資有価証券の売却等による収入（213,846千円）の計上などに

より、352,498千円の増加となっております。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計

期間に比べ890,741千円減少し、538,243千円の減少となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間においては、176,926千円の増加となりました。主な要因としては、関係会社

株式等の取得による支出（20,000千円）があったものの、有形固定資産の売却による収入（132,000

千円）、投資有価証券等の売却等による収入（89,436千円）によるものであります。 

 なお、前中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券等の取得

による支出（518,300千円）を行い595,526千円の減少となっております。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計

期間に比べ772,452千円増加し、176,926千円の増加となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間においては、434,655千円の減少となりました。主な要因としては、株式の発

行による収入（307,702千円）があったものの、長期借入金の返済による支出（720,000千円）による

ものであります。 

 なお、前中間連結会計期間においては、新株予約権行使による増資の結果、1,250千円の増加とな

っております。 

 以上の結果、当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間連結会計

期間に比べ435,905千円減少し、434,655千円の減少となりました。 

  



なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下の通りであります。 

 
(注) 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：時価総額÷総資産 

債務償還年数：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÷利払い 

  
  

平成18年６月期 平成19年６月期

自己資本比率(％) 68.7 69.0

時価ベースの自己資本比率(％) 201.0 82.7

債務償還年数(年) ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ―



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

生産実績 

当社グループの営業活動は、主に顧客のバイオマーカー探索を支援するソリューションの提供及びラ

イフサイエンス企業への投資・投資育成から構成されており、一般的な意味での生産を行っていないた

め、記載しておりません。 

  

 受注実績 

当社グループにおける受注残高は、単価の大きい個々の契約の受注の動向によって大きく変動する傾

向にあり、将来の一定期間の業績を合理的に予測するための指標として必ずしも適切でないため、記載

しておりません。 

  

販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま
す。 

 
(注)１ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

  ２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
   (注) 前中間連結会計期間のWoosung Enterprise Co.,Ltd.、㈱綜合臨床薬理研究所 

        及び当中間連結会計期間のInnocell Corporationについては、当該割合が100分 

        の10未満のため記載を省略しました。 

  ３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

バイオマーカー創薬支援事業 105,830 ＋24.1

創薬事業 ― ―

投資・投資育成事業 507,313 △1.3

その他事業 ― △100.0

合計 613,143 ＋2.3

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

Innocell Corporation 165,000 27.5 ― ―

Woosung Enterprise Co.,Ltd. ― ― 200,960 32.8

㈱綜合臨床薬理研究所 ― ― 189,854 31.0



３ 【対処すべき課題】 

(1) 重要な変更 

平成19年７月２日付で、連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスが、当社持分比率の

低下により、連結の範囲から除外され、持分法適用関連会社となりました。このため、当中間連結会計

期間以降、当該子会社で行っていた投資・投資育成事業の発生がなくなることより、対処すべき課題よ

り「投資・投資育成事業におけるリスク管理」の項目を削除しております。 

 第５ 経理の状況 １中間連結財務諸表等 (1)中間連結財務諸表 (重要な後発事象）をご参照くだ

さい。 

(2) 新たに生じた課題 

内部統制システム構築への取り組みを新たな課題として追加いたしました。 

  



４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、中長期的には、バイオマーカーを用いた診断方法により、患者の層別化により副作用

のない医療の実現や、あるいは、健常人を層別化することで予防医療の発展にも貢献する方針で、研究開

発活動に取り組んでおります。当社グループの研究開発活動は、主として、バイオマーカー創薬支援事業

並びに創薬事業に関わる活動であります。当中間連結会計期間の研究開発費の総額は144,358千円であり

ます。  

  

（1）バイオマーカー創薬支援事業  

当該事業における研究開発活動は、顧客のバイオマーカーを用いた新薬の開発を総合的、戦略的に支

援するソリューションを提供する為の技術の拡充、新規技術の開発等であります。開発戦略立案のコン

サルからデータ解析、新薬承認申請の補助業務までPGx試験を戦略的にサポートするトータルソリュー

ションを提供しており、今後も、国内の市場環境に適した事業開発に注力し、事業基盤の強化を進める

方針です。 

  

（2）創薬事業  

当該事業においては、テーラーメイド創薬の考えに基づいて、有望な新薬候補化合物の付加価値を高

めるといった独自のモデルで参入しております。具体的な活動は、Threshold Pharmaceuticals, Inc.

(アメリカ)との間で日本を含めたアジア地域において抗がん剤（Glufosfamide）の開発準備として進め

られているものがあります。 

  

当社では、当社グループ独自での研究開発活動のみならず、当社グループには無い専門性や設備を有

する研究機関との共同研究開発によって、双方のノウハウや技術を 大限に活かしつつ、研究開発コス

ト負担に関するリスクを分散する方針に基づき、複数の共同研究開発契約を締結しております。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

(2) 重要な設備の除却等 

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】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 提出日現在の発行数には、平成19年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使（旧商法に基

づき発行された転換社債の転換及び新株引受権付社債の権利行使を含む。）により発行された株式数は、含ま

れておりません。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 350,000

計 350,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月27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 99,316.35 99,316.35
株式会社東京証券
取引所(マザーズ)

(注)

計 99,316.35 99,316.35 ― ―



 (2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権 

(平成14年８月21日臨時株主総会決議に基づく平成14年８月27日取締役会決議) 
  

 
(注) １ 平成15年４月22日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月２日をもって１株を３株に分割いたしまし

た。また、平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年８月20日をもって１株を２株に分割い

たしております。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使によ

り発行する株式の行使価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併または会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整

前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

３ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が行使価額を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者
は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要
する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 
(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議および取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株

予約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事
項を定める。 

５ 25個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決議

されました。 

       

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数        2,592個(注)１     2,567個（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数         2,592株(注)１     2,567株（注）５

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり41,667円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年９月２日から
平成24年９月１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   41,667円
資本組入額  20,834円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝

既発行 

株式数
×

調整前 

行使価額
＋

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成14年８月21日臨時株主総会決議に基づく平成14年11月５日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 平成15年４月22日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月２日をもって１株を３株に分割いたしまし

た。また、平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年８月20日をもって１株を２株に分割い

たしております。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使によ

り発行する株式の行使価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併または会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整

前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

３ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が行使価額を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数     184個 (注)１ 184個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    184株 (注)１ 184株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり41,667円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年11月６日から
平成24年９月１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   41,667円
資本組入額  20,834円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×

調整前 

行使価額
＋

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成14年８月21日臨時株主総会決議に基づく平成14年12月26日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 平成15年４月22日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月２日をもって１株を３株に分割いたしまし

た。また、平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年８月20日をもって１株を２株に分割い

たしております。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使によ

り発行する株式の行使価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併または会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整

前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

３ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が行使価額を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数       1,080個 (注)１ 1,080個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数         1,080株 (注)１ 1,080株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり41,667円 同左

新株予約権の行使期間
平成16年12月27日から
平成24年９月１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   41,667円
資本組入額  20,834円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×

調整前 

行使価額
＋

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成14年８月21日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月15日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 平成15年４月22日開催の取締役会決議に基づき、平成15年６月２日をもって１株を３株に分割いたしまし

た。また、平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年８月20日をもって１株を２株に分割い

たしております。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使によ

り発行する株式の行使価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前

株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

３ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が行使価額を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行

使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数       1,240個 (注)１ 1,240個（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数        1,240株 (注)１ 1,240株（注）１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり41,667円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月15日から
平成24年９月１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   41,667円
資本組入額  20,834円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

調整後行使価額＝

既発行

株式数
×

調整前 

行使価額
＋

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり

払込金額

既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成16年３月30日開催の第４回定時株主総会決議に基づく平成16年５月13日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 平成16年５月13日開催の取締役会決議に基づき、平成16年８月20日をもって１株を２株に分割いたしており

ます。これにより、新株予約権の数、新株予約権の目的となる株式の数、新株予約権の行使により発行する

株式の行使価格及び資本組入額が調整されております。 

２ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前

株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

３ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が時価を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
４ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

５ 40個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決議

されました。 

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数          838個 (注)１ 798個（注）５

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数      838株 (注)１ 798株（注）５

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり260,200円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日から
平成26年３月29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   260,200円
資本組入額  130,100円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

新規発行または
処分株式数 ×

１株当たり 
払込金額

調整後行使価額＝
調整前行使価額

既発行

株式数
× 新規株式発行前の１株当たりの時価

× 既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成16年３月30日第４回定時株主総会決議に基づく平成16年11月12日取締役会決議) 

  

 
(注) １  新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前

株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が時価を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

４ 30個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決議

されました。 

    

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数   300個 (注)１ 270個（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数   300株 (注)１ 270株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり145,898円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日から
平成26年３月29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  145,898円
資本組入額  72,949円

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

新規発行または

処分株式数   ×
１株当たり  
払込金額

調整後行使価額＝
調整前行使価額

既 発 行

株式数
＋新規株式発行前の１株当たりの時価

× 既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成17年３月30日第５回定時株主総会決議に基づく平成17年7月6日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数の

調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整前

株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が時価を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 

４ 54個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決議

されました。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数     801個 (注)１ 747個（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数     801株 (注)１ 747株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり104,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日から
平成27年３月29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  104,000円
資本組入額  52,000円

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

新規発行または

処分株式数 ×

１株当たり  
払込金額

調整後行使価額＝
調整前行使価額

既 発 行

株式数
＋新規株式発行前の１株当たりの時価

× 既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成17年３月30日第５回定時株主総会決議に基づく平成18年１月４日取締役会決議) 
  

 
(注) １ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併または会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整

前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が時価を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者
は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要
する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 
(ウ)上記のほか、当社は取締役会決議および取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株

予約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事
項を定める。 

４ 45個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決議

されました。 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数     1,004個(注)１ 959個（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数     1,004株(注)１ 959株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額 1株当たり94,000円 同左

新株予約権の行使期間
平成19年４月１日から
平成27年３月29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   94,000円
資本組入額  47,000円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり 
払込金額

調整後行使価額＝
調整前行使価額

既 発 行

株式数
＋

新規株式発行前の１株当たりの時価

× 既発行株式数＋新規発行または処分株式数



(平成18年３月30日第６回定時株主総会決議に基づく平成18年４月26日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 新株予約権を発行する日(以下「発行日」という。)以降、当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合

には、割当てる株式数を次の算式により調整し(１株未満の端数は切捨て)、新株予約権の目的たる株式の数

は、調整後株式数に当該時点で行使または消却されていない新株予約権の総数に乗じた数となります。 
  

   
また、発行日以降、当社が合併または会社分割等を行う場合等、新株予約権の行使により発行される株式数

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときには、調整後株式数に調整後行使価額を乗じた額が調整

前株式数に調整前行使価額を乗じた額と同額となるよう、新株予約権の目的となる株式数を調整します。 

２ 発行日以降、以下の事由が生じた場合は行使価額をそれぞれ調整します。 

(ア)当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生

じる１円未満の端数は、これを切り上げます。 
  

   
(イ)当社が時価を下回る価額による株式の発行または自己株式の処分を行う場合には、次の算式により行使価

額を調整し、調整により生じる１円未満の端数はこれを切り上げます。 
  

   
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

(ア)対象者のうち、新株予約権の割当時に当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であった者

は、新株予約権の行使時において当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員であることを要

する。 

(イ)新株予約権の分割行使はできないものとする。 

(ウ)平成18年12月期からの当社連結純利益(税引前）の累積が1,194,671千円以上であることを要する。 

(エ)上記のほか、当社は取締役会決議及び取締役会決議に基づく当社と個別の対象者との間で締結する新株予

約権の割当に関する契約において、新株予約権の行使の条件、当社への新株予約権返還事由その他の事項

を定める。 
  
４ 215個につきましては、権利放棄の申し出により、平成19年７月25日付取締役会にて、無償で消却する旨決

議されました。 

¶新規に挿入された段落 

  

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数    3,968個 (注)１ 3,753個（注）４

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数    3,968株 (注)１ 3,753株（注）４

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり78,999円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日から
平成28年３月29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   78,999円
資本組入額  39,500円 

(注)１
同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡は当社取
締役会の承認を要する。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

調整後株式数＝調整前株式数×分割(または併合)の比率

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

新規発行または

処分株式数
×

１株当たり 

払込金額

調整後行使価額＝
調整前行使価額

既発行 

株式数
＋

新規株式発行前の１株当たりの時価

× 既発行株式数＋新規発行または処分株式数



②転換社債型新株予約権付社債 

(平成16年9月17日取締役会決議により平成16年10月４日(香港時間)発行) 

  

 
(注)１  本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の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」と総称する。）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(注)２記載の転換価額で除した数とする。但し、本新株予約権行使によ

り生じる0.01株未満の端株は切捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により端株が発生す

る場合には、商法に定める端株の買取請求が行使されたものとして現金により精算する。 

２  新株予約権行使時の払込金額 

①本新株予約権1個の行使に際して払込をなすべき額は、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株当たりの金額（以下「転換価額」という。）は、 

当初、131,000円とする。 

③転換価額の修正 

転換価額は、本新株予約権付社債発行後、平成16年10月より3か月毎の 終取引日（以下「決定日」とい

う。）までの各3連続取引日（決定日当日を含み、終値のない日を除く。）の株式会社東京証券取引所（以

下「東京証券取引所」という。）における当社普通株式の普通取引の終値の平均値（計算の結果、1,000円

未満の数を生じた場合は、その1,000円未満の数を切り捨てた金額）（以下「決定日価額」という。）が、

その時点で有効な転換価額を下回る場合、転換価額は、翌取引日以降、その決定日価額に修正される。但

し、決定日価額が88,062.5円（但し、下記④により、転換価額と同様に調整される。）（以下「下限転換

価額」という。）を下回る場合には、修正後の転換価額は、下限転換価額とする。 

④ 転換価額の調整 

当社は、本新株予約権付社債の発行後、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社 

普通株式を新たに発行又は当社の有する当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式をもって転換 

価額を調整する。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（当社が保有 

するものを除く。）をいう。 

  

 
  

また、転換価額は、当社普通株式の分割・併合、又は時価を下回る価額をもって当社普通株式に転換され 

る証券若しくは転換できる証券又は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。）を発行する場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 

     ３  本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額は、転換価額（修正又は調整された場合は

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数  40個 40個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数
 40個
(注)１

40個 
(注)１

新株予約権の行使時の払込金額
 １株当たり88,062.5円

(注)２
同左

新株予約権の行使期間
平成16年10月８日から
平成19年10月３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 88,062.5円
資本組入額 44,032円

(注)３
同左

新株予約権の行使の条件  (注)４ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項          － －

代用払込みに関する事項 － －

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

－ －

新株予約権付社債の残高（百万円）      800 800

 

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

時価

既発行株式数＋新発行・処分株式数



修正又は調整後の行使価額。）とし、本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れる額は、転換

価額（調整又は修正された場合は、調整又は修正後の転換価額）に0.5を乗じた額とし、計算の結果１円未満

の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 

  ４   その他の本新株予約権の行使の条件 

①150%コールオプション条項による繰上償還 

平成17年4月4日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が、連続する5取引日（終 

値のない日を除く。）にわたり、当該各取引日において有効な転換価額（上記2に規定されている。）の 

150%以上であった場合、当社は、その裁量により、当該5連続取引日の末日から30日以内に、本新株予約 

権付社債の社債権者に対して、繰上償還を行う日の60日前から30日前までの間に通知を行うことにより、 

未償還の本社債全部（一部は不可）を本社債額面金額の100%（当該本社債につき既発生のその他の支払義 

務がある場合には、当該金額を加えた額）で償還することができる。 

②税制変更による繰上償還 

満期償還時その他の時点において当社が税制変更等により追加額の支払義務を負い又は負うこととなる場 

合には、当社は、本新株予約権付社債の社債権者に対して60日前から30日前までの間に通知を行うことに 

より、残存する本社債の全部を額面金額の100％で繰上償還することができる。 

③当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社が、商法に基づく株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となる旨を当社の株主総会にお 

いて決議した場合には、本新株予約権付社債の要項に従い所定の手続を経た後、一定の条件の下で、かか 

る株式交換又は株式移転の効力発生日の前に、社債権者に対して60日前から30日前までの間に通知をした 

上で、残存する本社債の全部（一部は不可）を額面金額の100％（当該本社債につき既発生のその他の支 

払義務がある場合には、当該金額を加えた額）にて償還することができる。 

④債務不履行等による強制償還 

本社債に関する支払遅滞その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が発生し、本新株予約権付 

社債の所持人が本新株予約権付社債の要項に定めるところにより、当社に対し本社債の支払期限が直ちに 

到来する旨の通知を行った場合、当社は、直ちに残存する本社債の全部につき期限の利益を喪失し、その 

未払元本及び本新株予約権付社債の要項に定める費用の合計額を直ちに償還しなければならない。 

  

  



(3) 【ライツプランの内容】 
  

   該当ありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株予約権（ストックオプション）の権利行使により、発行済株式総数が9,766株、資本金が

150,750千円、資本準備金が150,750千円増加しております。 

  

(5) 【大株主の状況】 

(平成19年６月30日現在) 

 
 （注）上記の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。 

     日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 708株 

  

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19年１月１日～ 
 
平成19年６月30日

9,766 99,316.35 150,750 1,730,856 150,750 2,264,120

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(％)

橋本康弘
東京都千代田区霞が関１丁目４－２大同生命
霞が関ビル８Ｆ株式会社メディビック内

22,089 22.24

ステートストリートバンクアンドトラスト
カンパニー505050

中央区日本橋兜町６番７号 1,732 1.74

藤井 衛 兵庫県尼崎市 1,193 1.20

マネックス証券株式会社自己 東京都千代田区丸の内１丁目１１－１  898 0.90

有限会社山興企画 山口県山口市中尾６１１－２９  852 0.85

青栁 満喜 福岡県宗像市  800 0.80

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目１１－３  708 0.71

竹野 健一 神奈川県高座郡寒川町  630 0.63

クレデイスイスインターナショナル 東京都品川区東品川２丁目３番１４号  571 0.57

泉 辰男 北海道室蘭市  515 0.51

計 ― 29,988 30.15



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

 
(注)１ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が39株（議決権39個）含まれ

ております。 

   ２  端株については自己株式であります。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、株式会社東京証券取引所(マザーズ)における株価を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動はありません。 

  

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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 99,316 99,316       ―

端株 普通株式 0.35 ― ―

発行済株式総数 99,316.35 ― ―

総株主の議決権 ― 99,316 ―

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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

月別 平成19年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

高(円) 48,700 44,500 35,500 27,850 28,280 34,200

低(円) 38,300 33,200 25,100 20,600 21,380 24,610



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

  

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。) に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正後の中間連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大

蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)は、改正後の中間財務諸表等規

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、前中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年

６月30日まで)及び前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表については、みすず監査法人により中間監査を受け、当中間連結会計期間(平成19年１月

１日から平成19年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の中

間連結財務諸表及び中間財務諸表については、監査法人よつば綜合事務所により中間監査を受けておりま

す。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 第７期中間連結会計期間及び第７期中間会計期間  みすず監査法人 

 第８期中間連結会計期間及び第８期中間会計期間  監査法人 よつば綜合事務所  

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成18年12月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

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 484,479 893,951 1,400,038

 ２ 受取手形及び売掛金 152,880 44,369 78,187

 ３ 有価証券 ― ― 291,197

 ４ たな卸資産 12,945 13,025 10,930

 ５ 営業投資有価証券 654,653 1,381,421 1,313,886

 ６ 投資損失引当金 △4,800 649,853 △154,365 1,227,055 △103,165 1,210,720

 ７ 前払費用 5,526 12,229 8,974

 ８ 未収消費税等 6,669 4,430 3,853

 ９ その他 31,629 49,463 179,132

   貸倒引当金 ― △650 ―

   流動資産合計 1,343,984 46.5 2,243,874 72.9 3,183,034 78.0

Ⅱ 固定資産
 

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 10,801 11,915 11,601

    減価償却累計額 △2,623 8,178 △3,822 8,093 △3,249 8,352

  (2) 工具器具及び備品 185,086 44,924 43,737

    減価償却累計額 △57,195 127,890 △31,003 13,921 △28,386 15,350

   有形固定資産合計 136,068 4.7 22,014 0.7 23,702 0.6

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 144 144 144

  (2) ソフトウェア 3,417 3,481 2,544

  (3) 化合物利用権 394,896 296,172 345,534

  (4) その他 61 20 40

   無形固定資産合計 398,518 13.8 299,817 9.8 348,263 8.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 235,895 250,170 303,580

  (2) 出資金 666,269 360 510

  (3) 関係会社株式 56,237 56,805 56,805

  (4) 関係会社出資金 ― 130,440 111,012

  (5) 長期貸付金 13,317 9,265 11,296

  (6) 差入敷金・保証金 40,793 61,274 40,028

  (7) その他 4,500 5,455 5,018

    貸倒引当金 △3,535 △3,535 △3,535

   投資その他の 
   資産合計

1,013,477 35.0 510,236 16.6 524,716 12.9

   固定資産合計 1,548,064 53.5 832,068 27.1 896,682 22.0

   資産合計 2,892,049 100.0 3,075,943 100.0 4,079,717 100.0



前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日現在)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

 (平成18年12月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

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 603 3,465 2,826

 ２ １年以内償還予定 
   社債

― 800,000 800,000

 ３ 未払費用 41,185 47,943 63,992

 ４ 未払法人税等 29,770 5,778 92,102

 ５ 未払消費税等 ― 1,578 1,330

 ６ 前受金 16,907 31,136 12,415

 ７ 預り金 3,134 6,337 1,833

 ８ 繰延税金負債 5,409 23,834 15,785

 ９ その他 ― 312 41,396

   流動負債合計 97,011 3.4 920,387 29.9 1,031,682 25.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 800,000 ― ―

 ２ 長期借入金 ※１ ― ― 720,000

 ３ 繰延税金負債 5,525 10,464 7,009

 ４ 長期前受金 ― 2,961 1,177

   固定負債合計 805,525 27.8 13,425 0.5 728,187 17.8

   負債合計 902,536 31.2 933,812 30.4 1,759,870 43.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,439,406 49.8 1,730,856 56.3 1,580,106 38.8

 ２ 資本剰余金 1,972,670 68.2 2,264,120 73.6 2,113,370 51.8

 ３ 利益剰余金 △1,437,666 △49.7 △1,921,721 △62.5 △1,397,994 △34.3

 ４ 自己株式 △55 △0.0 △55 △0.0 △55 △0.0

   株主資本合計 1,974,355 68.3 2,073,200 67.4 2,295,427 56.3

Ⅱ 評価・換算差額等

      その他有価証券 
   評価差額金

12,052 0.4 49,993 1.6 △10,474 △0.3

   評価・換算差額等 
   合計

12,052 0.4 49,993 1.6 △10,474 △0.3

Ⅲ 新株予約権 ― ― ― ― 3,600 0.1

Ⅳ 少数株主持分 3,104 0.1 18,936 0.6 31,294 0.8

   純資産合計 1,989,512 68.8 2,142,130 69.6 2,319,847 56.9

   負債純資産合計 2,892,049 100.0 3,075,943 100.0 4,079,717 100.0



② 【中間連結損益計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 599,452 100.0 613,143 100.0 1,648,430 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 304,331 50.8 664,113 108.3 732,402 44.4

   売上総利益又は 
   売上総損失(△)

295,120 49.2 △50,970 △8.3 916,028 55.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２ 438,689 73.2 447,708 73.0 912,481 55.4

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△143,569 △24.0 △498,678 △81.3 3,546 0.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 2,754 2,386 3,232

 ２ 投資事業組合等収益 26,155 2 ―

 ３ ファンド管理手数料 8,577 ― ―

 ４ 雑収入 642 38,130 6.4 805 3,194 0.5 689 3,921 0.3

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 ― 1,000 876

 ２ 為替差損 5,945 5,445 6,496

 ３ 投資事業組合等損失 ― ― 5

 ４ 持分法による 
   投資損失

― 1,940 2,744

 ５ 有価証券売却損 ― 18,259 28,869

 ６ 貸倒引当金繰入額 3,535 ― 3,535

 ７ 固定資産除却損 2,295 ― 2,295

 ８ 雑損失 868 12,644 2.1 985 27,632 4.5 1,285 46,109 2.8

   経常損失 118,083 △19.7 523,116 △85.3 38,642 △2.3

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ ― ― ― ― ― ― 45,328 45,328 2.7

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※４ 66,666 ― 66,666

 ２ 投資有価証券評価損 34,232 100,898 16.8 ― ― ― 34,232 100,898 6.1

   税金等調整前 
   中間(当期)純損失

218,982 △36.5 523,116 △85.3 94,212 △5.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

24,746 4.1 951 0.2 88,712 5.4

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)

△733 △0.1 △341 △0.1 20,398 1.2

   中間(当期)純損失 242,994 △40.5 523,727 △85.4 203,322 △12.3



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 
  

 
  

項   目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 1,438,781 1,972,045 △1,194,671 △55 2,216,099

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 625 624 1,250

 中間純損失 △242,994 △242,994

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

625 624 △242,994 ― △241,744

平成18年６月30日残高(千円) 1,439,406 1,972,670 △1,437,666 △55 1,974,355

項   目

評価・換算差額等
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 64,094 64,094 3,838 2,284,032

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 1,250

 中間純損失 △242,994

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

△52,041 △52,041 △733 △52,775

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

△52,041 △52,041 △733 △294,519

平成18年６月30日残高(千円) 12,052 12,052 3,104 1,989,512



当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

 
  

 
  

項   目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高(千円) 1,580,106 2,113,370 △1,397,994 △55 2,295,427

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 150,750 150,750 301,500

 中間純損失 △523,727 △523,727

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

―

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

150,750 150,750 △523,727 ― △222,227

平成19年６月30日残高(千円) 1,730,856 2,264,120 △1,921,721 △55 2,073,200

項   目

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) △10,474 △10,474 3,600 31,294 2,319,847

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 301,500

 中間純損失 △523,727

 株主資本以外の項目の 
 中間連結会計期間中の 
 変動額(純額)

60,468 60,468 △3,600 △12,357 44,510

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

60,468 60,468 △3,600 △12,357 △177,716

平成19年６月30日残高(千円) 49,993 49,993 ― 18,936 2,142,130



前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 
  

 
  

項   目
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高(千円) 1,438,781 1,972,045 △1,194,671 △55 2,216,099

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 141,325 141,324 282,650

 当期純損失 △203,322 △203,322

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額)

―

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

141,325 141,324 △203,322 ― 79,327

平成18年12月31日残高(千円) 1,580,106 2,113,370 △1,397,994 △55 2,295,427

項   目

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 64,094 64,094 ― 3,838 2,284,032

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 282,650

 当期純損失 △203,322

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額)

△74,569 △74,569 3,600 27,456 △43,512

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△74,569 △74,569 3,600 27,456 35,814

平成18年12月31日残高(千円) △10,474 △10,474 3,600 31,294 2,319,847



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純損失 △218,982 △523,116 △94,212

   減価償却費 86,391 53,340 167,145

   減損損失 66,666 ― 66,666

   投資有価証券評価損 34,232 ― 34,232

   固定資産売却益 ― ― △45,328

   固定資産除却損 2,295 ― 2,295

   貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,535 650 3,535

   受取利息 △2,754 △2,386 △3,232

   支払利息 ― 1,000 876

   為替差損益(△は差益) △178 1,182 1,989

   有価証券売却損 ― 18,259 28,869

   持分法による投資損失 ― 1,940 2,744

   投資事業組合等損益（△は収益） △26,155 △2 5

   投資損失引当金の増減額（△は減少） △20,000 51,200 78,365

   売上債権の増減額(△は増加) 277,906 33,818 352,546

   たな卸資産の増減額（△は増加） △8,092 △2,094 △6,077

   営業投資有価証券の増減額（△は増加） 213,846 △48,643 △295,755

   未収消費税等の増減額(△は増加) △4,513 △328 △366

   買掛金の増減額(△は減少) △15,885 639 △13,663

   前受金の増減額(△は減少) 13,203 20,504 9,889

   未払費用の増減額(△は減少) △14,638 △15,212 7,336

   その他資産負債の増減 △21,196 △43,822 484

    小計 365,679 △453,071 298,348

   利息の受取額 2,754 2,384 3,229

   利息の支払額 ― △1,836 △40

   法人税等の支払額 △15,936 △85,719 △18,791

   営業活動によるキャッシュ・フロー 352,498 △538,243 282,746

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △154,738 △1,426 △159,356

   有形固定資産の売却による収入 263 132,000 263

   無形固定資産の取得による支出 ― △11,704 ―

   無形固定資産の売却による収入 ― 10,000 ―

   関係会社株式等の取得による支出 ― △20,000 △568

   投資有価証券等の取得による支出 △518,300 △2,162 △471,808

   投資有価証券等の売却等による収入 74,986 89,436 321,651

   貸付による支出 △150,000 △50,000 △150,000

   貸付金の回収による収入 151,990 52,010 153,991

   敷金等の支出 ― △21,262 △34

   敷金等の返還による収入 272 34 1,089

   投資活動によるキャッシュ・フロー △595,526 176,926 △304,772



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の要約
連結キャッシュ・フロー

計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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 ― ― 500,000

   短期借入金の返済による支出 ― ― △500,000

   長期借入れによる収入 ― ― 1,000,000

   長期借入金の返済による支出 ― △720,000 △280,000

   株式の発行による収入 1,250 307,702 281,250

   少数株主への清算配当金の支払額 ― ― △3,096

   新株予約権の発行による収入 ― ― 5,000

   新株予約権の買入消却による支出 ― △2,100 ―

   出資金の受入れによる収入 ― ― 30,300

   出資金の償還による支出 ― △20,000 △30,000

   少数株主への配当金の支払額 ― △258 △19,990

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,250 △434,655 983,463

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 184 △1,314 △1,888

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △241,593 △797,286 959,548

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 716,073 1,681,233 716,073

Ⅶ 新規連結による現金及び現金同等物の増加額 ― ― 5,610

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※１ 474,479 883,946 1,681,233



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に 

関する事項

(1) 連結子会社の数 ３社

連結子会社の名称 

株式会社メディビッ

ク・アライアンス

株式会社アドバンス

ト・メディカル・ゲ

ートウェイ

株式会社メディビッ

クファーマ

なお、株式会社メディ

ビックファーマについ

ては、当中間連結会計

期間において新たに設

立したため、連結の範

囲に含めております。

(1) 連結子会社の数 ８社

  (５組合を含む)

主要な連結子会社の名称

株式会社メディビッ

ク・アライアンス

株式会社メディビック

ファーマ

株式会社メディビック

なお、１社(１組合)につ

いては、当中間連結会計

期間における清算によ

り、連結の範囲から除外

しております。 

 

(1) 連結子会社の数 ９社

  (６組合を含む)

主要な連結子会社の名称

株式会社メディビッ

ク・アライアンス

株式会社メディビック

ファーマ

株式会社メディビック

なお、株式会社メディビ

ックファーマ及び株式会

社メディビックについて

は、当連結会計年度にお

いて新たに設立したた

め、連結の範囲に含めて

おります。また、株式会

社アドバンスト・メディ

カル・ゲートウェイにつ

いては、当連結会計年度

における清算により、連

結の範囲から除外してお

ります。 

また、「投資事業組合に

対する支配力基準及び影

響力基準の適用に関する

実務上の取扱い」（企業

会計基準委員会 平成18

年９月８日 実務対応報

告第20号）による投資事

業組合の取扱いの明確化

を受け、７組合を当連結

会計年度より連結の範囲

に含めております。うち

１組合については、当連

結会計年度における清算

により、連結の範囲から

除外しております。

(2) 主要な非連結子会社名

アネクサス・ファーマ

シュ－ティカルズ・イ

ンク

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社のアネ

クサス・ファーマシ

ュ－ティカルズ・イ

ンクは、小規模会社

であり、合計の総資

産、売上高、中間純

損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連

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) 主要な非連結子会社名

メディビック・ライフ・

サイエンス・インク

(連結の範囲から除いた
理由)

非連結子会社のメディ

ビック・ライフ・サイ

エンス・インクは、小

規模会社であり、合計

の総資産、売上高、中

間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等

は、いずれも中間連結

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。

なお、アネクサス・フ

ァーマシュ－ティカル

ズ・インクは、メディ

ビック・ライフ・サイ

エンス・インクに商号

変更しております。

(2) 主要な非連結子会社名

アネクサス・ファーマシ

ューティカルズ・インク

(連結の範囲から除いた

理由)

非連結子会社のアネク

サス・ファーマシュー

ティカルズ・インク

は、小規模会社であ

り、合計の総資産、売

上高、当期純損益(持

分に見合う額)及び利

益剰余金(持分に見合

う額)等は、いずれも

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。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

２ 持分法の適用

に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会

社数   なし

(1) 持分法適用の非連結子会

社数    なし

(1) 持分法適用の非連結子会

社数    なし

(2) 持分法適用の関連会社数 

なし

(2) 持分法適用の関連会社数

   ２社（２組合）

持分法適用の関連会社の

名称

メディビック・アライ

アンス テクノロジー

ファンド １号

MA海外投資ファンド

１号

なお、MA海外投資ファ

ンド  １号について

は、当中間連結会計期

間において新たに組成

したため、持分法適用

の範囲に含めておりま

す。

(2) 持分法適用の関連会社数

   １社（１組合）

持分法適用の関連会社の

名称

メディビック・アライ

アンス テクノロジー

ファンド １号

なお、メディビック・ア

ライアンス テクノロジ

ー ファンド １号につ

いては、「投資事業組合

に対する支配力基準及び

影響力基準の適用に関す

る実務上の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成

18年９月８日実務対応報

告第20号）による投資事

業組合の取扱いの明確化

を受け、当連結会計年度

より持分法適用の範囲に

含めております。

(3) 持分法を適用していない

非連結子会社(アネクサ

ス・ファーマシューティ

カルズ・インク)は、中

間純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除

いても中間連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ、全体としても

重要性がないため、持分

法の適用範囲から除外し

ております。

(3) 持分法を適用していない

非連結子会社(メディビ

ック・ライフ・サイエン

ス・インク)は、中間純

損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見

合う額)等からみて、持

分法の対象から除いても

中間連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性

がないため、持分法の適

用範囲から除外しており

ます。

(3) 持分法を適用していない

非連結子会社(アネクサ

ス・ファーマシューティ

カルズ・インク)は、当

期純損益(持分に見合う

額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみ

て、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及

ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要

性がないため、持分法の

適用範囲から除外してお

ります。

   なお、アネクサス・ファ

ーマシュ－ティカルズ・

インクは、メディビッ

ク・ライフ・サイエン

ス・インクに商号変更し

ております。

３ 連結子会社の

中間決算日(決

算日)等に関す

る事項

連結子会社のうち株式会社ア

ドバンスト・メディカル・ゲ

ートウェイの中間決算日は９

月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当

たって、当該会社について

は、中間連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸

表を使用しております。

――――― ―――――



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

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

その他有価証券

（営業投資有価証券 

   を含む）

 時価のあるもの

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資

産直入法により処理

し、売却原価は移動平

均法により算定）

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

 ① 有価証券

その他有価証券

（営業投資有価証券 

   を含む）

 時価のあるもの

同左   

    

    

    

    

    

   

(1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法

 ① 有価証券

その他有価証券

（営業投資有価証券 

   を含む）

 時価のあるもの

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算定）

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

時価のないもの 

同左

 ② たな卸資産

   商品

移動平均法による原価

法

 ② たな卸資産

同左

 ② たな卸資産

同左

 

(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

   主として定率法

ただし、平成10年4月1

日以降に取得した建物

(附属設備を除く)につ

いては、定額法を採用

しております。

なお、主な耐用年数は

以下の通りでありま

す。

建物 ３～18年

工具器具 

及び備品
３～10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

  同左

(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

   同左

 ② 無形固定資産

 定額法

なお、主な耐用年数は

以下の通りでありま

す。

ソフトウェア

 自社利用ソ 

 フトウェア
５年

(社内における利

用可能期間)

 販売用ソフ 

 トウェア
３年

(販売見込期間)

販売権 ５年

化合物利用権 ５年

 

 ② 無形固定資産

定額法

なお、主な耐用年数は

以下の通りでありま

す。

ソフトウェア

 自社利用ソ 

 フトウェア
５年

(社内における利

用可能期間)

化合物利用権 ５年

 ② 無形固定資産

 定額法

なお、主な耐用年数は

以下の通りでありま

す。

ソフトウェア

 自社利用ソ 

 フトウェア
５年

(社内における利

用可能期間)

 販売用ソフ 

 トウェア
３年

(販売見込期間)

販売権 ５年

化合物利用権 ５年



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準
① 投資損失引当金
 当中間連結会計期間末
に有する営業投資有価証
券の損失に備えるため、
投資先会社の実情を勘案
の上、その損失見積額を
計上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準
① 投資損失引当金
 同左
 

(3) 重要な引当金の計上基準
① 投資損失引当金
 当連結会計年度末に有
する営業投資有価証券の
損失に備えるため、投資
先会社の実情を勘案の
上、その損失見積額を計
上しております。

  ② 貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の
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
勘案し、回収不能見込額
を計上しております。

  ② 貸倒引当金 
 同左 
  
 
 

  ② 貸倒引当金 
 同左

(4) 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。

(4) 重要なリース取引の処理
方法
同左

(4) 重要なリース取引の処理
方法
同左

(5) その他中間連結財務諸表
作成のための基本となる
重要な事項

① 消費税等の処理方法
税抜方式によっており
ます。

(5) その他中間連結財務諸表
作成のための基本となる
重要な事項

① 消費税等の処理方法
同左

(5) その他連結財務諸表作成
のための基本となる重要
な事項

① 消費税等の処理方法
同左

② 連結納税制度の適用
連結納税制度を適用し
ております。

② 連結納税制度の適用
同左

② 連結納税制度の適用
同左

③ 投資・投資育成事業に
係る売上高及び売上原
価
売上高には、投資育成
目的の営業投資有価証
券の売上高、投資事業
組合等の設立報酬及び
同管理報酬が含まれ、
売上原価には売却有価
証券帳簿価額が含まれ
ております。

③ 投資・投資育成事業に
係る売上高及び売上原
価
売上高には、投資育成
目的の営業投資有価証
券の売上高、受取配当
金、受取利息、投資事
業組合等の設立報酬及
び同管理報酬が含ま
れ、売上原価には売却
有価証券帳簿価額が含
まれております。

③ 投資・投資育成事業に
係る売上高及び売上原
価
売上高には、投資育成
目的の営業投資有価証
券の売上高、投資事業
組合等の設立報酬及び
同管理報酬が含まれ、
売上原価には売却有価
証券帳簿価額が含まれ
ております。

④ 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
出資金に係る会計処理
は、組合等の事業年度
の中間会計期間に係る
中間財務諸表に基づい
て、組合等の純損益を
連結会社の出資持分割
合に応じて、出資金、
営業外損益（投資事業
組合等損益）として計
上しております。

④ 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
同左

④ 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
出資金に係る会計処理
は、組合等の事業年度
の財務諸表に基づい
て、組合等の純損益を
連結会社の出資持分割
合に応じて、出資金、
営業外損益（投資事業
組合等損益）として計
上しております。



 
  

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

５ 中間連結キャ

ッシュ・フロ

ー計算書(連結

キャッシュ・

フロー計算書)

における資金

の範囲

中間連結キャッシュ・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ヵ月以内に償還期限

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。



中間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 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前中間純

損失は、66,666千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準(「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」(企業会計審議会 平成14

年８月９日))及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第６号 平成15年

10月31日)を適用しております。こ

れにより税金等調整前当期純損失

は、66,666千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。従来の資

本の部の合計に相当する金額は

1,986,408千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準第５号 平成

17年12月９日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日)を

適用しております。従来の資本の部

の 合 計 に 相 当 す る 金 額 は、

2,284,952千円であります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

――――― ――――― （投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務

上の取扱い） 

 当連結会計年度より、「投資事業

組合に対する支配力基準及び影響力

基準の適用に関する実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会 平成18

年９月８日 実務対応報告第20号)

を適用しております。この結果、７

組合を連結の範囲に含め、１組合を

持分法適用の範囲に含めておりま

す。 

 この変更により、従来の方法によ

った場合と比較して、流動資産が

615,504千円増加し、固定資産が

583,844 千 円 減 少 し、総 資 産 が

31,659千円増加しております。ま

た、売上高が208,111千円、売上総

利益が65,107千円、及び営業利益が

63,927千円それぞれ増加し、経常損

失及び税金等調整前当期純損失が

21,140千円それぞれ減少しておりま

す。当期純損失に与える影響はあり

ません。 

 なお、当中間連結会計期間は従来

の方法によっており、変更後の方法

によった場合と比較して、流動資産

が584,052千円少なく、固定資産が

554,065千円多く、総資産が29,986

千円少なく計上されております。ま

た、売上高が124,167千円、売上総

利益が54,902千円それぞれ少なく、

営業損失が53,792千円、経常損失及

び税金等調整前中間純損失が20,181

千円それぞれ多く計上されておりま

す。中間純損失に与える影響はあり

ません。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

――――― （減価償却方法の変更） 

 当中間連結会計期間より、平成19

年度の税制改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に規

定する減価償却の方法によっており

ます。 

なお、この変更に伴う営業損失、経

常損失、税金等調整前中間純損失に

与える影響は軽微であります。

―――――



追加情報 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日  至 平成18年６月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日  至 平成19年６月30日） 

前連結会計年度の下期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」

(企業会計基準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告第20号)を適用しております。 

 従って、前中間連結会計期間は従来の方法によっており、当中間連結会計期間と同一の方法を採用した場合と比較

して、流動資産が584,052千円少なく、固定資産が554,065千円多く、総資産が29,986千円少なく計上されておりま

す。また、売上高が124,167千円、売上総利益が54,902千円それぞれ少なく、営業損失が53,792千円多く、経常損失

及び税金等調整前中間純損失が20,181千円それぞれ多く計上されております。中間純損失に与える影響はありませ

ん。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

前連結会計年度（自 平成18年１月１日  至 平成18年12月31日） 

 該当事項はありません。 

  



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 
  

前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日現在)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日現在)

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日現在)

※１ ―――――          ※１ ―――――          ※１ 長期借入金720,000千円につ

いては、財務制限条項が付さ

れており、東京証券取引所に

おける当社普通株式の売買高

加重平均価格が、一定期間、

当社の発行した平成18年９月

新株予約権の下限行使価額

（当該新株予約権の当初行使

価額（50,798円）の50％)未

満となった場合、借入先の請

求に応じ借入金の全部または

一部を返済すること等となっ

ております。



(中間連結損益計算書関係) 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 売上原価には、営業投資有価証

券評価損46,773千円、投資損失

引当金繰入額4,800千円及び投資

損失引当金戻入益24,800千円が

含まれております。

※１ 売上原価には、営業投資有価

証券評価損 98,789千円、投

資損失引当金繰入額94,000千

円及び投資損失引当金戻入益

42,800千円が含まれておりま

す。

※１ 売上原価には、営業投資有価

証券評価損46,773千円、投資

損失引当金繰入額103,165千

円及び投資損失引当金戻入益

24,800千円が含まれておりま

す。

 

※２ 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。

給与・手当 60,149千円

研究開発費 179,461
 

※２ 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。

給与・手当 73,741千円

研究開発費 144,358
 

※２ 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。

給与・手当 128,958千円

研究開発費 329,038

※３ ――――― ※３ ――――― ※３ 固定資産売却益45,328千円

は、レンタル用資産の売却に

よるものであります。

 

※４ 当中間連結会計期間において、

当社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上し

ました。

場所 用途 種類

子会社
商品の独占的

販売権
販売権

   当社グループは、主に管理会計

上の区分を基準に資産のグルー

ピングを行っております。 

収益性が低下した商品の独占的

販売権について、将来キャッシ

ュ・フローの回収額を見積もっ

た結果、回収可能価額まで減額

し、当 該 減 少 額 を 減 損 損 失

（66,666千円）として特別損失

に計上しております。 

なお、当資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定し

ており、回収可能価額をゼロと

して評価しております。

※４ ―――――

   

 

※４ 当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上

しました。 

場所 用途 種類

子会社

商品の 

独占的 

販売権

販売権

   当社グループは、主に管理会

計上の区分を基準に資産のグ

ルーピングを行っておりま

す。 

収益性が低下した商品の独占

的販売権について、将来キャ

ッシュ・フローの回収額を見

積もった結果、回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減

損損失(66,666千円)として特

別損失に計上しております。 

なお、当資産グループの回収

可能価額は使用価値により測

定しており、回収可能価額を

ゼロとして評価しておりま

す。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   新株予約権の権利行使による新株の発行による増加     30.00株 

  
２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 

  
４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   新株予約権の権利行使による新株の発行による増加     9,766.00株 

  
２ 自己株式に関する事項 

 
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の株の変動事由の概要 

  平成18年９月新株予約権の増加は、行使価額の修正によるものであります。 

  平成18年９月新株予約権の減少は、権利行使によるもの(9,766株)及び消却によるもの(16,536株) 

であります。 

  
４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 81,959.35 30.00 ― 81,989.35

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 0.35 ― ― 0.35

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 89,550.35 9,766 ― 99,316.35

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 0.35 ― ― 0.35

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当中間連結
会計期間末

残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社 平成18年９月新株予約権 普通株式 20,119 6,183 26,302 ― ―

子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 20,119 6,183 26,302 ― ―



前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   新株予約権の権利行使による新株の発行による増加     7,591.00株 

  
２ 自己株式に関する事項 

   
  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  平成18年９月新株予約権の増加は、発行によるもの(19,684株)及び行使価額の修正によるもの(7,996株) 

であります。 

  平成18年９月新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 
  

４ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 81,959.35 7,591.00 ― 89,550.35

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 0.35 ― ― 0.35

会社名 内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社 平成18年９月新株予約権 普通株式 ― 27,680 7,561 20,119 3,600

子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 ― 27,680 7,561 20,119 3,600



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

   
  

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

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

484,479千円

預入期間が 
３ヵ月を超える
定期預金

△10,000

現金及び 
現金同等物

474,479

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

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

893,951千円

預入期間が
３ヵ月を超える
定期預金

△10,004

現金及び 
現金同等物

883,946
 

※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

現金及び
預金勘定

1,400,038千円

有価証券勘定 291,197

預入期間が
３ヵ月を超える 
定期預金

△10,002

現金及び
現金同等物

1,681,233

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

リース契約１件当たりの金額が少額

であったため、注記を省略しており

ます。

同左 同左



(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 

  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

株式 62 320 257

合計 62 320 257

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

    その他有価証券 
      非上場株式 
      組合契約出資持分

890,228

666,269

合計 1,556,497

    子会社株式及び関連会社株式
      子会社株式 56,237

合計 56,237

区分 取得原価(千円)
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
差額(千円)

株式 62 180 117

合計 62 180 117

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

    その他有価証券 
      非上場株式 
      非上場社債 
      組合契約出資持分

1,620,581 

10,830

360

合計 1,631,771

    子会社株式及び関連会社株式等 
      子会社株式 
      組合契約出資持分

56,805
130,440

合計 187,246



前連結会計年度末(平成18年12月31日現在) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日現在) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日現在) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成18年12月31日現在) 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

区分 取得原価(千円)
連結貸借対照表
計上額(千円)

差額(千円)

株式 105,849 61,032 △44,816

その他 291,083 291,197 113

合計 396,933 352,229 △44,703

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券
   非上場株式
  組合契約出資持分

1,556,433
510

合計 1,556,943

 子会社株式及び関連会社株式等 
    子会社株式 
    組合契約出資持分

56,805
111,012

合計 167,818



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１ ストック・オプションの内容及び規模 

 当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 
（注）株式数に換算して記載しております。 

  

２ 中間連結財務諸表への影響額 

 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、中間連結財務諸表への影響は

ありません。 

  

平成18年１月ストック・オプション 平成18年４月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役４名、当社の監査役３
名、当社の顧問５名、当社の従業員
26名及び当社子会社の取締役１名

当社の取締役２名、当社の監査役３
名、当社の顧問２名、当社の従業員
28名及び当社子会社の取締役１名

ストック・オプション数（注） 普通株式 1,140株 普通株式 4,000株

付与日 平成18年１月５日 平成18年４月26日

権利確定条件
付与日以降、権利確定日（平成19年
４月１日）まで継続して勤務してい
ること。

付与日以降、権利確定日（平成20年
４月１日）まで継続して勤務してい
ること。権利行使時において、平成
18年12月期からの当社連結純利益
（税引前）の累積が1,194,671千円以
上であること。

対象勤務期間
平成18年１月５日から平成19年４月
１日まで

平成18年４月26日から平成20年４月
１日まで

権利行使期間
平成19年４月１日から平成27年３月
29日まで

平成20年４月１日から平成28年３月
29日まで

権利行使価格 94,000円 78,999円



当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１ ストック・オプションの内容及び規模 

 当連結会計年度において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 
（注）株式数に換算して記載しております。 

  

２ 連結財務諸表への影響額 

 会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、連結財務諸表への影響はあり

ません。 

  

平成18年１月ストック・オプション 平成18年４月ストック・オプション

付与対象者の区分及び数
当社の取締役４名、当社の監査役３
名、当社の顧問５名、当社の従業員
26名及び当社子会社の取締役１名

当社の取締役２名、当社の監査役３
名、当社の顧問２名、当社の従業員
28名及び当社子会社の取締役１名

ストック・オプション数（注） 普通株式 1,140株 普通株式 4,000株

付与日 平成18年１月５日 平成18年４月26日

権利確定条件
付与日以降、権利確定日（平成19年
４月１日）まで継続して勤務してい
ること。

付与日以降、権利確定日（平成20年
４月１日）まで継続して勤務してい
ること。権利行使時において、平成
18年12月期からの当社連結純利益
（税引前）の累積が1,194,671千円以
上であること。

対象勤務期間
平成18年１月５日から平成19年４月
１日まで

平成18年４月26日から平成20年４月
１日まで

権利行使期間
平成19年４月１日から平成27年３月
29日まで

平成20年４月１日から平成28年３月
29日まで

権利行使価格 94,000円 78,999円



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、当社ビジネス形態の特性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) バイオマーカー創薬支援事業…顧客のバイオマーカーを用いた新薬開発を総合的、複合的に支援するソリ

ューションを提供するもの。データ管理・解析受託、研究支援プロダク

ト・サービス販売、情報処理システム開発およびそれに伴うコンサルティ

ング業務。 

(2) 創薬事業…………………………自社保有の新薬候補化合物を当社のデータマイニング技術を用いて開発

し、付加価値を高めていくもの。 

(3) 投資・投資育成事業……………ライフサイエンス業界に属するベンチャー企業等に対する資金提供及び経

営面・事業面における複合的な支援サービスを提供するもの。事業支援・

投資先の扱うライフサイエンス関連商品の販売等。 

(4) その他事業………………………細胞加工センターの開設・運営支援、研究者を対象とするセミナーやフォ

ーラム等の開催等。 

３ 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(352,644千円)の主なものは、研究開発費

及び経営管理に係る費用であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分は、当社ビジネス形態の特性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) バイオマーカー創薬支援事業…顧客のバイオマーカーを用いた新薬開発を総合的、複合的に支援するソリ

ューションを提供するもの。データ管理・解析受託、研究支援プロダク

ト・サービス販売、情報処理システム開発およびそれに伴うコンサルティ

ング業務。 

(2) 創薬事業…………………………自社保有の新薬候補化合物を当社のデータマイニング技術を用いて開発

し、付加価値を高めていくもの。 

バイオマー

カー創薬支

援事業 

(千円)

創薬事業 

(千円)

投資・投資

育成事業 

(千円)

その他事業

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 

  売上高
85,263 ― 513,756 432 599,452 ― 599,452

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
30,301 ― ― 1,333 31,634 (31,634) ―

      計 115,564 ― 513,756 1,765 631,086 (31,634) 599,452

営業費用 54,429 116,346 250,149 1,085 422,011 321,010 743,021

営業利益又は損失(△) 61,134 △116,346 263,606 679 209,075 (352,644) △143,569

バイオマー

カー創薬支

援事業 

(千円)

創薬事業 

(千円)

投資・投資

育成事業 

(千円)

その他事業

(千円)

計 

(千円)

消去又は 

全社 

(千円)

連結 

(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 

  売上高
105,830 ― 507,313 ― 613,143 ― 613,143

(2) セグメント間の内部 

  売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

      計 105,830 ― 507,313 ― 613,143 ― 613,143

営業費用 156,984 83,042 696,872 ― 936,900 174,921 1,111,822

営業損失 51,154 83,042 189,559 ― 323,757 174,921 498,678



(3) 投資・投資育成事業……………ライフサイエンス業界に属するベンチャー企業等に対する資金提供及び経

営面・事業面における複合的な支援サービスを提供するもの。事業支援・

投資先の扱うライフサイエンス関連商品の販売等。 

(4) その他事業………………………研究者を対象とするセミナーやフォーラム等の開催等。 

３ 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(174,921千円)の主なものは、研究開発費

及び経営管理に係る費用であります。 

４ 会計方針の変更 

 「追加情報」に記載のとおり、前連結会計年度の下期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告第20号)を

適用しております。従って、前中間連結会計期間は従来の方法によっており、当中間連結会計期間と同一の

方法を採用した場合と比較して、投資・投資育成事業において、売上高が124,167千円、営業費用が70,374

千円、営業利益が53,792千円それぞれ少なく計上されております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

(注) １ 事業の区分は、当社ビジネス形態の特性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) バイオマーカー創薬支援事業…顧客のバイオマーカーを用いた新薬開発を総合的、複合的に支援するソリ

ューションを提供するもの。データ管理・解析受託、研究支援プロダク

ト・サービス販売、情報処理システム開発およびそれに伴うコンサルティ

ング業務。 

(2) 創薬事業…………………………自社保有の新薬候補化合物を当社のデータマイニング技術を用いて開発

し、付加価値を高めていくもの。 

(3) 投資・投資育成事業……………ライフサイエンス業界に属するベンチャー企業等に対する資金提供及び経

営面・事業面における複合的な支援サービスを提供するもの。事業支援・

投資先の扱うライフサイエンス関連商品の販売等。 

(4) その他事業………………………細胞加工センターの開設・運営支援、研究者を対象とするセミナーやフォ

ーラム等の開催等。 

３ 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（562,634千円）の主なものは、研究開発

費及び経営管理に係る費用であります。 

４ 会計方針の変更 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、「投

資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平

成18年９月８日 実務対応報告第20号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合と

比較して、投資・投資育成事業において、売上高が208,111千円、営業費用が144,184千円、営業利益が

63,927千円それぞれ増加しております。 

  

バイオマー
カー創薬支
援事業 
(千円)

創薬事業 
(千円)

投資・投資
育成事業 
(千円)

その他
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

203,955 ― 1,444,042 432 1,648,430 ― 1,648,430

(2) セグメント間の内部 
  売上高または振替高

30,301 ― 3,389 1,333 35,023 (35,023) ―

計 234,256 ― 1,447,432 1,765 1,683,453 (35,023) 1,648,430

営業費用 204,029 208,008 738,006 1,085 1,151,130 493,753 1,644,883

営業利益又は損失(△) 30,226 △208,008 709,425 679 532,323 (528,777) 3,546



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありませんので、該当事項はありま

せん。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありませんので、該当事項はありま

せん。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店はありませんので、該当事項はありま

せん。 

  



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

 アジア: 韓国、台湾 

 北米: アメリカ、英領ケイマン諸島 

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

４ アジアにおける売上高には、営業投資有価証券の売却収入358,573千円が含まれております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

 アジア: 韓国 

 北米: アメリカ、英領ケイマン諸島 

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

４ アジアにおける売上高には、営業投資有価証券の売却収入200,960千円が含まれております。 

５ 会計方針の変更 

 「追加情報」に記載のとおり、前連結会計年度の下期より、「投資事業組合に対する支配力基準及び影響

力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年９月８日 実務対応報告第20号)を

適用しております。従って、前中間連結期間は従来の方法によっており、当中間連結会計期間と同一の方法

を採用した場合と比較して、アジアにおける海外売上高が126,983千円少なく計上されております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

 アジア: 韓国、台湾 

 北米: アメリカ、英領ケイマン諸島 

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

４ アジアにおける売上高には、営業投資有価証券の売却収入737,191千円が含まれております。 

５ 会計方針の変更 

 「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」に記載のとおり、当連結会計年度より、 

「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会

平成18年９月８日 実務対応報告第20号)を適用しております。この変更により、従来の方法によった場合

と比較して、アジアにおける海外売上高が207,900千円増加しております。 

  

アジア 北米 計

海外売上高（千円） 359,685 13,926 373,611

連結売上高（千円） 599,452

連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％）

60.0 2.3 62.3

アジア 北米 計

海外売上高（千円） 201,560 6,287 207,847

連結売上高（千円） 613,143

連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％）

32.9 1.0 33.9

アジア 北米 計

海外売上高（千円） 738,604 19,738 758,342

連結売上高（千円） 1,648,430

連結売上高に占める 
海外売上高の割合（％）

44.8 1.2 46.0



(１株当たり情報) 

   
 (注) 算定上の基礎 

  １．１株当たり純資産額 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 24,227円74銭 21,378円16銭 25,515円94銭

１株当たり中間(当期)純損失 2,964円44銭 5,425円39銭 2,442円52銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

―円 ―円 ―円

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につい
ては、１株当たり中間純損
失であるため、記載してお
りません。

同左 なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損
失であるため、記載してお
りません。

項目
前中間連結会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年６月30日)

前連結会計年度末
(平成18年12月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の 

合計額(千円)
1,989,512 2,142,130 2,319,847

中間連結貸借対照表の純資産の部の 

合計額から控除する金額(千円)
3,104 18,936 34,894

 うち新株予約権(千円) ― ― 3,600

 うち少数株主持分(千円) 3,104 18,936 31,294

普通株式に係る純資産額(千円) 1,986,408 2,123,194 2,284,953

普通株式の発行済株式数(株) 81,989 99,316 89,550

普通株式の自己株式数(株) 0.35 0.35 0.35

１株当たりの純資産の算定に 

用いられた普通株式の数(株)
81,989 99,316 89,550



  ２．１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間(当期)純損失

中間(当期)純損失(千円) 242,994 523,727 203,322

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失 

(千円)
242,994 523,727 203,322

普通株式の期中平均株式数(株) 81,969 96,532 83,242

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,294個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年８月27日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  2,592個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年８月27日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 5,592個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  300個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年11月５日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)   184個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年11月５日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  184個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,009個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年12月26日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  1,080個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年12月26日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,080個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,137個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
15年４月15日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  1,240個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
15年４月15日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,240個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 4,000個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  838個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  848個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式） 300個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  300個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式） 801個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  970個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式）1,004個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,109個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式）3,968個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 3,973個



(重要な後発事象) 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

（純粋持株会社への移行） 

当社（平成18年７月３日付で株式会社メディビックより株式会社メディビックグループに商号変

更。以下「分割会社」という）は、平成18年３月30日第６回定時株主総会決議に基づき、平成18年７

月３日付で、当社の創薬開発支援事業部門<注>（生命工学及び遺伝子工学の方法による医薬品の研究

開発支援業務並びにバイオマーカー探索及びそれに付随するコンサルティング業務）を、新たに設立

する株式会社メディビック（以下「新設会社」という）に承継させるために、新設分割（以下「本件

分割」という）を行い、純粋持株会社へ移行いたしました。会社分割に関する事項の概要は以下のと

おりであります。 

（１）会社分割の目的 

当社は、バイオベンチャーとして成長を続けてまいりました。しかしながら、先端技術のスピード

は非常に速く、意思決定の一層の迅速化が求められています。一方で投資事業も急成長しており、ア

ジアにおける投資案件の発掘など、さまざまな挑戦を継続していくことが肝要となっております。 

こうしたなか、グループ全体としての成長を見据えた新たな経営体制を確立することの必要性が高

まっていると判断し、会社分割により持株会社体制へ移行することといたしました。 

持株会社体制移行後は、持株会社となる当社が、グループ全体の戦略立案機能を持つことにより、

経営判断をこれまで以上に機動的かつ柔軟に行えるようになり、全体 適の視点を重視しながら、経

営資源を も注力したい事業に効果的に配分できるようになります。さらには各事業の収益構造や経

営責任を一層明確にすることで、グループとしての事業価値 大化を目指します。 

（２）承継会社が承継する義務権利 

新設会社は、平成18年６月30日現在の貸借対照表を基に本件営業に係る資産・負債及びこれらに付

随する権利義務、従業員14人、並びに契約上の地位の一切を、分割期日をもって分割会社より承継す

る。なお、これら資産・負債等には次に掲げるものを含むものとする。 

①資産 

本件営業に係る当座資産、棚卸資産、その他流動資産、有形固定資産、無形固定資産及び投資等の一

切。 

②負債 

本件営業に係る流動負債、固定負債等一切の債務。なお、分割会社は、本件分割により新設会社に承

継させる一切の債務について、新設会社と並存的にその債務の弁済責任を負担するものとする。 

③契約関係（下記④雇用契約を除く） 

売買契約、賃貸契約、ライセンス契約、出版契約、著作権料に関する契約、業務委託契約、業務委任

契約、代理店契約、リース契約、その他本件営業に係る契約の一切及びこれらに付随する権利義務の

一切。 

④雇用契約 

分割期日まで引き続き本件営業に従事する従業員との間の雇用契約、その他の権利義務の一切。 

⑤知的財産権等 

本件営業に係る著作権（共有に係る権利については共有持分）、出版権、商標権、特許権、実用新案

権、意匠権（いずれも登録申請中または出願中のものを含む）及びノウハウ等の知的財産権（以下

「本件知的財産権等」という）の一切、並びに本件知的財産権等に係る使用権、実施権及びライセン

ス契約の一切。 



⑥承継させる資産、負債の項目及び金額 

株式会社メディビック 

 
（注）新たに設立する「株式会社メディビック」が当社から承継する資産、負債の項目及び金額は平成18年６

月30日現在の貸借対照表上の数値をもとにしております。資本金は10百万円であります。 

（３）会社分割する事業内容 

創薬開発支援事業部門の一切 

①生命工学及び遺伝子工学の方法による医薬品の研究開発業務 

②バイオマーカー探索及びそれに付随するコンサルティング業務 

（４）分割後の当社の状況 

①商号    株式会社メディビックグループ 

②事業内容  グループを統括する持株会社 

③本店所在地 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号 

④代表者   代表取締役社長 橋本康弘 

⑤資本金   1,439百万円（平成18年７月３日現在） 

⑥決算期   12月末 

⑦従業員   14人 

<注>創薬開発支援事業部門（「本件営業」という）とは、分割会社の全営業から次の各部門を除外した営業

をいう。 

（１）管理本部 

（２）研究開発戦略室 

（３）戦略企画室 

（４）内部監査室 

  

（新株予約権の発行及び借入れの実行） 

当社は、平成18年９月11日開催の当社取締役会において、第三者割当による第１回新株予約権及び

第２回新株予約権（以下、「本新株予約権」と総称します。）の発行を決議し、９月26日付で実施い

たしました。概要は以下のとおりであります。 

1. 発行する新株予約権の数 

 計100個 

2. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

(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が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当

社普通株式を移転する数は、行使請求に係る新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを下記5.

記載の行使価額で除した数とする。 

3. 本新株予約権の払込金額 

 １個あたり５万円とする。 

4. 払込期日及び本新株予約権の割当日 

資産 負債

項目
帳簿価額 
(百万円）

項目
帳簿価額
(百万円）

流動資産 88 流動負債 15

固定資産 237 固定負債 3

合計 326 合計 18



 平成18年９月26日（香港時間） 

5. 本新株予約権の行使に際して出資の目的とする財産 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭又は第１回ファシリティー契約又は第

２回ファシリティー契約に基づく当社に対する一切の金銭債権とする。 

(2) 当初における行使価額 

 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの財産の価額（以下、「行使

価額」という。）は、当初、50,798円（平成18年９月12日（当日を含む）からの５連続取引日

の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の

100％）とする。行使価額は、募集要項に定める条件に基づき修正される。 

6. 本新株予約権を行使することができる期間 

 平成18年９月27日から平成20年９月26日（いずれも日本時間）まで。 

7. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会計計算規則

第40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。その残額を

増加する資本準備金の額とする。 

8. 募集の方法 

 第三者割当の方法により、全ての新株予約権を、Lehman Brothers Commercial Corporation 

Asia Limited （特定海外投資家) に割り当てる方法による。 

  

本新株予約権行使手取金額は、第１回新株予約権及び第２回新株予約権の発行に先立ちリーマン・

ブラザーズ証券会社との間で実行された第１回ファシリティー契約及び第２回ファシリティー契約に

基づく借入れの返済に使用される予定である。当該借入れの概要は以下のとおりである。 

1. 借入先の名称 

 リーマン・ブラザーズ証券会社 

2. 借入金額 

 計10億円 

3. 借入日 

 平成18年９月26日 

4. 利率 

 １ヶ月ＬＩＢＯＲ（スクリーンレートまたはロンドンの銀行市場間のレート） 

5. 返済期限 

 ２年 

 なお、当社は上記新株予約権の全部または一部を消却または再購入する通知を予定日の１ヶ月

前までに行うことにより、借入れの全部または一部を期限前償還することができる。一方、上記

新株予約権の募集要項に定める条件に基づき修正された新株予約権の行使価額が一定期間当初行

使価額の50％を下回った場合、リーマン・ブラザーズ証券会社は契約に定める条件により借入金

の全部または一部の返済を当社に求めることができる。 

6. 担保 

 無 

7. 保証人 

 当社子会社である株式会社メディビック（平成18年７月３日付の当社の会社分割による純粋持

株会社への移行にあたり、新たに設立した会社）ならびに株式会社メディビック・アライアンス



8. 資金使途 

 創薬事業、投資事業及び事業拡大の運転資金 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

(重要な連結範囲の変更） 

連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスは、平成19年７月２日付で第三者割当増資

を実施し、提出会社の持分比率が100％から25％に低下したため、子会社に該当しないこととなりま

した。 

 この結果、翌第３四半期連結会計期間以降において、同社は連結の範囲から除外され、持分法適用

関連会社となります。 

  

(株式取得による子会社化（株式会社サイトクオリティー）） 

提出会社が平成19年７月25日開催の取締役会において、株式会社サイトクオリティーの株式の取得

により子会社化することを決議し、平成19年７月31日に101株の株式を取得いたしました。概要は次

のとおりであります。 

(1)株式の取得による子会社化の旨及び目的 

連結子会社である株式会社メディビックが主力事業として「PGｘトータルソリューションサービ

ス」を提供しており、SMO事業を行う株式会社サイトクオリティーの子会社化は、同サービスの一部

である臨床試験施設への支援サービスの一層の強化を図ることを目的とするものであります。 

(2)株式取得の相手先の名称 

甲野 千佳子（株式会社サイトクオリティー 代表取締役） 

(3)取得した株式の企業の名称、事業内容、規模 

名称：株式会社サイトクオリティー 

事業内容：CRC（治験コーディネーター）業務 

規模：①資本金の額    1,000万円 

   ②従業員数       7名 

   ③売上高      43,045千円（平成18年８月期） 

   ④経常損失     13,630千円（平成18年８月期） 

   ⑤当期純損失   13,700千円（平成18年８月期） 

   ⑥総資産       30,931千円（平成18年８月期） 

   ⑦純資産      4,780千円（平成18年８月期） 

(4)株式取得の時期 

第１回：平成19年７月31日 

第２回：平成20年１月７日（予定） 

(5)取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率 

第１回 

 取得した株式の数：101株 

 取得価額：18,180千円 

 取得後の持分比率：50.5％ 

第２回 

 取得する株式の数：99株 

 取得価額：17,820千円 

 取得後の持分比率：100.0％ 



(6)支払資金の調達及び支払方法 

全額自己資金 

  

（新株予約権付社債の発行） 

当社は、平成19年８月23日開催の取締役会において、第三者割当による第２回無担保転換社債型新

株予約権付社債及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債（以下、「本新株予約権付社債」と総

称します。）の発行を決議し、９月７日付で実施いたしました。概要は以下のとおりであります。 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

  

1.名称
株式会社メディビックグループ
第２回無担保転換社債型新株予約権付社債

株式会社メディビックグループ 
第３回無担保転換社債型新株予約権付社債

2.発行価額 2,500千円(額面100円につき金100円) 10,000千円(額面100円につき金100円)

3.発行総額 100百万円 400百万円

4.利息 本社債に利息を付さない。

5.償還期間 
 償還方法

平成20年９月５日に総額を額面100円につき金100円で償還する。

6.本新株予約権の内容 
 (1)本新株予約権の目的
である株式の種類及び数 

普通株式
本社債の払込価額の総額を転換価額で除して得た数(小数点以下は切捨て)とする。

 (2)本新株予約権の数 40個 40個

 (3)本新株予約権の行使
に際して払込をなすべき
額

本社債の価額は払込金額と同額とする。

 (4)転換価額 当初18,900円とする。

7.発行の時期 平成19年９月７日

8.募集の方法
第三者割当ての方法により、
全額をウェル・フィールドキャピタル株
式会社に割り当てる。

第三者割当ての方法により、 
全額をWF戦略投資事業有限責任組合に割
り当てる。

9.担保の内容
本社債には物上担保及び保証は付されておらず、 

また本新株予約権付社債のために特に留保されている資産はない

10.資金の使途

①主力事業であるバイオマーカー創薬支援事業の強化等の資金の確保 
②必要となるリストラクチャリング施策を実行する当面の運転資本の確保 
③2007年満期円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金の一部とし、 
 財務体質の改善および強化を図る



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日現在)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

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 429,097 573,663 791,802

 ２ 受取手形 198 ― ―

 ３ 売掛金 20,343 36,287 35,766

 ４ 有価証券 ― ― 291,197

 ５ たな卸資産 12,945 ― ―

 ６ 前払費用 4,242 2,440 729

 ７ 関係会社短期 
   貸付金

187,000 530,721 320,360

 ８ 未収入金 ― 13,406 178,688

 ９ 未収消費税等 ※１ 1,401 ― 2,584

 10 その他 97,450 68,640 36,034

   流動資産合計 752,680 26.5 1,225,159 38.7 1,657,164 43.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 10,801 10,801 10,801

    減価償却累計額 △2,623 8,178 △ 3,663 7,137 △3,212 7,588

  (2) 工具器具及び備品 39,732 39,578 39,121

    減価償却累計額 △24,743 14,988 △ 29,787 9,790 △27,700 11,420

   有形固定資産合計 23,167 0.8 16,928 0.5 19,008 0.5

 ２ 無形固定資産

  (1) 電話加入権 144 144 144

  (2) ソフトウェア 3,417 3,203 2,544

  (3) 化合物利用権 394,896 296,172 345,534

   無形固定資産合計 398,457 14.0 299,519 9.4 348,222 9.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 235,895 ― ―

  (2) 関係会社株式 1,379,466 362,321 507,262

  (3) 関係会社出資金 ― 125 99

  (4) 関係会社長期 
    貸付金

― 1,260,334 1,234,202

  (5) 長期貸付金 13,317 9,265 11,296

  (6) 長期前払費用 4,500 3,600 4,050

  (7) 差入敷金・保証金 35,793 56,274 34,994

    貸倒引当金 △3,535 △63,870 △37,123

   投資その他の資産 
   合計

1,665,436 58.7 1,628,050 51.4 1,754,781 46.5

   固定資産合計 2,087,061 73.5 1,944,499 61.3 2,122,013 56.2

   資産合計 2,839,741 100.0 3,169,659 100.0 3,779,178 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日現在)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日現在)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日現在)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

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 511 ― ―

 ２ 関係会社短期借入金 ― ― 2,659

 ３ １年以内償還予定 
   社債

― 800,000 800,000

 ４ 未払費用 30,498 24,495 29,150

 ５ 未払法人税等 5,122 5,112 5,124

 ６ 未払消費税等 ※１ ― 1,168 ―

 ７ 前受金 9,029 ― 2,037

 ８ 預り金 5,786 8,057 4,792

 ９ 繰延税金負債 ― ― 46

 10 その他 ― 54 28,096

   流動負債合計 50,949 1.8 838,887 26.5 871,906 23.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 800,000 ― ―

 ２ 長期借入金 ※２ ― ― 720,000

 ３ 繰延税金負債 3,056 ― ―

   固定負債合計 803,056 28.3 ― ― 720,000 19.0

   負債合計 854,006 30.1 838,887 26.5 1,591,906 42.1

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,439,406 50.7 1,730,856 54.6 1,580,106 41.8

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,972,670 2,264,120 2,113,370

   資本剰余金合計 1,972,670 69.5 2,264,120 71.4 2,113,370 55.9

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △1,430,741 △1,664,150 △1,509,818

   利益剰余金合計 △1,430,741 △50.4 △1,664,150 △52.5 △1,509,818 △39.9

 ４ 自己株式 △55 △0.0 △55 △0.0 △55 △0.0

   株主資本合計 1,981,280 69.8 2,330,771 73.5 2,183,603 57.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

4,455 0.1 ― ― 67 0.0

   評価・換算差額等 
   合計

4,455 0.1 ― ― 67 0.0

Ⅲ 新株予約権 ― ― ― ― 3,600 0.1

   純資産合計 1,985,735 69.9 2,330,771 73.5 2,187,271 57.9

   負債純資産合計 2,839,741 100.0 3,169,659 100.0 3,779,178 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高

 (1) バイオマーカー創薬 
   支援事業収入

115,564 ― 115,564

 (2) その他事業収入 342 115,906 100.0 110,362 110,362 100.0 106,615 222,180 100.0

Ⅱ 売上原価

 (1) バイオマーカー創薬 
   支援事業売上原価

54,429 ― 54,429

 (2) その他事業売上原価 0 54,429 47.0 34,335 34,335 31.1 50,603 105,032 47.3

   売上総利益 61,477 53.0 76,026 68.9 117,147 52.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 388,822 335.5 236,822 214.6 622,483 280.2

   営業損失 327,345 △282.5 160,795 △145.7 505,336 △227.5

Ⅳ 営業外収益 ※１ 66,676 57.5 180,878 163.8 88,801 40.0

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,280 5.4 29,000 26.2 41,278 18.6

   経常損失 266,948 △230.4 8,916 △8.1 457,813 △206.1

Ⅵ 特別損失 ※３ 36,203 31.2 144,940 131.3 36,212 16.3

   税引前中間(当期) 
   純損失

303,151 △261.6 153,857 △139.4 494,025 △222.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

△49,944 △43.1 475 0.4 △161,741 △72.8

   中間(当期)純損失 253,207 △218.5 154,332 △139.8 332,284 △149.6



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項   目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 1,438,781 1,972,045 1,972,045

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 625 624 624

 中間純損失

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)
中間会計期間中の変動額合計
(千円)

625 624 624

平成18年６月30日残高(千円) 1,439,406 1,972,670 1,972,670

項   目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益 
剰余金

平成17年12月31日残高(千円) △1,177,533 △1,177,533 △55 2,233,238

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,250

 中間純損失 △253,207 △253,207 △253,207

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

―

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△253,207 △253,207 ― △251,957

平成18年６月30日残高(千円) △1,430,741 △1,430,741 △55 1,981,280

項   目

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 9,308 9,308 2,242,546

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 1,250

 中間純損失 △253,207

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△4,853 △4,853 △4,853

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△4,853 △4,853 △256,811

平成18年６月30日残高(千円) 4,455 4,455 1,985,735



当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
  

 
  

 
  

項   目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 1,580,106 2,113,370 2,113,370

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 150,750 150,750 150,750

 中間純損失

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

150,750 150,750 150,750

平成19年６月30日残高(千円) 1,730,856 2,264,120 2,264,120

項   目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金

合計繰越利益 
剰余金

平成18年12月31日残高(千円) △ 1,509,818 △ 1,509,818 △ 55 2,183,603

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 301,500

 中間純損失 △ 154,332 △ 154,332 △ 154,332

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

―

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△ 154,332 △ 154,332 ― 147,167

平成19年６月30日残高(千円) △ 1,664,150 △ 1,664,150 △ 55 2,330,771

項   目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 67 67 3,600 2,187,271

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 301,500

 中間純損失 △ 154,332

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 (純額)

△ 67 △ 67 △ 3,600 △ 3,667

中間会計期間中の変動額合計
(千円)

△ 67 △ 67 △ 3,600 143,500

平成19年６月30日残高(千円) ― ― ― 2,330,771



前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
  

 
  

項   目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 1,438,781 1,972,045 1,972,045

事業年度中の変動額

 新株の発行 141,325 141,324 141,324

 当期純損失

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 
(千円)

141,325 141,324 141,324

平成18年12月31日残高(千円) 1,580,106 2,113,370 2,113,370

項   目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高(千円) △1,177,533 △1,177,533 △55 2,233,238

事業年度中の変動額

 新株の発行 282,650

 当期純損失 △332,284 △332,284 △332,284

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△332,284 △332,284 ― △49,634

平成18年12月31日残高(千円) △1,509,818 △1,509,818 △55 2,183,603

項   目

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 9,308 9,308 ― 2,242,546

事業年度中の変動額

 新株の発行 282,650

 当期純損失 △332,284

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△9,240 △9,240 3,600 △5,640

事業年度中の変動額合計 
(千円)

△9,240 △9,240 3,600 △55,275

平成18年12月31日残高(千円) 67 67 3,600 2,187,271



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 資産の評価基準
及び評価方法

(1) 有価証券
子会社株式
 移動平均法による原価法

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同左

(1) 有価証券
子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券 
 時価のないもの 
 移動平均法による原価法

その他有価証券
 同左

その他有価証券
時価のあるもの 
決算日の市場価格等に基
づく時価法(評価差額は全
部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平
均法により算定)

時価のないもの 
移動平均法による原価法

(2) たな卸資産
商品
 移動平均法による原価法

(2) たな卸資産
―

(2) たな卸資産
商品
移動平均法による原価法

２ 固定資産の減価
償却の方法

(1) 有形固定資産
主として定率法
ただし、平成10年4月1
日以降に取得した建物
(附属設備を除く)につ
いては、定額法を採用
しております。
なお、主な耐用年数は
以下の通りでありま
す。
建物 ３～18年

工具器具 
及び備品

３～10年

(1) 有形固定資産
同左

(1) 有形固定資産
同左

 
 

(2) 無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は
以下の通りでありま
す。
ソフトウェア

自社利用 
ソフトウェア

５年

(社内における利用
可能期間)
販売用 
ソフトウェア

３年

(販売見込期間)
化合物利用権 ５年

 
 

(2) 無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は
以下の通りでありま
す。
ソフトウェア

自社利用
ソフトウェア

５年

(社内における利用
可能期間)

化合物利用権 ５年

 
 

(2) 無形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は
以下の通りでありま
す。
ソフトウェア

自社利用 
ソフトウェア

５年

(社内における利用
可能期間)
販売用 
ソフトウェア

３年

(販売見込期間)
化合物利用権 ５年

(3) 長期前払費用
定額法

(3) 長期前払費用
同左

(3) 長期前払費用
同左

３ 繰延資産の処理
方法

― 株式交付費
支出時の費用として処理
しております。

株式交付費
同左

４ 引当金の計上基
準

貸倒引当金
売上債権、貸付金等の貸
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勘
案し、回収不能見込額を
計上しております。

貸倒引当金
同左

貸倒引当金
同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

５ 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
賃貸借に係る方法に準じた
会計処理によっておりま
す。

同左 同左

６ その他中間財務
諸表(財務諸表)
作成のための基
本となる重要な
事項

(1) 消費税等の処理方法 
税抜方式によっており
ます。

(1) 消費税等の処理方法
同左

(1) 消費税等の処理方法 
同左 
 

(2) 連結納税制度の適用 
連結納税制度を適用し
ております。

(2) 連結納税制度の適用
同左

(2) 連結納税制度の適用 
同左

(3) 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
出資金に係る会計処理
は、組合等の事業年度
の中間会計期間に係る
中間財務諸表に基づい
て、組合等の純損益を
当社の出資持分割合に
応じて、出資金、営業
外損益（投資事業組合
等損益）として計上し
ております。

(3) 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
同左

(3) 投資事業組合等への出
資金に係る会計処理
出資金に係る会計処理
は、組合等の事業年度
の財務諸表に基づい
て、組合等の純損益を
当社の出資持分割合に
応じて、出資金、営業
外損益（投資事業組合
等損益）として計上し
ております。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

（固定資産の減損に係る会計基準）
 当中間会計期間より、固定資産の
減損に係る会計基準（「固定資産の
減損に係る会計基準の設定に関する
意見書」（企業会計審議会 平成14
年８月９日））及び「固定資産の減
損に係る会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第６号 平成15
年10月31日）を適用しております。
これによる損益に与える影響はあり
ません。

――――― （固定資産の減損に係る会計基準）
 当事業年度より、固定資産の減損
に係る会計基準(「固定資産の減損
に係る会計基準の設定に関する意見
書」(企業会計審議会 平成14年８
月９日))及び「固定資産の減損に係
る会計基準の適用指針」(企業会計
基準適用指針第６号 平成15年10月
31日)を適用しております。これに
よる損益に与える影響はありませ
ん。

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当中間会計期間より、「貸借対照
表の純資産の部の表示に関する会計
基準」（企業会計基準第５号 平成
17年12月９日）及び「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基準
等の適用指針」（企業会計基準適用
指針第８号 平成17年12月９日）を
適用しております。従来の資本の部
の合計に相当する金額は1,985,735
千円であります。 
 なお、中間財務諸表等規則の改正
により、当中間会計期間における中
間貸借対照表の純資産の部について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
より作成しております。

―――――
     

（貸借対照表の純資産の部の表示に
関する会計基準） 
 当事業年度より、「貸借対照表の
純資産の部の表示に関する会計基
準」(企業会計基準第５号 平成17
年12月９日)及び「貸借対照表の純
資産の部の表示に関する会計基準等
の適用指針」(企業会計基準適用指
針第８号 平成17年12月９日)を適
用しております。従来の資本の部の
合計に相当する金額は、2,183,671
千円であります。 
 なお、財務諸表等規則の改正によ
り、当事業年度における貸借対照表
の純資産の部については、改正後の
財務諸表等規則により作成しており
ます。

――――― （減価償却方法の変更）
  当中間会計期間より、平成19年度
の税制改正に伴い、平成19年４月１
日以降に取得した有形固定資産につ
いては、改正後の法人税法に規定す
る減価償却の方法によっておりま
す。なお、この変更に伴う営業損
失、経常損失、税引前中間純損失に
与える影響は軽微であります。

――――― 
 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

(中間損益計算書関係) 

  

 

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日現在)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日現在)

前事業年度末 
(平成18年12月31日現在)

※１ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、未収消費税等

として表示しております。

※１ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺の上、未払消費税等

として表示しております。

※１ ―――――          

※２ ―――――          ※２ ―――――          ※２ 長期借入金720,000千円につ

いては、財務制限条項が付さ

れており、東京証券取引所に

おける当社普通株式の売買高

加重平均価格が、一定期間、

当社の発行した平成18年９月

新株予約権の下限行使価額

（当該新株予約権の当初行使

価額（50,798円）の50％)未

満となった場合、借入先の請

求に応じ借入金の全部または

一部を返済すること等となっ

ております。

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,559千円

投資事業組合等

収益

 

30,586

商標使用料 25,688

ファンド管理手

数料

 

8,577

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 25,627千円

受取配当金 154,558

有価証券 

売却益
392

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 24,353千円

投資事業組合等

収益
30,585

商標使用料 25,688

ファンド管理手

数料
8,169

※２ 営業外費用のうち主要なもの

固定資産除却

損 2,295千円

貸倒引当金繰

入額

 

3,535  

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 1,004千円

貸倒引当金繰

入額
26,746

※２ 営業外費用のうち主要なもの

固定資産除却

損
2,295千円

貸倒引当金繰

入額
37,123

※３ 特別損失のうち主要なもの

子会社清算損 1,971千円

投資有価証券

評価損

 

34,232
 

※３ 特別損失のうち主要なもの

関係会社株式

評価損
144,940千円

※３ 特別損失のうち主要なもの

子会社清算損 1,980千円

投資有価証券

評価損
34,232千円

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 3,880千円

無形固定資産 50,348

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 2,537千円

無形固定資産 50,130

 ４ 減価償却実施額

有形固定資産 7,847千円

無形固定資産 100,582



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ 自己株式に関する事項 

 
  

(リース取引関係) 

  

 
  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年６月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当中間会計期間末(平成19年６月30日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度末(平成18年12月31日現在) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株） 0.35 ― ― 0.35

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株） 0.35 ― ― 0.35

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 0.35 ― ― 0.35

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

リース契約１件当たりの金額が少額

であったため、注記を省略しており

ます。

同左 同左



(１株当たり情報) 

   
(注) 算定上の基礎 

 １．１株当たり純資産額 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 24,219円54銭 23,468円23銭 24,384円94銭

１株当たり中間(当期)純損失 3,089円03銭 1,598円76銭 3,991円75銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

―円 ―円 ―円

 なお、潜在株式調整後１
株当たり中間純利益につい
ては、１株当たり中間純損
失であるため、記載してお
りません。

同左 なお、潜在株式調整後１
株当たり当期純利益につい
ては、１株当たり当期純損
失であるため、記載してお
りません。

項目
前中間会計期間末
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

中間貸借対照表の純資産の部の 

合計額(千円)
1,985,735 2,330,771 2,187,271

中間貸借対照表の純資産の部の 

合計額から控除する金額(千円)
―  ― 3,600

 うち新株予約権(千円) ―  ― 3,600

普通株式に係る純資産額(千円) 1,985,735 2,330,771 2,183,671

普通株式の発行済株式数(株) 81,989 99,316 89,550

普通株式の自己株式数(株) 0.35 0.35 0.35

１株当たりの純資産の算定に 

用いられた普通株式の数(株)
81,989 99,316 89,550



 ２．１株当たり中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間(当期)純損失

中間(当期)純損失(千円) 253,207 154,332 332,284

普通株主に帰属しない金額(千円) ―  ― ―

普通株式に係る中間(当期)純損失 

(千円)
253,207 154,332 332,284

普通株式の期中平均株式数(株) 81,969 96,532 83,242

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,294個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年８月27日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 2,592個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年８月27日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 5,592個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  300個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年11月５日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  184個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年11月５日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式)  184個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,009個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年12月26日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,080個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
14年12月26日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,080個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,137個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
15年４月15日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,240個

平成14年８月21日臨時株
主総会決議に基づく平成
15年４月15日取締役会決
議による新株予約権 
(普通株式) 1,240個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 4,000個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  838個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年５月13日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  848個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式） 300個

平成16年３月30日第４回
定時株主総会決議に基づ
く平成16年11月12日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  300個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式） 801個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成17年７月６日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式)  970個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式）1,004個

平成17年３月30日第５回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年１月４日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 1,109個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
（普通株式）3,968個

平成18年３月30日第６回
定時株主総会決議に基づ
く平成18年４月26日取締
役会決議による新株予約
権 
(普通株式) 3,973個



(重要な後発事象) 

  

前中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

（純粋持株会社への移行） 

当社（平成18年７月３日付で株式会社メディビックより株式会社メディビックグループに商号変

更。以下「分割会社」という）は、平成18年３月30日第６回定時株主総会決議に基づき、平成18年７

月３日付で、当社の創薬開発支援事業部門<注>（生命工学及び遺伝子工学の方法による医薬品の研究

開発支援業務並びにバイオマーカー探索及びそれに付随するコンサルティング業務）を、新たに設立

する株式会社メディビック（以下「新設会社」という）に承継させるために、新設分割（以下「本件

分割」という）を行い、純粋持株会社へ移行いたしました。会社分割に関する事項の概要は以下のと

おりであります。 

（１）会社分割の目的 

当社は、バイオベンチャーとして成長を続けてまいりました。しかしながら、先端技術のスピード

は非常に速く、意思決定の一層の迅速化が求められています。一方で投資事業も急成長しており、ア

ジアにおける投資案件の発掘など、さまざまな挑戦を継続していくことが肝要となっております。 

こうしたなか、グループ全体としての成長を見据えた新たな経営体制を確立することの必要性が高

まっていると判断し、会社分割により持株会社体制へ移行することといたしました。 

持株会社体制移行後は、持株会社となる当社が、グループ全体の戦略立案機能を持つことにより、

経営判断をこれまで以上に機動的かつ柔軟に行えるようになり、全体最適の視点を重視しながら、経

営資源を最も注力したい事業に効果的に配分できるようになります。さらには各事業の収益構造や経

営責任を一層明確にすることで、グループとしての事業価値最大化を目指します。 

（２）承継会社が承継する義務権利 

新設会社は、平成18年６月30日現在の貸借対照表を基に本件営業に係る資産・負債及びこれらに付

随する権利義務、従業員14人、並びに契約上の地位の一切を、分割期日をもって分割会社より承継す

る。なお、これら資産・負債等には次に掲げるものを含むものとする。 

①資産 

本件営業に係る当座資産、棚卸資産、その他流動資産、有形固定資産、無形固定資産及び投資等の一

切。 

②負債 

本件営業に係る流動負債、固定負債等一切の債務。なお、分割会社は、本件分割により新設会社に承

継させる一切の債務について、新設会社と並存的にその債務の弁済責任を負担するものとする。 

③契約関係（下記④雇用契約を除く） 

売買契約、賃貸契約、ライセンス契約、出版契約、著作権料に関する契約、業務委託契約、業務委任

契約、代理店契約、リース契約、その他本件営業に係る契約の一切及びこれらに付随する権利義務の

一切。 

④雇用契約 

分割期日まで引き続き本件営業に従事する従業員との間の雇用契約、その他の権利義務の一切。 

⑤知的財産権等 

本件営業に係る著作権（共有に係る権利については共有持分）、出版権、商標権、特許権、実用新案

権、意匠権（いずれも登録申請中または出願中のものを含む）及びノウハウ等の知的財産権（以下

「本件知的財産権等」という）の一切、並びに本件知的財産権等に係る使用権、実施権及びライセン

ス契約の一切。 



⑥承継させる資産、負債の項目及び金額 

株式会社メディビック 

 
（注）新たに設立する「株式会社メディビック」が当社から承継する資産、負債の項目及び金額は平成18年６

月30日現在の貸借対照表上の数値をもとにしております。資本金は10百万円でございます。 

（３）会社分割する事業内容 

創薬開発支援事業部門の一切 

①生命工学及び遺伝子工学の方法による医薬品の研究開発業務 

②バイオマーカー探索及びそれに付随するコンサルティング業務 

（４）分割後の当社の状況 

①商号    株式会社メディビックグループ 

②事業内容  グループを統括する持株会社 

③本店所在地 東京都千代田区霞が関一丁目４番２号 

④代表者   代表取締役社長 橋本康弘 

⑤資本金   1,439百万円（平成18年７月３日現在） 

⑥決算期   12月末 

⑦従業員   14人 

<注>創薬開発支援事業部門（「本件営業」という）とは、分割会社の全営業から次の各部門を除外した営業

をいう。 

（１）管理本部 

（２）研究開発戦略室 

（３）戦略企画室 

（４）内部監査室 

  

（新株予約権の発行及び借入れの実行） 

当社は、平成18年９月11日開催の当社取締役会において、第三者割当による第１回新株予約権及び

第２回新株予約権（以下、「本新株予約権」と総称します。）の発行を決議し、９月26日付で実施い

たしました。概要は以下のとおりであります。 

1. 発行する新株予約権の数 

 計100個 

2. 本新株予約権の目的となる株式の種類及び種類ごとの数の算定方法 

(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が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当

社普通株式を移転する数は、行使請求に係る新株予約権の数に1,000万円を乗じ、これを下記5.

記載の行使価額で除した数とする。 

3. 本新株予約権の払込金額 

 １個あたり５万円とする。 

4. 払込期日及び本新株予約権の割当日 

資産 負債

項目
帳簿価額 
(百万円）

項目
帳簿価額
(百万円）

流動資産 88 流動負債 15

固定資産 237 固定負債 3

合計 326 合計 18



 平成18年９月26日（香港時間） 

5. 本新株予約権の行使に際して出資の目的とする財産 

(1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、金銭又は第１回ファシリティー契約又は第

２回ファシリティー契約に基づく当社に対する一切の金銭債権とする。 

(2) 当初における行使価額 

 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株あたりの財産の価額（以下、「行使

価額」という。）は、当初、50,798円（平成18年９月12日（当日を含む）からの５連続取引日

の、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の売買高加重平均価格の単純平均値の

100％）とする。行使価額は、募集要項に定める条件に基づき修正される。 

6. 本新株予約権を行使することができる期間 

 平成18年９月27日から平成20年９月26日（いずれも日本時間）まで。 

7. 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金 

 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会計計算規則

第40条第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とする。その残額を

増加する資本準備金の額とする。 

8. 募集の方法 

 第三者割当の方法により、全ての新株予約権を、Lehman Brothers Commercial Corporation 

Asia Limited （特定海外投資家) に割り当てる方法による。 

  

本新株予約権行使手取金額は、第１回新株予約権及び第２回新株予約権の発行に先立ちリーマン・

ブラザーズ証券会社との間で実行された第１回ファシリティー契約及び第２回ファシリティー契約に

基づく借入れの返済に使用される予定である。当該借入れの概要は以下のとおりである。 

1. 借入先の名称 

 リーマン・ブラザーズ証券会社 

2. 借入金額 

 計10億円 

3. 借入日 

 平成18年９月26日 

4. 利率 

 １ヶ月ＬＩＢＯＲ（スクリーンレートまたはロンドンの銀行市場間のレート） 

5. 返済期限 

 ２年 

 なお、当社は上記新株予約権の全部または一部を消却または再購入する通知を予定日の１ヶ月

前までに行うことにより、借入れの全部または一部を期限前償還することができる。一方、上記

新株予約権の募集要項に定める条件に基づき修正された新株予約権の行使価額が一定期間当初行

使価額の50％を下回った場合、リーマン・ブラザーズ証券会社は契約に定める条件により借入金

の全部または一部の返済を当社に求めることができる。 

6. 担保 

 無 

7. 保証人 

 当社子会社である株式会社メディビック（平成18年７月３日付の当社の会社分割による純粋持

株会社への移行にあたり、新たに設立した会社）ならびに株式会社メディビック・アライアンス



8. 資金使途 

 創薬事業、投資事業及び事業拡大の運転資金 

  

当中間会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

(重要な連結範囲の変更） 

連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスは、平成19年７月２日付で第三者割当増資

を実施し、提出会社の持分比率が100％から25％に低下したため、子会社に該当しないこととなりま

した。 

 この結果、翌第３四半期連結会計期間以降において、同社は連結の範囲から除外され、持分法適用

関連会社となります。 

  

(株式取得による子会社化（株式会社サイトクオリティー）） 

詳細については、連結財務諸表における「重要な後発事象」記載のとおりであります。 

  

(新株予約権付社債の発行） 

詳細については、連結財務諸表における「重要な後発事象」記載のとおりであります。 

  

前事業年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期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)有価証券報告書 
  及びその添付書類

事業年度 自 平成18年１月１日
（第７期）至 平成18年12月31日

平成19年３月30日   
関東財務局長に提出

(2)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19年８月13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３号（特定子会社の異
動）の規定に基づくもの

平成19年８月21日   
関東財務局長に提出

(4)有価証券届出書 
  及びその添付書類

その他の者に対する割当（転換社債型
新株予約権付社債による募集）

平成19年８月23日   
関東財務局長に提出

(5)有価証券届出書の 
  訂正届出書

(4)の有価証券届出書に係る訂正届出
書であります。

平成19年８月28日   
関東財務局長に提出



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

株 式 会 社 メ デ ィ ビ ッ ク グ ル ー プ 

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メディビッ

クグループ（旧会社名 株式会社メディビック）の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの連結会計年度の中間連結会

計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結

損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務

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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社メディビックグループ（旧会社名 株式会社メディビック）及び連結子会社の平成１８年６月３０日現在の財政状態並び

に同日をもって終了する中間連結会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １.中間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ているとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産

の減損会計基準を適用して中間連結財務諸表を作成している。 

 ２.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年７月３日付けで純粋持株会社へ移行した。 

 ３.重要な後発事象に記載されているとおり、平成１８年９月１１日開催の取締役会において新株予約権の発行及び借入れが決議さ

れ、平成１８年９月２６日に実施した。 

  

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、中間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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      



独立監査人の中間監査報告書 
   

平成19年９月27日

株式会社メディビックグループ 

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

ている株式会社メディビックグループの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連

結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算

書について中間監査を行った。この中間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

の立場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような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。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、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、株式会社メディビックグループ及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１． 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスは、平成

19年７月２日に第三者割当増資を実施し、会社の持分比率が100％から25％に低下したため、子会社

に該当しないこととなった。 

２． 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年７月25日開催の取締役会において、株式会社サイ

トクオリティーの株式を取得し子会社化することを決議し、平成19年７月31日に株式を取得した。 

３． 重要な後発事象に記載のとおり、平成19年８月23日開催の取締役会において、第三者割当による第

２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議

し、平成19年９月７日に実施した。 

  

 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

  

監査法人 よつば綜合事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士  神  門    剛   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  片  岡    誠   ㊞

（※）上記は、中間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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１８年９月２７日

株 式 会 社 メ デ ィ ビ ッ ク グ ル ー プ 

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メディビッ

クグループ（旧会社名 株式会社メディビック）の平成１８年１月１日から平成１８年１２月３１日までの第７期事業年度の中間会計

期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び

中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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

場から中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社メディビックグループ（旧会社名 株式会社メディビック）の平成１８年６月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間

会計期間（平成１８年１月１日から平成１８年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 １.重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成１８年７月３日付けで純粋持株会社へ移行した。 

 ２.重要な後発事象に記載されているとおり、平成１８年９月１１日開催の取締役会において新株予約権の発行及び借入れが決議さ

れ、平成１８年９月２６日に実施した。 

  

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、中間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(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 安   義 利 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 村 山 憲 二 

      



独立監査人の中間監査報告書 
   

平成19年９月27日

株式会社メディビックグループ 

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

ている株式会社メディビックグループの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第８期事業年度の中

間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

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。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、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、株式会社メディビックグループの平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示している

ものと認める。 

  

追記情報 

１． 重要な後発事象に記載のとおり、連結子会社である株式会社メディビック・アライアンスは、平成

19年７月２日に第三者割当増資を実施し、会社の持分比率が100％から25％に低下したため、子会社

に該当しないこととなった。 

２． 重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成19年７月25日開催の取締役会において、株式会社サイ

トクオリティーの株式を取得し子会社化することを決議し、平成19年７月31日に株式を取得した。 

３． 重要な後発事象に記載のとおり、平成19年８月23日開催の取締役会において、第三者割当による第

２回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第３回無担保転換社債型新株予約権付社債の発行を決議

し、平成19年９月７日に実施した。 

  

 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

  

監査法人 よつば綜合事務所

指定社員
業務執行社員

公認会計士  神  門    剛   ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  片  岡    誠   ㊞

（※）上記は、中間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(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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