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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

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成16年７月平成17年７月平成18年７月平成19年７月平成20年７月

売上高 (千円) 670,065624,3491,017,262388,505559,941

経常損失 (千円) 952,8631,460,626238,752248,558127,044

当期純損失 (千円) 942,6292,274,220394,248262,228309,905

純資産額 (千円) 649,3141,139,268742,826789,4771,479,584

総資産額 (千円) 1,652,0332,289,459993,7571,187,4591,568,326

１株当たり純資産額 (円) 20,010.94153.96 100.34 93.07 93.11

１株当たり当期純損失
金額

(円) 34,233.85601.33 53.26 32.10 26.21

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 39.3 49.8 74.8 66.5 94.3

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △637,271△742,354△454,067△242,954△923,466

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △30,227△550,877△46,954 △8,977 △70,358

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,176,8282,007,108△331,818464,023690,083

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 592,1231,306,000515,686727,777424,036

従業員数 (名) 73 59 51 44 35

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２　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。

３　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。

４　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。
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(2) 提出会社の経営指標等

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成16年７月平成17年７月平成18年７月平成19年７月平成20年７月

売上高 (千円) 659,265515,201461,984 39,555 34,094

経常損失 (千円) 963,8371,438,412282,972191,045177,349

当期純損失 (千円) 949,8892,246,365447,970191,729326,734

資本金 (千円) 760,0502,143,3722,144,3722,298,8122,802,522

発行済株式総数 (株) 32,4487,399,571.777,402,771.778,482,771.7715,890,149

純資産額 (千円) 634,0661,151,874705,904823,0541,496,332

総資産額 (千円) 1,646,5222,195,074917,5821,174,9781,524,460

１株当たり純資産額 (円) 19,541.01155.67 95.35 97.02 94.17

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―
(内１株当たり中間配
当額)

(円) (―) (―) (―) (―) (―)

１株当たり当期純損
失金額

(円) 34,497.53593.96 60.52 23.47 27.64

潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金
額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 38.5 52.5 76.9 70.0 98.2

自己資本利益率 (％) ― ― ― ― ―

株価収益率 (倍) ― ― ― ― ―

配当性向 (％) ― ― ― ― ―

従業員数 (名) 48 35 31 13 7

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　 ２　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。

３　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。

４　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。
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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）

平成17年12月東京都中央区日本橋蛎殻町へ本社移転

平成18年８月  株式会社モス・イーソリューション設立（連結子会社）

平成19年２月 株式会社クリニカルイノベーションを株式会社モス・インベストメンツへ社名変更

平成19年２月 株式会社エスエムオーデータセンターを株式会社モス・アドバイザーズへ社名変更

平成20年２月 株式会社モス・インベストメンツを株式会社モス・ファイナンスへ社名変更

平成20年４月 東京都中央区日本橋小伝馬町へ本社移転
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３ 【事業の内容】

当社グループは、当社、㈱モス・イーソリューション（連結子会社）、㈱コスメックス（連結子会

社）、㈱モス・ファイナンス（連結子会社）、㈱モス・アドバイザーズ（連結子会社）、及び北京協薬

臨床薬理実験技術服務有限公司（非連結子会社かつ持分法非適用会社）の計６社で構成されておりま

す。当社グループの事業目的は医薬品、化粧品等の臨床試験受託から、ファイナンス業務、アドバイザ

リー業務、エビデンス収集、商品開発、販売機能にまで及ぶ総合的企業グループとして拡大して参りた

いと考えております。当社グループの事業の種類別セグメントは、(1)EDC（Electronic data

capturing）サービス事業、（2）化粧品等評価試験事業、（3）医薬品治験業務受託事業、（4）ファイ

ナンス事業、(5)その他のサービス事業に分かれており、医療分野を中核としたサービスを事業展開し

ております。

　

（１）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。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。今期は更に新しい概念のEDC

システム「Intelligent PDF Solution」も当社新サービスとしてラインナップに加えました。今後は

データマネジメント業務へ本格参入し、受託業態を一部拡大し、受託拡大につなげてまいります。

 

（２）化粧品等評価試験事業

　㈱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。

 

（３）医薬品治験業務受託事業

　㈱コスメックスにおきまして、臨床試験の実施にあたり、医療機関での治験実施体制の整備、治験コー

ディネーター（CRC）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会の開催支援などを

行っております。また、都内に業務提携を行っている医療機関(皮膚科、呼吸器科、婦人科)を7施設有し

ておりますので、この医療機関で行う治験の全面的な支援を実施しております。

 

（４）ファイナンス事業

㈱モス・ファイナンスでは動産担保及び債権の流動化をメインとしたファイナンス事業を実施して

おります。

 

（５）その他のサービス事業

㈱モス・イーソリューションではCRO事業として症例登録、薬剤割付、データマネジメント業務、統計

解析業務を実施しております。その他マーケティングサポートサービスを製薬会社から受託をしており
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ます。また㈱モス・アドバイザーズではコンサルティング事業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。

 

　　

(注1)　㈱モス・インベストメンツは平成20年２月６日より商号を㈱モス・ファイナンスに変更し、医療分野を

中心とした 医・美・食 に関する事業へ財務支援を念頭においた業務を開始いたしました。

(注2)　㈱モス・アドバイザーズの主要事業が派遣業でないため、スタッフの派遣からサービスの提供に統一い

たしました。
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４ 【関係会社の状況】

 
 

名　称 住　所 資本金
主要な事業
の内容

議決権の所有
（被所有）割合

 
関係内容

所有割合
（％）

 

被所有割合
（％）

 

(連結子会社)
株式会社モス・
イーソリューショ
ン

東京都
中央区

25,000
(千円)

ＥＤＣサービ
ス事業
その他のサー
ビス事業

100.00 ―

 
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・ＣＲ
Ｆ電子化支援サービスを
提供しております。また、
当社は同社の事業資金の
一部について融資をして
おります。

 

(連結子会社)
株式会社コスメッ
クス

東京都
中央区

18,000
(千円)

化粧品等評価
試験事業
医薬品治験業
務受託事業
その他のサー
ビス事業

100.00 ―

 
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。

 

(連結子会社)
株式会社モス・
ファイナンス

東京都
中央区

30,000
(千円)

ファイナンス
事業

100.00 ―

 
医療分野を中心とした医
・美・食に関する事業へ
の投資及び財務支援を念
頭においた業務を開始い
たしました。

(連結子会社)
株式会社モス・ア
ドバイザーズ

東京都
中央区

10,000
(千円)

その他のサー
ビス事業

100.00 ―

 
医療機関に対し複合的な
金融アドバイス、経営管理
の人材紹介、紹介予定派遣
及び国内外の医療に関心
のある関連企業のビジネ
ス展開に関するコンサル
ティング等を行っており
ます。

 

(親会社)
日本アジアホール
ディングズ株式会
社

東京都
千代田区

2,641,178
（千円）

投資再生事業 ― 62.65
資本提携先であります。

役員の兼任　２名

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

　　　 ２　株式会社モス・イーソリューションについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売
上高に占める割合が10％を超えております。

　　　 　　主要な損益情報等　① 売上高　　　　　　 215,587千円
　　　 　　　　　　　　　　　② 経常利益   　　　　　6,684千円
　　　 　　　　　　　　　　　③ 当期純損失 　　　　  2,114千円
　　　 　　　　　　　　　　　④ 純資産額　　 　　　 12,711千円
　　　 　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額　　 　　　 57,799千円

 

　　　 ３　株式会社コスメックスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める
割合が10％を超えております。

　　　　 　主要な損益情報等　① 売上高　　 　　　　275,220千円
　　　 　　　　　　　　　　　② 経常利益　 　　　　 80,117千円
　　　 　　　　　　　　　　　③ 当期純利益 　　　　 55,688千円
　　　 　　　　　　　　　　　④ 純資産額　　　　　 203,158千円
　　　 　　　　　　　　　　　⑤ 総資産額　　　　　 240,915千円　
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年７月31日現
在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

EDCサービス事業 14

化粧品等評価試験事業 3

医薬品治験業務受託事業 6

ファイナンス事業 2

その他のサービス事業 3

全社(共通) 7

合計 35

(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　従業員が前連結会計年度末に比べて9名減少しておりますが、主として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20年７月31日現
在

従業員数（人） 平均年齢（才） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（千円）

7 36.5 3.85 4,683

(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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

医薬品開発関連業界におきましては、急速に進む少子高齢化、経済の停滞等に伴い、抜本的な医療制度

改革が進められ、また後発品使用促進を始めとする薬剤費抑制の影響や企業間競争の激化もあり、製薬

企業各社に対して、国内では厳しい状況が続いておりますが、一方ではグローバル展開も進み、増収増益

を続けており業績は堅調に推移しております。こうした中、製薬企業各社は、新たなる新薬開発のため

に、より早い開発期間の実現を目指しアウトソーシングを積極的に活用していることから、国内のCRO

（Contract Research Organization=開発業務受託機関）及びSMO（Site Management Organization=治

験施設支援機関）事業は総じて堅調に推移しております。マーケット規模（日本CRO協会資料）も2007

年度は950億円に達し、今年度は1,000億以上迄拡大することが想定されております。

当社グループは㈱モス・イーソリューションを通して、医薬品の臨床開発領域における症例登録、

EDCサービスを中心に業務展開を進めたほか、㈱コスメックスにおいてはSMO(Site Management

Organization＝治験施設支援機関)分野での業務展開を中心に、化粧品等評価試験事業、被験者の募集

サービス等も展開致しました。さらには当社が永年培った医療業界での経験、人脈、ノウハウをより多

角的に発展させるために㈱モス・ファイナンス（旧㈱モス・インベストメンツ）での医・美・食を

キーワードとしたファイナンスサービス、㈱モス・アドバイザーズでのコンサルティングサービスを

開始致しました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高559百万円(前年同期比44.1％増)、経常損失127百万円

（前年同期比48.9％減）、当期純損失309百万円（前年同期比18.2％増）となり前連結会計年度に比べ

売上高は増加し、経常損失は縮小、当期純損失は増加いたしました。

 

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。

EDC（Electric Data Capturing=治験データ電子収集システム）サービス業務につきましては、引き

続き当社グループの中核をなす事業領域であると位置づけており、㈱モス・イーソリューションを通

じて、事業基盤の一層の強化に取り組んでおります。当連結会計年度におきましては、同事業の売上高

は84百万円(前年同期比33.0％減)となり、営業損失は42百万円（前年同期比63.5％増）となっており

ますが、これは一時的な現象であり依然としてマーケット自体は拡大傾向にあります。

 

化粧品等評価試験事業につきましては、㈱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。当連結会計年度の売上高は55百万円(前年同期比4.4％増)となり営業損失は46

百万円（前年同期比20.7％減）となりました。引き続き受託方法を見直し収益率の改善に努めておりま

す。

 

医薬品治験業務受託事業につきましては、㈱コスメックスにおきまして、医療機関での治験実施体制

の整備、治験コーディネーター（CRC）による被験者対応、症例報告書作成の補助、被験者募集説明会の

開催支援などを行っております。同事業分野に関わる当連結会計年度の売上高は219百万円(前年同期比

109.7％増)となり営業利益は90百万円（前年同期比390.9％増）となり、前年同期比大幅な増益となっ

ております。受注状況は皮膚科領域を中心に引き続き堅調に推移しております。

 

ファイナンス事業につきましては、㈱モス・ファイナンス（旧㈱モス・インベストメンツ）におきま

して、今期からスタートした動産担保及び債権の流動化をメインとしたファイナンス事業が好調で、当

連結会計年度の売上高は36百万円、営業利益は4百万円となりました。
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その他のサービス事業につきましては、㈱モス・イーソリューションにおきまして、症例登録・薬剤

割付業務等CRO事業が堅調に推移致しました。また製薬企業等へ向けての個別調査案件をおこなってお

ります。個別調査案件については、前連結会計年度に、従来の開業医中心の調査から病院も含めたマル

チクライアント調査へと、領域を拡充し売上、利益共に拡大致しました。㈱モス・アドバイザーズにお

きましては、今期より企業向けのコンサルティング事業を開始致しました。その結果、当連結会計年度

の売上高は164百万円、営業利益は66百万円となりました。

 

(注)　事業の種類別セグメントについては、第５　経理の状況　１（1）連結財務諸表　注記事項（セグ

メント情報）事業の種類別セグメント情報　当連結会計年度の（注）5に記載のとおり、事業区分を変

更しております。このため、当該項目における生産高の前年同期比については、前連結会計年度分を遡

及修正した金額に基づき算出しております。

 

(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、営業活動にて使用した資

金が923百万円、投資活動にて使用した資金が70百万円、ならび財務活動にて調達した資金が690百万円

であり、この結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度と比べ303百万円の減少となり、当連結会計年

度末残高は424百万円(前年同期比41.7％減)となりました。

 

（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、923百万円（前年同期比280.1％増）となりま

した。これは、ファイナンス事業における営業貸付金の増加が895百万円となったこと、税金等調整前当

期純損失が291百万円（うち投資有価証券評価損134百万円）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、70百万円（前年同期比683.7％増）となりま

した。これは、敷金・保証金の差入による支出47百万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、690百万円（前年同期比48.7％増）となりま

した。これは主として新規株式発行による収入995百万円がある一方で、社債の償還による支出300百万

円があったことによるものであります。
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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。

 

区分 生産高(千円) 前年同期比(％)

EDCサービス事業 109,961 △21.6

化粧品等評価試験事業 67,050 △17.7

医薬品治験業務受託事業 85,738 ＋69.1

ファイナンス事業 212 ―

その他のサービス事業 93,525 ＋13.2

合計 356,489 ＋0.4

(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。

 

区分 受注高(千円)
前年同期比
(％)

受注残高(千円)
前年同期比
(％)

EDCサービス事業 150,758 ＋90.1 134,010 ＋97.9

化粧品等評価試験事業 29,619 △61.7 10,272 △71.2

医薬品治験業務受事業 199,021 ＋65.5 121,929 △14.6

ファイナンス事業 36,351 ― ― ―

その他のサービス事業 120,333 △0.3 5,500 △88.9

合計 536,083 ＋34.6 271,713 △8.1

(注)　１　金額は販売価格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。
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(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。

 

区分 販売高(千円) 前年同期比(％)

EDCサービス事業 84,476 △33.0

化粧品等評価試験事業 55,057 ＋4.4

医薬品治験業務受託事業 219,809 ＋109.7

ファイナンス事業 36,351 ―

その他のサービス事業 164,246 ＋56.5

合計 559,941 ＋44.1

(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。

 

相手先

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

ワイス㈱ 19,741 5.1 5,573 1.0

キリンファーマ㈱ 18,596 4.8 23,860 4.3

マルホ㈱ ― ― 80,600 14.4
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３ 【対処すべき課題】

当連結会計年度におきましては、前期に引き続き財務体質の改善に取り組み、また既存事業の再生

を行いました。今期は収益の改善にまでは至りませんでしたが、来期は当グループ黒字化のために、

当社グループがビジネスドメインの中核に据えてきた医薬品開発支援ビジネスの一層の売上・利益

拡大、また新たにスタートした動産を担保としたファイナンス事業、コンサルティング事業の拡大に

より、事業再生、事業の拡大を推進してまいります。次に当連結会計年度で第三者割当増資にて調達

した資金を有効に活用し上記既存事業の拡充とともに新たなる収益機会が望める投資等の準備が進

んでおります。これらに対応した当グループの事業戦略を統括すべき体制強化が必要となります。更

には今期より適用されますJ-SOX法に基づく内部統制強化の遂行が必要となります。

 

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。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものであり

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

㈱モス・イーソリューションはEDC（治験データ電子収集）システム、データマネジメントをはじ

めとするCRO事業を受託しております。㈱コスメックスでは提携施設への治験コーディネーターの派

遣を通しての医薬品臨床試験受託サービスを行っております。いずれも製薬会社の新薬開発に基づ

き業務を受託しております。製薬会社での新薬開発計画の遅れ、重篤な副作用発生に伴う開発の中止

等が発生致した場合、受託した案件の受託延期、あるいは受託中止となることがあります。その場合、

当初の計画に対すし修正が発生する可能性があります。

しかしながら、このような事態が発生する可能性は低く極めて希な事例でございます。

 

(2) 貸倒リスクについて

当社グループの㈱モス・ファイナンスで行っている動産担保及び債権の流動化をメインとした

ファイナンス事業に対し、顧客の経営状態により貸倒が発生する可能性があります。

しかしながら、与信管理での査定を厳格に行い、十分な担保を確保する等損失の発生を回避するた

めに対応をしておりますので、多額の貸倒損失が発生する可能性は極めて低くなっていると考えて

おります。

 

(3) 人材の確保について

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。
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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

とする事象及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、適切な仮定及び情報による見積

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、事業撤退損失引当金、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、見積り及び判断は、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

当社グループは㈱モス・イーソリューションを通して、医薬品の臨床開発領域における症例登

録、EDCサービスを中心に業務展開を進めたほか、㈱コスメックスを中心にSMO(Site Management

Organization＝治験施設支援機関)分野での業務展開を中心に、化粧品等評価試験事業、被験者の

募集サービス等も展開致しました。さらには当社が永年培った医療業界での経験、人脈、ノウハウ

をより多角的に発展させるために㈱モス・ファイナンス（旧㈱モス・インベストメンツ）での医

・美・食をキーワードとしたファイナンスサービス、㈱モス・アドバイザーズでのコンサルティ

ングサービスを開始致しました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高559百万円(前年同期比44.1％増)、経常損失127百万

円（前年同期比48.9％減）、当期純損失309百万円（前年同期比18.2％増）となり前連結会計年度

に比べ売上高は増加し、経常損失は縮小、当期純損失は増加いたしました。

 

(3) 当連結会計年度の財政状態に関する分析

当連結会計年度末における財政状態につきましては、総資産は1,568百万円(前年同期比32.1％

増)、純資産は1,479百万円(前年同期比87.4％増)となりました。

 

（注）　事業の種類別セグメントについては、第５　経理の状況　１（1）連結財務諸表　注記事項

（セグメント情報）事業の種類別セグメント情報　当連結会計年度の（注）5に記載のとおり、事

業区分を変更しております。このため、当該項目における生産高の前年同期比については、前連結

会計年度分を遡及修正した金額に基づき算出しております。
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(4)　戦略的現状と見通し

当社グループは、医薬開発支援から発展し、持株会社化を機に、医・美・食 をキーワードとした

様々な事業拡大を図っております。

医薬品開発支援業務のマーケットは引き続き堅調に拡大しております。昨年度は950億、本年度は

1,000億を突破する予定でございます（日本CRO協会資料）。

まず、㈱モス・イーソリューションの事業基盤の強化を図るべく、医薬品開発支援ビジネスの中

のCRO事業で、売上が大きなデータマネジメント・解析業務に経営資源を投入しビジネスを強化、拡

充致します。これに当社グループが得意とするEDC（治験電子データ収集システム）を組み合わせ

た総合的な支援サービスを確立し、売上を拡大してまいります。治験ビジネスを病院側から支えて

いるSMO（Site Management Organization）である㈱コスメックスも、皮膚科を中心に、呼吸器科、

婦人科の提携医療機関に対する治験コーディネーターの支援業務が好調を持続しております。引き

続き施設の受託能力拡充に伴う症例数の拡大により売上拡大を狙うと共に、化粧品試験の受託方法

の改善に伴う収益のアップ、他SMOへの投資等積極的に展開してまいります。㈱モス・ファイナンス

では、当社グループの 医・美・食 関連事業等へのファイナンス業務と、財務支援サービスの提供

を主たる事業として、医療機関、薬局、治験関連事業者へのファイナンス、商社、卸・小売業への動産

担保金融、医療分野等のシステムやハード機器のリース、店舗等の債権の流動化事業を展開し、新し

い金融支援ビジネスを確立してまいります。㈱モス・アドバイザーズは、病院等医療・美容関連施

設や、小売店舗等への人材サービス事業及び、新規事業の提案、ビジネス・プロセスの改善、協業提

案等を通じた事業支援サービスの提供を行い、事業拡大してまいります。

今後、更に企業理念のもとに、医・美・食をキーワードとして新しい事業モデル創設、投資、買収

も含む事業拡大を積極的に進めてまいります。

 

(5) 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

当期純損失やファイナンス事業における営業貸付金による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、グループ会社統合のための移転に伴う敷金保証金

の支出による支出に影響を受けております。

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は新規株式発行による収入及び社債の償還の影響を受

けております。　

②　財務政策

当社グループは、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。
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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、本社移転に伴う設備工事が発生したことと、受注案件増
加に対応するため及び子会社を中心として業務の効率化、改善を主眼にIT投資を実施致しました。
　当連結会計年度の設備投資等の総額は、33,726千円であります。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) EDCサービス事業

今後の受注案件拡大に対応するため、2,470千円のIT投資を実施致しました。

(2) 化粧品等評価試験事業
業務効率化のため、391千円のIT投資を実施致しました。

(3) 医薬品治験業務受託事業
業務効率化のため、1,048千円のIT投資を実施致しました。

(4) ファイナンス事業

新規事業開始のためのIT投資を1,102千円実施致しました。

(5) その他のサービス事業
　　　　　　　今後の受注案件拡大に対応するためのIT投資を3,806千円実施致しました。

(6) 全社共通
本社移転に伴う設備及び工事、業務効率化のためのIT投資を、総額24,906千円実施致しました。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

 

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)

本社
(東京都中央区)

その他のサービ

ス事業
本社設備等

建物
工具、器具
及び備品

ソフトウェ
ア

合計

7

10,2648,973   2,889  22,127

(注)１　現在休止中の主要な設備はありません。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

３　上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は下記のとおりです。

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)

その他のサービス事業 本社設備 1,504 2,313
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 (2）国内子会社

 

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)
建物

工具、器具

及び備品

ソフト

ウェア
合計

(株)モス・

イーソリュー

ション

本社
(東京都中央
区)

ＥＤＣサービス

事業

その他のサービ

ス事業

事務業務 ― 3,952 1,884 5,837 16

(株)コスメッ

クス

本社
(東京都中央
区)

化粧品等評価試

験事業

医薬品治験業務

受託事業

事務業務 8,642 8,915 2,201 19,759 9

(株)モス・

ファイナンス

本社
(東京都中央
区)

ファイナンス事

業
事務業務 ― 860 ― 860 3

(注)１　現在休止中の主要な設備はありません。

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

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。

 

 (2) 重要な設備の除却及び売却

該当事項はありません。
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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】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 63,500,000

計 63,500,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成20年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年10月30日)

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引

業協会名
内容

普通株式 15,890,14915,890,149

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 15,890,14915,890,149 ― ―

 (注) 「提出日現在発行数」欄には、平成20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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①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20年7月31日)

提出日の前月末現在
(平成20年9月30日)

新株予約権の数 12個 12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 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 　　　　　8,400株　(注)1 8,400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

代用払込みに関する事項 ―――――― ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

―――――― ――――――
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(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。

 

調整後行使額　＝　調整前行使価額　×　
１

分割・併合の比率

 

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。

 

    
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) 【ライツプランの内容】

当社は現状においてライツプランを導入しておりません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

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

平成16年６月４日(注)２ 32 27,448 1,000 490,050 1,000 430,500

平成16年７月23日(注)３ 5,000 32,448270,000760,050270,000700,500

平成17年１月1日～
平成17年１月31日
(注)４

7,092.1739,540.17499,9971,260,047500,0021,200,502

平成17年３月23日(注)５3,914,476.833,954,017―　 1,260,047 ― 1,200,502

平成17年３月25日(注)６ 4,000 3,958,0171,2501,261,2971,2501,201,752

平成17年４月７日(注)６ 3,200 3,961,2171,0001,262,2971,0001,202,752

平成17年４月18日～
平成17年４月28日
(注)４

117,647.044,078,864.0439,9991,302,29740,0001,242,752

平成17年５月11日(注)４29,411.764,108,275.809,9991,312,29710,0001,252,752

平成17年７月４日～
平成17年７月22日
(注)４

1,143,323.975,251,599.77379,9991,692,297380,0001,632,752

平成17年７月22日(注)７2,147,9727,399,571.77451,0742,143,372448,9262,081,678

平成17年11月17日(注)６ 1,6007,401,171.77500 2,143,872 500 2,082,178

平成17年12月15日(注)６ 1,6007,402,771.77500 2,144,372 500 2,082,678

平成18年11月15日(注)８1,080,0008,482,771.77154,4402,298,812154,4402,237,118

平成20年２月18日(注)９7,407,50015,890,271.77503,7102,802,522496,3022,733,420

平成20年６月23日(注)10△122.7715,890,149― 2,802,522 ― 2,733,420

(注)１　新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円

２　新株予約権行使、発行価格62,500円、資本組入額31,250円

　　　３　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。

４  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。

５　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。

 　　 ６  新株予約権行使　発行価格　625円　資本組入額　312.5円

７　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㈱

８　第三者割当増資、発行価格286円、資本組入額143円。割当先　Chan Chung Man、後藤哲二

９　第三者割当増資、発行価格135円、資本組入額68円。割当先　日本アジアホールディングズ㈱、淺野秀則

10　自己株式の消却による減少であります。
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(5) 【所有者別状況】

平成20年７月31日現
在

区分

株式の状況

単元未
満株式
の状況

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

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)

― 2 6 29 7 17 9,175 9,236 ―

所有株式数
(株)

― 1,0279,995,686119,264234,6591,019,1014,520,41215,890,149―

所有株式数
の割合(％)

― 0.01 62.9 0.75 1.48 6.41 28.45 100.0 ―

(注)1.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、2,849株含まれております。

 

(6) 【大株主の状況】

平成20年７月31日現
在

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 9,954,82462.65

チャン　チュン　マン

 

(常任代理人　

　　日本アジア証券株式会社）

FLAT H，11/F,18 FARM ROAD TO KWA WAN,

KOWLOON,HONG KONG

 

（東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目7番9号）

1,010,0006.36

淺野　秀則 東京都港区 778,3004.90

林　一郎 千葉県千葉市美浜区 197,0001.24

ジャパン　アジア　セキュリ

ティーズ　リミテッド

(常任代理人　

　　日本アジア証券株式会社）

34
TH
　FLOOR　NO.9 QUEEN’S ROAD CENTRAL HONG

KONG

 

（東京都中央区日本橋蛎殻町１丁目7番9号）

166,1441.05

川邊　家光 神奈川県中郡大磯町 99,915 0.63

吉田　實 東京都多摩市 98,722 0.62

後藤　哲二 東京都大田区 70,000 0.44

末長　誠 宮城県仙台市宮城野区 58,850 0.37

中島　和信 東京都渋谷区 55,000 0.35

計 ― 12,488,75578.59

(注)日本アジアホールディングズ株式会社は、平成20年２月18日に当社が第三者割当増資のため発行した株式を
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100％引き受けたことにより、当社の親会社に該当することとなっております。これに伴いチャン　チュン　マン

は主要株主でなくなっております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20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　―
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

15,890,149
15,887,300 ―

単元未満株式 　　普通株式　― ― ―

発行済株式総数 15,890,149 ― ―

総株主の議決権 ― 15,887,300 ―

(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2,849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2,849個は含まれておりませ

ん。

 

② 【自己株式等】

　　　　該当事項はありません。
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(8) 【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、平成13

年改正旧商法第280条ノ20および平成13年改正旧商法第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15年10

月29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。

 

 

①平成15年12月10日発行の新株予約権

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

代用払込みに関する事項 ――――――

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

――――――

 
（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。

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

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。

    
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  
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２ 【自己株式の取得等の状況】

 
【株式の種類等】　普通株式

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分 当事業年度 当期間

株式数（株） 処分価額の総額

（千円）

株式数（株） 処分価額の総額

（千円）

引き受ける者の募集

を行った取得自己株

式

－ － － －

消却の処分を行った

取得自己株式

122.77 － － －

合併、株式交換、会社

分割に係る移転を

行った取得自己株式

－ － － －

その他 － － － －

保有自己株式数 － － － －
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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、毎期の業績を考慮の上、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、決定することを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本方針としております。配当の決定機

関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

なお、当社は、会社法第454条第５項に規定する中間配当を行うことができる旨を定めております。

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】

 

回次 第10期 第11期 第12期 第13期 第14期

決算年月 平成16年７月 平成17年７月 平成18年７月 平成19年７月 平成20年７月

最高(円) 208,000
306,000

□19,760
997 420 368

最低(円) 105,000
87,000

□405
280 129 96

(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　□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】

 

月別 平成20年２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 187 162 135 142 130 131

最低(円) 118 116 122 127 108 98

(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。
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５ 【役員の状況】

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式
数(株)

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
 

昭和63年８月
 

平成元年９月
平成３年４月
平成９年３月
平成12年10月
平成15年12月
平成18年２月
平成18年８月

 
平成18年10月
平成19年10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
株式会社東京バイオケミカルリ
サーチインスト入社
株式会社エスアールエル入社
株式会社綜合臨床薬理研究所入
社
当社代表取締役社長
当社代表取締役会長
当社代表取締役社長
当社経営管理部長
株式会社モス・イーソリュー
ション代表取締役
当社取締役経営管理部長
当社代表取締役社長（現任）

平成19年10月
～平成21年10

月
197,000

取締役会

長
 山 下　哲 生

昭和26年12月20日
生

昭和53年4月
昭和56年12月
平成10年12月

 
平成13年5月

 
 

平成19年10月

大蔵省(財務省)入省
野村證券株式会社　入社
Japan Asia Holdings Limited(
香港)代表取締役兼CEO
日本アジアホールディングズ株
式会社 代表取締役(現　取締役会
長)
当社取締役会長（現任）

平成19年10月
～平成21年10

月
－

取締役  根 村　彰 夫　昭和27年10月3日生
昭和50年4月
平成12年12月
平成19年10月

株式会社 ダイエー　入社
株式会社　加ト吉　入社
当社取締役（現任）

平成19年10月
～平成21年10

月
－

取締役  清 見　義 明昭和38年4月17日生

昭和61年4月
 

平成13年4月
 

平成14年3月
平成17年3月

 
平成19年10月

株式会社三菱銀行（現三菱東京
UFJ銀行）入行
アメリカンインターナショナル
グループ株式会社
マニュライフ生命保険株式会社
日本アジアホールディングズ株
式会社　投資部長(現任)
当社取締役（現任）

平成19年10月
～平成21年10

月
－

取締役
経営管
理部本
部長

石 川  久 美
昭和42年６月19日

生

平成２年4月
平成４年4月
平成10年４月

 
平成17年５月

 
平成20年３月

野村證券株式会社　入社
株式会社サザビー　入社
ジョンソンディバーシー株式会
社　入社
株式会社フィリップスエレクト
ロニクスジャパン 入社
当社取締役（現任）

平成20年３月
～

平成21年10月
－

常勤監査

役
 石　井 　　惠

昭和12年５月12日
生

昭和37年４月
昭和43年５月
昭和47年11月
昭和50年９月
平成14年２月
平成15年１月
平成15年10月

山一證券株式会社入社
株式会社龍角散入社
株式会社特殊分析研究所入社
同社取締役
当社入社　総務部長
人事総務部長
当社監査役(現任)

平成19年10月
～平成23年10

月
－

監査役  林　　　利 彦
昭和９年12月13日

生

昭和36年４月
昭和61年６月
平成５年６月

 
平成７年４月

 
平成16年10月

三菱製鋼株式会社入社
MSMカナダINC.代表取締役社長
ダイヤメディカル株式会社代表
取締役社長
ダイメック株式会社代表取締役
社長
当社監査役（現任）

平成20年10月
～平成24年10

月
－

監査役  髙 橋　正 人昭和10年1月18日生

昭和35年4月
昭和35年4月

 
昭和44年4月
昭和44年9月

 
昭和46年12月

 
昭和50年1月

 
平成15年8月

 
平成19年10月

医師国家試験合格
慶応義塾大学医学部内科学教室
入局
慶応義塾大学医学博士授与
外務省医務官（在レバノン共和
国　日本大使館在勤）
神奈川県川崎市川崎市立川﨑病
院内科医長
野村證券株式会社　健康管理セン
ター所長
日本アジア証券株式会社産業医
（現任）
当社監査役（現任）

平成19年10月
～平成23年10

月
－

計 197,000
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（注）1. 取締役　山下 哲生氏、清見 義明氏は、会社法第２条第15号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、髙橋正人氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
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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) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 当社のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の概要は、提出日現在下記の通りであ

ります。

 

 

 

 　 ② 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項

常勤取締役が幹部社員からの業務報告を受け日常的な業務を執り行ない、業務運営上の事

項を審議し業務の効率化を図り、監査役会は取締役会議事録、稟議書その他重要書類を閲覧

し、外部弁護士等から助言を受け必要に応じて意見交換会を開催する他、会計監査人と協議

を行い適時会計面でのアドバイスを受け、会計監査人との協議を通じて、監査役会は自ら果

たすべき監査業務を遂行することとしております。
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③ 会社と会社の社外取締役および社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他

の利害関係の概要

　　社外取締役および社外監査役については該当事項はありません。

 

④ 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための強力な牽制機能を

働かせるため、取締役会に必ず社外取締役を参加させることとします。

また当社取締役及びグループ各社の代表取締役は、グループの従業員に対するコンプラ

イアンス教育及び啓発活動を常時行います。

取締役または従業員が法令または定款違反の疑義のある行為を発見した場合速やかに

社外取締役、経営管理部、社外弁護士等に通報（匿名も可）しなければならないことを全

社的に周知徹底し、通報の重要性に応じて取締役会または経営管理部が再発防止策を策定

いたします。会社は、通報内容を秘守し、通報者に対して、不利益な扱いを行わないことと

します。

 

ロ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社取締役の職務の執行に関する情報は、法令並びに「文書管理規則」等の社内諸規程

に基づき、適切に保存し管理を行います。また、監査役会から閲覧を求められたときは、取

締役は速やかに情報等を提出するものとします。

 

ハ．損失の危機管理に関する規程その他の体制

当社並びにグループ各社の事業活動におけるリスクを洗い出し、リスク管理が適切にな

されるよう随時体制を見直します。

個々のリスクについては、「業務分掌規則」に定める主管各部署において社内諸規程等

を制定及び整備するものとします。

また組織横断的リスクの状況の監視並びに全社的対応は経営管理部の主導のもと行う

ものとし、更に事業活動に重大な影響を及ぼす可能性のあるリスクについては、代表取締

役が速やかに対応責任者となる取締役を定め、当該取締役は影響を最小限に抑制するよう

迅速に対応するものとします。

 

ニ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役は、職務の執行が効率的に行われるよう取締役会を毎月１回行うとともに、必要

に応じて臨時取締役会を開催し、議案の審議及び業務の報告並びに十分な意見交換を行う

など取締役間の連携を図り、経営環境に迅速に対応するよう意思決定を執り行います。

また、取締役会の決定に基づく職務の執行については、社内諸規程等において責任と権

限を明確にし、取締役及び従業員が適切かつ迅速に執行するものとします。

執行役員制度を採用し、経営と業務執行の役割分担を明確化して効率的な経営を推進し

ております。

 

ホ．当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確

保するための体制

当社は、グループ各社の業務の適正について「関係会社管理規程」等の社内諸規程に基

づきグループの管理体制を明確にし、コンプライアンス、リスク管理、人事制度、決裁制度、

財務報告等の体制を構築、運営いたします。これらは当社経営管理部が規程に準じて主導

し、各社協議のうえ行います。
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またグループ管理体制の一環として、当社取締役並びにグループ各社取締役を中心に毎

月定例会を実施し、重要事項の報告や協議を行い、グループにおける経営課題の共有と解

決に努めるものとします。

 

ヘ．監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する事項

現在監査役会の職務を補助すべき従業員はおりませんが、監査役会より請求があった場

合には、監査役会と取締役会との協議により、取締役の指揮命令に属しない専属の従業員

を定めるものとします。

 

ト．監査役会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項

当該専属従業員の異動については監査役会の承認を得るものとします。また、専属従業

員は取締役から独立して監査役の指揮命令に服するものとし、その人事評価は常勤監査

役の意見を徴してこれを尊重するものとします。

 

チ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する

体制

取締役及び従業員は、監査役に対して、以下の必要な報告及び情報提供を速やかに行う

ものとします。

①当社及びグループ全体に重大な影響を及ぼす事項

②内部監査の実施状況

③不正行為または法令及び定款に違反する重大な事実

④重要な開示書類の内容

監査役は、取締役会やその他の重要な会議への出席、並びにこれらの会議の議事録等の

文書の閲覧をいつでも行うことができるものとします。

取締役及び従業員は、その業務執行について監査役から説明または資料の提出を求めら

れた場合は、速やかに内容を報告するものとし、監査役からの指摘事項や改善勧告事項が

あった場合については、対処の進捗状況を報告することといたします。

 

リ．その他監査役の監査が実効的に行われていることを確保するための体制

監査役会は取締役会議事録、稟議書その他重要書類を閲覧し、外部弁護士等から助言を

受け必要に応じて意見交換会を開催いたします。

当社及びグループ各社の重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を的確に把握する

ため、会計監査人と協議を行い適時会計面でのアドバイスを受け、会計監査人との協議を

通じて監査役会は自ら果たすべき監査業務を遂行するものとします。
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(3) 役員報酬の内容

当事業年度に取締役及び監査役へ支払った報酬の内容は次のとおりであります。

区分
社内取締役 社外取締役

支給人員
（名）

支給額
(千円)

支給人員
（名）

支給額
(千円)

定款又は株主総会決議に基づく
報酬

3 35,424 － －

計 3 35,424 － －

 

区分
社内監査役 社外監査役 計

支給人員
（名）

支給額
(千円)

支給人員
（名）

支給額
(千円)

支給人員
（名）

支給額
(千円)

定款又は株主総会決議に
基づく報酬

－ － 2 2,400 5 37,824

計 － － 2 2,400 5 37,824

 

(4) 監査報酬の内容

　　公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬22,000千円

　　上記以外の報酬はありません。

 

(5) 会計監査の状況

　　会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく会計監査をアスカ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

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　　　福島 正己、城 哲哉

　・会計監査業務に係る補助者の構成　　　　公認会計士　　3名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会計士補　　　2名

 

(6) 取締役の定数

当社の取締役は７名以内とする旨を定款で定めております。

 

EDINET提出書類

株式会社モスインスティテュート(E05295)

有価証券報告書

33/93



(7) 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の３

分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議

は累積投票によらない旨を定款で定めております。

 

(8) 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

　①自己株式の取得

　　当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役

会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めており

ます。

　②中間配当

　　当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第５項の規定により、取締役会の

決議によって毎年1月31日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めており

ます。

　③取締役及び会計監査人の責任免除

　　当社は、取締役及び会計監査人が職務の遂行に当たり期待される役割を充分に発揮できるよう、

会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含

む。）及び会計監査人（会計監査人であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。
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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。

なお、前連結会計年度(平成18年8月1日から平成19年7月31日まで)は、改正前の連結財務諸表規

則に基づき、当連結会計年度(平成19年8月1日から平成20年7月31日まで)は、改正後の連結財務諸

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。

　　　　なお、前事業年度(平成18年8月1日から平成19年7月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基づき、当事業年

度(平成19年8月1日から平成20年7月31日まで)は、改正後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、前連結会計年度(平成18年８月１日から平成19年７月31日まで)及び前事業年度(平成18年

８月１日から平成19年７月31日まで)は旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当連結会計年

度(平成19年８月１日から平成20年７月31日まで)及び当事業年度(平成19年８月１日から平成20年７

月31日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ連結財務諸表及び財務諸

表について、アスカ監査法人の監査を受けております。
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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19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20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   747,777  444,036 

２　受取手形及び売掛金   88,701   30,009 

３　営業貸付金   ―   869,929 

４　買入債権   ―   25,116 

５　たな卸資産   40,041   17,647 

６　その他   44,142   24,965 

　貸倒引当金   △9,500   ―  

流動資産合計   911,16376.7  1,411,70590.0

Ⅱ　固定資産        

１　有形固定資産            

(1) 建物  23,764   34,147   

減価償却累計額  △10,991 12,772  △15,239 18,907 

(2) 工具、器具及び備品  48,053   53,323   

減価償却累計額  △33,877 14,176  △30,621 22,701 

有形固定資産合計   26,9492.3  41,6092.7

２　無形固定資産        

(1) ソフトウェア   3,157   6,975  

(2) のれん   96,156   60,097 

(3) その他   226   226  

無形固定資産合計   99,5408.4  67,2994.3

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   135,000  4  

(2) 長期債権   ―   23,500 

(3) 敷金保証金   ―   47,707 

(4) その他   14,807   ―  

(5) 貸倒引当金   ―   △23,500 

投資その他の資産合計   149,80712.6  47,7123.0

固定資産合計   276,29623.3  156,62110.0

資産合計   1,187,459100.0  1,568,326100.0
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前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20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   16,118   5,988  

２　新株予約権付社債 　  300,000  ―  

　３　未払金   21,718   23,898  

　４　未払法人税等   6,647   25,097  

　５　前受金   24,157   18,793  

　６　預り金   4,383   4,133  

　７　賞与引当金   6,450   3,966  

８　事業撤退損失引当金   7,168   ―  

９　その他   9,024   6,130  

　　流動負債合計   395,66833.3  88,0075.6

Ⅱ　固定負債        

　１　長期未払金   2,313   733  

　　固定負債合計   2,3130.2  733 0.0

　　負債合計   397,98233.5  88,7415.7

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   2,298,812  2,802,522 

２　資本剰余金   2,237,118  2,733,420 

３　利益剰余金   △3,746,126  △4,056,358 

４　自己株式   △326   ―  

株主資本合計   789,47766.5  1,479,58494.3

純資産合計   789,47766.5  1,479,58494.3

負債純資産合計   1,187,459100.0  1,568,326100.0
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② 【連結損益計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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   388,505100.0  559,941100.0

Ⅱ　売上原価   332,02185.5  356,48963.7

売上総利益   56,48314.5  203,45236.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1  291,55375.0  335,82460.0

　　　営業損失   235,070△60.5  132,372△23.6

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息及び配当金  406   1,055   

２　消費税還付加算金収入  35   ―   

３　償却済保証金戻入  50   ―   

　４　違約金収入  ―   5,500   

　５　その他  10 502 0.1 3,286 9,841 1.8

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  433   ―   

　２　株式交付費  2,608   4,137   

　３　社債発行費  10,145   ―   

　４　その他  803 13,990 3.6 375 4,513 0.8

　　　経常損失   248,558△64.0  127,044△22.7

Ⅵ　特別利益        

　１　事業撤退損失引当金戻入益  ― ― ― 7,168 7,168 1.3

Ⅶ　特別損失　        

１　固定資産除却損 ※3 ―   1,357   

２　貸倒引当金繰入  ―   14,000   

３　投資有価証券評価損  ―   134,995   

４　減損損失 ※2 2,839   ―   

５　本社移転費  ― 2,839 0.7 21,411171,76430.7

　　税金等調整前当期純損失   251,398△64.7  291,639△52.1

法人税、住民税及び事業税  2,230   18,265   

　　法人税等調整額  8,600 10,830 2.8 ― 18,2653.2

　　当期純損失   262,228△67.5  309,905△55.3
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③ 【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)　　　　　  　　

 
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７月31日残高

(千円)
2,144,3722,082,678△3,483,897△326 742,826

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 154,440 154,440   308,880

　当期純損失   △262,228  △262,228

連結会計年度中の変動額合

計

(千円)

154,440 154,440△262,228 ― 46,651

平成19年７月31日残高

(千円)
2,298,8122,237,118△3,746,126△326 789,477

 

 純資産合計

平成18年７月31日残高

(千円)
742,826 

連結会計年度中の変動額   

　新株の発行 308,880 

　当期純損失 △262,228 

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
46,651 

平成19年７月31日残高

(千円)
789,477 

 

EDINET提出書類

株式会社モスインスティテュート(E05295)

有価証券報告書

39/93



当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)　　　  　　　　

 
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19年７月31日残高

(千円)
2,298,8122,237,118△3,746,126△326 789,477

連結会計年度中の変動額      

　新株の発行 503,710 496,302   1,000,012

　当期純損失   △309,905  △309,905

　自己株式の処分   △326 326 ―

連結会計年度中の変動額合

計

(千円)

503,710 496,302△310,231 326 690,107

平成20年７月31日残高

(千円)
2,802,5222,733,420△4,056,358 ― 1,479,584

 

 純資産合計

平成19年７月31日残高

(千円)
789,477 

連結会計年度中の変動額   

　新株の発行 1,000,012 

　当期純損失 △309,905 

　自己株式の処分 ―  

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
690,107 

平成20年７月31日残高

(千円)
1,479,584 
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

  
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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  △251,398 △291,639

減価償却費  13,572 13,890

減損損失  2,839 ―

のれん償却額  36,058 36,058

固定資産除却損  ― 1,357

貸倒引当金の増加額  ― 14,000

賞与引当金の増減額（△減少額）  427 △2,484

事業整理損失引当金の減少額  ― △7,168

投資有価証券評価損  ― 134,995

受取利息及び受取配当金  △406 △1,055

支払利息  433 ―

株式交付費  2,608 4,137

社債発行費  10,145 ―

売上債権の増減額（△増加額）  △1,013 58,691

未収営業貸付金利息の増加額  ― △2,053

前受営業貸付金利息の増加額  ― 306

営業貸付金の増加額  ― △895,045

たな卸資産の増減額（△増加額）  △23,544 22,394

仕入債務の増減額（△減少額）  9,720 △10,129

前受金の減少額  △15,526 △5,363

未払費用の減少額  △1,582 △4,499

未払消費税等の増減額（△減少額）  △773 1,299

未収消費税等の減少額  3,610 ―

その他  △26,173 9,378

　小計  △241,001 △922,931

利息及び配当金の受取額  406 1,055

利息の支払額  △430 ―

法人税等の支払額  △1,930 △1,591

　営業活動によるキャッシュ・フロー  △242,954 △923,466
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前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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    

有形固定資産の取得による支出  △3,436 △26,701

無形固定資産の取得による支出  ― △4,562

投資有価証券の取得による支出  △15,000 ―

敷金・保証金の回収による収入  9,458 8,807

敷金・保証金の差入による支出  ― △47,900

投資活動によるキャッシュ・フロー  △8,977 △70,358

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の返済による支出  △15,000 ―

社債の発行による収入  289,854 ―

社債の償還による支出  △95,000 △300,000

株式の発行による収入  306,271 995,874

リース債務返済による支出  △22,103 △5,791

財務活動によるキャッシュ・フロー  464,023 690,083

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額（△減少額）  212,091 △303,741

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  515,686 727,777

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※1 727,777 424,036
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（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18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

当社グループは、当連結会計年度においても前連結会

計年度に引き続き、235,070千円の大幅な営業損失を計上

し、営業活動によるキャッシュ・フローの面においても

△242,954千円となり、継続的に営業損失、営業活動によ

るキャッシュ・フローのマイナスが続いております。こ

れにより、当社グループは継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を改善

すべく、平成18年11月15日に第三者割当増資308百万円、

無担保転換社債型新株予約権付社債300百万円を調達し、

当面の資金について目処をつけ以下の改善策を実施して

まいります。

当社グループは、既存事業の強化及び財務体質の改善

に取り組むとともに、経営資源の効率的な投入を推進す

るため、CRO事業の子会社化（㈱モス・イーソリューショ

ン設立）を含めた大胆な体制の建て直しを行いました。

サービス品質の向上につきましても、集中と選択、無駄の

排除等の徹底した改革を断行し、更なるサービス体制強

化を行い、製薬会社等のニーズにあったサービスメ

ニューを拡充し、受注拡大を積極的に図ってまいります。

また、平成19年2月1日より新たな収益機会の獲得を目

指し㈱モス・アドバイザーズ及び㈱モス・インベストメ

ンツを新たにスタートさせました。

「医療関連企業・医療機関」の経営側に立った金融関連

アドバイス、人材及びビジネスコンサルティング等を中

心としたサービスを中心に、当社グループの治験ビジネ

スで蓄積したノウハウや人材派遣の経験を基に、大学や

医薬関連企業との太いパイプを活かしつつ、フィナン

シャルの視点からのサービスを融合させることにより、

新しいビジネスを展開してまいる所存でございます。主

だった業務としては、国内外の医療機関に対し「医療機

関の立場に立った」複合的な金融アドバイス、医療機関

等を主な対象とした優秀な経営管理の人材の紹介・紹介

予定派遣、更には国内外の医療に関心のある関連企業の

ビジネス展開に関するコンサルティング等を計画してお

ります。

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係会

社である日本アジアホールディングズ㈱との協力関係の

下、資金計画を立案しており、必要な資金調達を実行する

予定です。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、
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も前連結会

計年度に引き続き、132,372千円の営業損失を計上し、営

業活動によるキャッシュ・フローの面においても△

923,466千円となり、継続的に営業損失、営業活動による

キャッシュ・フローのマイナスが続いております。これ

により、当社グループは継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。

連結財務諸表提出会社である当社は、事業拡大及び当

社の運営資金に対処すべく、平成20年2月18日に第三者割

当増資1,000百万円を調達し、当面の資金は確保されたと

考えております。

当社グループは、前期に引き続き既存事業である治験

ビジネスにおいて、㈱モス・イーソリューション、㈱コス

メックスの財務体質の改善に取組み、また主力サービス

につきましても、集中と選択、無駄の排除等の徹底した改

革を断行し、更なる体制強化を行い、製薬会社等のニーズ

にあったサービスメニューとなり、受注拡大、収益拡大を

図っております。

また、㈱モス・ファイナンスは、動産を担保としたファ

イナンス事業を中心に事業を本格的にスタートし、㈱モ

ス・アドバイザーズもビジネスコンサルティング等を中

心としたサービスで事業を同様に本格化し、受注拡大、収

益拡大につながりました。

今後、子会社各社の治験ビジネスを中心とした既存事

業の更なる拡大と、「医療関連企業・医療機関」の経営

側に立った金融関連アドバイス、治験ビジネスで蓄積し

たノウハウや人材派遣の経験を基に、大学や医薬関連企

業との太いパイプを活かしつつ、フィナンシャルの視点

からのサービスを融合させることにより、ビジネスの可

能性を更に拡大し、収益の向上に取組み、グループ全体の

黒字化、財政状態の健全化を実現してまいる所存でござ

います。

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、親会社

である日本アジアホールディングズ㈱との協力関係を引

き続き維持してまいります。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、

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。
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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18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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　　　4社
　　連結子会社の名称

株式会社モス・アドバイザーズ
（旧株式会社エスエムオーデー
タセンタ－）
株式会社モス・インベストメン
ツ（旧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
株式会社モス・イーソリュー
ション

(1) 連結子会社の数　　　４社
　　連結子会社の名称

株式会社モス・イーソリュー
ション
株式会社コスメックス
株式会社モス・ファイナンス
（旧株式会社モス・インベスト
メンツ）
株式会社モス・アドバイザーズ
 
 

　 (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)
前々連結会計年度において非連

結子会社であった北京協薬臨床薬
理実験技術服務有限公司は、重要
性が増したことにより前連結会計
年度期首より連結の範囲に含めて
おりましたが、平成18年９月22日
開催の臨時取締役会において中国
における合弁事業撤退を決議し、
前連結会計年度中に事業撤退にか
かる会計処理をしたことにより重
要性がなくなったため、前連結会
計年度中において連結の範囲から
除外しております。

(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)
中国における合弁事業を撤退し

たことにより重要性がなくなった
ため、連結の範囲から除外してお
ります。

２　持分法の適用に関する事項 (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。

(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)
前々連結会計年度において非連
結子会社であった北京協薬臨床薬
理実験技術服務有限公司は、重要
性が増したことにより前連結会計
年度期首より連結の範囲に含めて
おりましたが、平成18年９月22日
開催の臨時取締役会において中国
における合弁事業撤退を決議し、
前連結会計年度中に事業撤退にか
かる会計処理をしたことにより重
要性がなくなったため、前連結会
計年度中において連結の範囲から
除外しており、また持分法も適用
しておりません。

(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)
中国における合弁事業を撤退し

たことにより重要性がなくなった
ため、連結の範囲から除外してお
り、また持分法も適用しておりま
せん。
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

３　連結子会社の事業年度等に関
する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と
一致しております。

同左

４　会計処理基準に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方
法

①有価証券
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に
よっております。

②　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
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

定率法によっております。なお、

建物については定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　 　5年～15年

工具、器具及び備品　4年～6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

 

 

 

 

 

 

 

（追加情報）

　当連結会計年度から、平成19年３月31

日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっ

ております。

　当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。

 　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) 重要な繰延資産の処理方法
　①　株式交付費

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。

(3) 重要な繰延資産の処理方法

　①　株式交付費

同左

 

　②　　　 ――――――

 

 (4) 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。

(4) 重要な引当金の計上基準

　①　貸倒引当金

同左

 ②　賞与引当金

　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

②　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

 ③　事業撤退損失引当金

　中国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。

――――――

 

 

(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

消費税等の会計処理

税抜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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。ただ

し、資産に係る控除対象外消費税

は発生事業年度の期間費用とし

ております。

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　のれん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。

同左

７　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
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会計処理の変更

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

（企業結合に係る会計基準等） ――――――

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企

業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

22日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計

基準委員会　平成18年12月22日　企業会計基準適用指針第

10号）を適用しております。

 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） ――――――

当連結会計年度より、「ストック・オプション等に関

する会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18年５

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。

 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） ――――――

当連結会計年度より、平成19年税制改正による減価償

却方法を適用しており、平成19年4月1日以降取得した建

物（付属設備は除く）については定額法、その他の固定

資産については定率法を採用しております。

ただし、既存資産については、従来通り旧定額法、旧定

率法によっております。

なお、この変更による影響額は軽微であります。

 

 

 

表示方法の変更

 

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

――――――

 

 

（連結貸借対照表）

前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「敷金保証金」（前連

結会計年度14,807千円）は金額的な重要性が増したた

め、当連結会計年度においては区分掲記することと致し

ました。

 

 

注記事項

(連結貸借対照表関係)

 
前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20年７月31日)

1　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　　　　6,375千円

 

――――――
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(連結損益計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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　　　　　　　 45,829千円

　　　　　 給料手当　　　　　　　 55,211千円

　　　　　 支払手数料　　　       20,758千円

　　　　　 業務委託料　　 　　　  21,714千円

 

※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。

　　　　　 役員報酬　　　　　　　 66,260千円

　　　　　 給料手当　　　　　　　 45,622千円

　　　　　 業務委託料　　 　　　  33,891千円

           のれん償却額           36,058千円

※2　減損損失

当社グループは以下の資産について減損損失を計

上しました。

用途 貸与機器

種類 工具、器具及び備品

場所 代官山クリニック

その他 治療用レーザー装置

金額 2,839千円

 

　　（経緯）

賃貸料の見直しにより収益性が著しく低下したた

め、減損損失を認識いたしました。

 

　　（グルーピングの方法）

　　　原則としてセグメント別に区分し、賃貸用機器につい

ては、個々の物件を単位としております。

 

※3　　　　　　　　 ――――――

※2　　　　　　　　 ――――――

　　　

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※3　固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

　　　建物　　　　　　　　　　　　1,116千円

　　　工具、器具及び備品　　　　　　241千円

　　　　　　　計　　　　　　　　　1,357千円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

１．発行済株式に関する事項

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） 7,402,771.77　1,080,000 ―　 8,482,771.77

（変動事由の概要）

増加数の内訳は次のとおりであります。

　　第三者割当増資による増加　　　　1,080,000株

 

２．自己株式に関する事項

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） 122.77　 ―　 ―　 122.77　

 

 

当連結事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

１．発行済株式に関する事項

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） 8,482,771.777,407,500 122.77 15,890,149

（変動事由の概要）

増加数の内訳は次のとおりであります。

　　第三者割当増資による増加　   　7,407,500株

　減少数の内訳は次のとおりであります。

　　自己株消却による減少　　　　      122.77株

 

２．自己株式に関する事項

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） 122.77　 ― 122.77 ―

（変動事由の概要）

減少数の内訳は次のとおりであります。

　　自己株消却による減少　　　　      122.77株
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

※1.　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結

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 747,777千円

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 727,777千円

　

※1.　現金及び現金同等物の連結会計年度末残高と連結

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 444,036千円

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 424,036千円
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 (リース取引関係)

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
工具、器具及び備品

(千円)
合計
(千円)

取得価額
相当額

7,236 7,236

減価償却
累計額
相当額

3,669 3,669

減損損失
累計額
相当額

3,566 3,566

期末残高
相当額 ― ―

　

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められる
もの以外のファイナンス・リース取引

 
　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 
工具、器具及び備品

(千円)
合計
(千円)

取得価額
相当額

7,226 7,226

減価償却
累計額
相当額

5,109 5,109

減損損失
累計額
相当額

2,116 2,116

期末残高
相当額

― ―

　
　②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

勘定期末残高
１年以内 ―千円
１年超 ―千円

合計 ―千円

　リース資産減損勘定期末残高　　3,894千円　
（注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円は
流動負債の部の未払金に、2,313千円は固定負債の
部の長期未払金に計上しております。

　②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損
勘定期末残高

１年以内 ―千円
１年超 ―千円

合計 ―千円

　リース資産減損勘定期末残高　　2,313千円　
（注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円は
流動負債の部の未払金に、733千円は固定負債の部
の長期未払金に計上しております。

③　支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償
却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 ―千円
リース資産減損勘定取崩額 1,673千円
減価償却費相当額 ―千円
支払利息相当額 ―千円

　　

③　支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価償
却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 ―千円
リース資産減損勘定取崩額 1,580千円
減価償却費相当額 ―千円
支払利息相当額 ―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

同左

⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
額を利息相当額とし、各期への配分方法について
は、利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前連結会計年度末(平成19年７月31日)

１.その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２.時価評価されてない有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

 (1) その他の有価証券  

　　　 非上場株式 135,000

当連結会計年度末(平成20年７月31日)

１.その他有価証券で時価のあるもの

該当事項はありません。

２.時価評価されてない有価証券の内容

区分 連結貸借対照表計上額（千円）

 (1) その他の有価証券  

　　　 非上場株式 4

　なお、当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損134,995千円を計上しております。

 

(デリバティブ取引関係)

１.取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないの

で、該当事項はありません。

同左

 

２.取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(自平成18年８月１日　至平成19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。

当連結会計年度(自平成19年８月１日　至平成20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。

 

(退職給付関係)

前連結会計年度(自平成18年８月１日　至平成19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19年８月１日　至平成20年７月31日)

該当事項はありません。

次へ
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(ストック・オプション関係)

前連結会計年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　1名

当社従業員　4名

協力関係にある取引先　2名

株式種類及び付与数 普通株式　8,400株 普通株式　20,000株

付与日 平成15年12月10日 平成16年12月28日

権利確定条件 定めがない。 定めがない。

対象勤務期間 同上 同上

権利行使期間 平成17年11月1日～平成20年10

月31日

平成16年12月1日～平成26年11

月30日

 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

権利確定前(株)   

期首　　 ― ―

付与　　 ― ―

失効　　 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後(株)   

期首　　 8,400 20,000

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―

失効　　 ― ―

未行使残 8,400 20,000
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　　②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

権利行使価格　（円） 1,550 1,230

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な

評価単価　　　（円）
― ―

 

当連結会計年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（１）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役　1名

当社従業員　4名

協力関係にある取引先　2名

株式種類及び付与数 普通株式　8,400株 普通株式　20,000株

付与日 平成15年12月10日 平成16年12月28日

権利確定条件 定めがない。 定めがない。

対象勤務期間 同上 同上

権利行使期間 平成17年11月1日～平成20年10

月31日

平成16年12月1日～平成26年11

月30日

 

（２）ストック・オプションの規模及びその変動状況

　①　ストック・オプションの数

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

権利確定前(株)   

期首　　 ― ―

付与　　 ― ―

失効　　 ― ―

権利確定 ― ―

未確定残 ― ―

権利確定後(株)   

期首　　 8,400 20,000

権利確定 ― ―

権利行使 ― ―
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失効　　 7,200 20,000

未行使残 1,200 ―
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　②　単価情報

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年10月29日 平成16年10月27日

権利行使価格　（円） 1,550 1,230

行使時平均株価（円） ― ―

付与日における公正な

評価単価　　　（円）
― ―
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(税効果会計関係)

 
前連結会計年度
(平成19年７月31日)

当連結会計年度
(平成20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  

事業撤退損失引当金 2,917千円

貸倒引当金 3,865千円

賞与引当金 2,632千円

リース除却損 1,632千円

未払事業税 2,070千円

減価償却超過額 15,135千円

減損損失 15,904千円

繰越欠損金 1,492,203千円

その他 1,276千円

　繰延税金資産小計 1,537,639千円

評価性引当額 △1,537,639千円

　　繰延税金資産合計 －　千円

繰延税金負債 －　千円

  

　繰延税金資産の純額 －　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  

投資有価証券評価損 54,929千円

貸倒引当金 9,562千円

賞与引当金 1,628千円

リース除却損 941千円

未払事業税 4,274千円

減価償却超過額 7,746千円

繰越欠損金 1,579,182千円

その他 290千円

　繰延税金資産小計 1,658,555千円

評価性引当額 △1,658,555千円

　　繰延税金資産合計 －　千円

繰延税金負債 －　千円

  

　繰延税金資産の純額 －　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

 

同左
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(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18年8月1日　至　平成19年7月31日)

 EDCサー
ビス事業
(千円)

化粧品等評
価試験事業
(千円)

医薬品
治験業務
受託事業
(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

 

（2）セグメント間の

　　内部売上高又は振替高

 

 

 

 

 

125,988

 

 

 

 

 

 

52,744

 

 

 

 

 

104,825

 

 

 

 

 

104,938

 

 

 

 

 

388,505

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

388,505

 

―

 

 

―

 

 

―

 

 

8,400

 

8,400

 

(8,400)

 

―

計
 

125,988

 

52,744

 

104,825

 

113,338

 

396,905

 

(8,400)

 

388,505

 

　　 営　　業　　費　　用

 

 

151,877

 

110,975

 

86,397

 

94,844

 

444,094

 

179,481

 

623,575

 

営業利益又は営業損失（△）

 

 

△25,879

 

△58,230

 

18,427

 

18,493

 

△47,188

 

(187,881)

 

△235,070

 

Ⅱ　資産、減価償却費、

    減損損失及び資本的支出
       

　　資産 32,654161,93384,983 128,680408,251779,2071,187,459

　　減価償却費 ― 11,794 624 1,152 13,572 ― 13,572

　　減損損失 ― ― ― 2,839 2,839 ― 2,839

　　資本的支出 ― 3,436 ― ― 3,436 ― 3,436

（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）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

　　　　（2）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

　　　　（3）医薬品治験業務受託事業……医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター(CRC)によるによ

る被験者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験者募集業務

（4）その他のサービス事業……システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、データ提供

業務、特定労働者派遣業務、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．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187,881千円

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779,207千円であり、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。

　　　5.従来、e-monitoringサービス事業は、区分表示しておりましたが、当該事業区分の売上割合が全セグメントの売上

の合計額の100分の10未満、かつ営業利益の生じているセグメントの営業利益の合計額の100分の10未満で、当

該セグメントの資産の金額が全セグメントの資産の金額の合計額が10%未満となったため、当連結会計年度よ

り「その他のサービス事業」に含めて表示しております。なお、「その他のサービス事業」のうち従来の

「e-monitoringサービス事業」の売上高、営業費用、営業利益はそれぞれ5,615千円、1,081千円、4,533千円であ

り、資産は121千円、減価償却費及び資本的支出はありません。
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当連結会計年度(自　平成19年8月1日　至　平成20年7月31日)

 EDCサー
ビス事業
(千円)

化粧品等評
価試験事業
(千円)

医薬品
治験業務
受託事業
(千円)

ファイナン
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

 

（2）セグメント間の

　　内部売上高又は振替高

 

 

 

 

 

84,476

 

 

 

 

 

 

55,057

 

 

 

 

 

219,809

 

 

 

 

 

36,351

 

 

 

 

 

164,246

 

 

 

 

 

559,941

 

 

 

 

 

―

 

 

 

 

 

559,941

 

―

 

 

―

 

 

―

 

 

―

 

 

17,811

 

17,811

 

(17,811)

 

―

計
 

84,476

 

55,057

 

219,809

 

36,351

 

182,058

 

577,753

 

(17,811)

 

559,941

 

　　 営　　業　　費　　用

 

 

126,793

 

101,218

 

129,353

 

31,375

 

115,962

 

504,703

 

187,610

 

692,313

 

営業利益又は営業損失

（△）

 

 

△42,316

 

△46,160

 

90,455

 

4,975

 

66,096

 

73,050

 

(205,422)

 

△132,372

 

Ⅱ　資産、減価償却費

    及び資本的支出
   

 
    

　　資産 26,02032,54075,164900,22616,7721,050,724517,6011,568,326

　　減価償却費 172 9,613 693 241 390 11,111 2,778 13,890

　　資本的支出 2,470 391 1,048 1,102 3,806 8,819 24,906 33,726

（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）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

　　　　（2）化粧品等評価試験事業……化粧品・日用品等の安全性・有用性試験受託業務

　　　　（3）医薬品治験業務受託事業……医療機関での治験実施体制の整備業務、治験コーディネーター(CRC)による被験

者対応業務、症例報告書作成の補助業務、被験者募集業務

　　　　（4）ファイナンス事業……動産担保及び債権の流動化をメインとしたファイナンス事業

　　（5）その他のサービス事業……システム保守、各種調査、被験者募集業務、CRFの電子化支援業務、データ提供業

務、特定労働者派遣業務、中・小規模臨床試験向けモニター支援業務、マーケ

ティング業務、コンサルティング業務

　　　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187,610　　　 

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517,601千円であり、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。

5．当連結会計年度において、㈱モス・インベストメンツを㈱モス・ファイナンスと商号を改め、新たにファイナ

ンス事業を開始したことにより、当連結会計年度より新たに「ファイナンス事業」が加わっております。

　　　　なお、この変更が損益に与える影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度（自　平成18年8月1日　至　平成19年7月31日）

　在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

 

当連結会計年度（自　平成19年8月1日　至　平成20年7月31日）

　在外子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しております。

 

【海外売上高】

　前連結会計年度（自平成18年8月1日　至平成19年7月31日）及び当連結会計年度（自平成19年8月1日　

至平成20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18年８月１日　至平成19年７月31日)

(1) 親会社及び主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(%)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

 
親会社

日本アジア
ホールディ
ングズ㈱

東京都
千代田区

2,641

国内外の企
業への投資
等の投資収
益の獲得

(被所有)
直接　28.3

兼任
2名

なし

経営
指導料
（注1）

8,000 － －

事務所
賃借料
（注2）

5,880
前 払 費

用
514

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）経営指導料については、当事者間の交渉により決定しております。

（注２）事務所賃借料については、近隣相場等を勘案して決定しております。

 

当連結会計年度(自平成19年８月１日　至平成20年７月31日)

(1) 親会社及び主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有(被所
有)割合(%)

関係内容

取引の
内容

取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員
の兼
任等

事業
上の
関係

親会社
日本アジア
ホールディ
ングズ㈱

東京都
千代田区

2,641

国内外の企
業への投資
等の投資収
益の獲得

(被所有)
直接　62.6

兼任
2名

なし
事務所
賃借料
（注1）

4,410 － －

取引条件ないし取引条件の決定方針等

（注１）事務所賃借料については、近隣相場等を勘案して決定しております。
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(１株当たり情報)

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１株当たり純資産額 93.07円１株当たり純資産額 93.11円

１株当たり
当期純損失金額

32.10円
１株当たり
当期純損失金額

26.21円

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額

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

り当期純利益金額

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)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

 前連結会計年度 当連結会計年度

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

(千円)
789,477 1,479,584

普通株式に係る純資産額(千円) 789,477 1,479,584

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

と１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る連結会計年度末の

純資産額との差額(千円) － －

普通株式の発行済株式数（株） 8,482,771.77 15,890,149

普通株式の自己株式数（株） 122.77 －

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た普通株式の数(株)
8,482,649.00 15,890,149

 

２　１株当たり当期純損失金額

 前連結会計年度 当連結会計年度

当期純損失（千円） 262,228 309,905

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） 262,228 309,905

期中平均株式数（株） 8,169,005.16 11,822,095.72

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」

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。
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(重要な後発事象)

 
前連結会計年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

該当事項なし

 

当社の子会社である㈱モス・ファイナンスは平成20

年10月17日開催の取締役会において第１回普通社債の

発行を決議し、平成20年10月21日に払い込みが完了い

たしました。

その概要は次のとおりであります。

(1) 銘柄

㈱モス・ファイナンス第１回普通社債

(2) 発行総額

金1,650百万円

(3) 各社債の金額

金1,650百万円

(4) 発行価額

額面額につき金1,650百万円

(5) 利率

年5.00％

(6) 利払日

平成21年４月20日及び平成21年10月20日

(7) 利息支払の方法

①本社債の利息は発行日の翌日から各利払日ま

でこれをつけ、１年を365日とした日割り計算

で支払うものとする。

②支払期日が銀行休業日にあたるときは、その

前営業日に支払を繰り上げるものとする。

③償還期日後は利息をつけないものとする。

(8) 償還期日

平成21年10月20日

(9) 償還方法

①償還価額

額面1,650百万円につき金1,650百万円

②償還の方法

1.本社債の元金は、平成21年10月20日にその

総額を償還するものとする。

2.発行会社による本社債の買入消却は、発行

日の翌日以降いつでもこれを行うことがで

きるものとする。

3.償還期日が金融機関の休業日に当たる場合

は、その前営業日に支払を繰り上げるもの

とする。

(10)払込期日及び発行日

平成20年10月21日

(11)資金使途

営業貸付金。
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⑤  【連結附属明細表】

【社債明細表】

　　　　

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

担保転換

社債型新

株予約権

付社債

18.11.15
300,000

(300,000)
― ― なし 19.11.15

合計 ― ―
300,000

(300,000)
― ― ― ―

 

【借入金等明細表】

　　　　該当事項はありません。

 

 

(2)   【その他】

該当事項はありません。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】
 

  
前事業年度

(平成19年７月31日)
当事業年度

(平成20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   636,894  89,615  

　２　売掛金 ※1  3,596   420  

　３　仕掛品   416   ―  

　４　前払費用   1,954   4,573  

　５　短期貸付金 ※1  39,500   1,015,000 

　６　未収入金 ※1  6,915   6,939  

　７　未収消費税等   4,569   4,669  

　８　その他   14,112   6,685  

貸倒引当金   △9,500   ―  

流動資産合計   698,45959.5  1,127,90374.0

Ⅱ　固定資産        

　１　有形固定資産        

 　(1) 建物  ―   10,923   

  　　 減価償却累計額  ― ―  △658 10,264  

　 (2) 工具、器具及び備品  ―   10,702   

  　　 減価償却累計額  ― ―  △1,729 8,973  

　　有形固定資産合計   ― ―  19,2381.3

　２　無形固定資産        

 　(1) ソフトウェア   ―   2,889  

 　(2) 電話加入権   226   226  

無形固定資産合計   226 0.0  3,1150.2

　３　投資その他の資産        

 　(1) 関係会社株式   334,508  334,508 

　 (2) 投資有価証券   135,000  4  

(3) 長期債権   ―   23,500  

 　(4) 敷金及び保証金   6,784   39,690  

(5) 貸倒引当金   ―   △23,500  

投資その他の資産合計   476,29240.5  374,20324.5

固定資産合計   476,51840.5  396,55726.0

資産合計   1,174,978100.0  1,524,460100.0
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前事業年度

(平成19年７月31日)
当事業年度

(平成20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   75   ―  

２　新株予約権付社債   300,000  ―  

　３　未払金 ※1  31,841   14,714  

　４　未払費用   1,112   194  

　５　未払法人税等   6,037   8,072  

６　前受収益　 ※1  210   1,829  

７  預り金   1,250   1,602  

８  賞与引当金   1,914   981  

９  事業撤退損失引当金   7,168   ―  

流動負債合計   349,61029.8  27,3941.8

Ⅱ　固定負債        

１　長期未払金   2,313   733  

固定負債合計   2,3130.2  733 0.0

負債合計   351,92430.0  28,1271.8

(純資産の部)        

Ⅰ　株主資本        

１　資本金   2,298,812195.6  2,802,522183.8

２　資本剰余金        

(1) 資本準備金  2,237,118   2,773,420   

資本剰余金合計   2,237,118190.4  2,733,420179.3

３　利益剰余金        

(1) 利益準備金  1,227   1,227   

(2) その他利益剰余金        

繰越利益剰余金  △3,713,777   △4,040,837   

利益剰余金合計   △3,712,549△316.0  △4,039,609△265.0

４　自己株式   △326△0.0  ― -

株主資本合計   823,05470.0  1,496,33298.2

純資産合計   823,05470.0  1,496,33298.2

負債純資産合計   1,174,978100.0  1,524,460100.0
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② 【損益計算書】

  
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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 ※1  39,555100.0  34,094100.0

Ⅱ　売上原価   29,92775.7  10,06229.5

売上総利益   9,62724.3  24,03170.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  188,881477.5  211,481620.3

営業損失   179,253△453.2  187,449△549.8

Ⅳ　営業外収益        

　１　受取利息 ※1 1,086   5,476   

　２　受取家賃 ※1 1,000   1,700   

　３　違約金収入  ―   5,500   

　４　その他  86 2,173 5.5 1,608 14,28541.9

Ⅴ　営業外費用        

　１　支払利息  29   ―   

　２　社債利息  404   ―   

　３　株式交付費  2,608   4,137   

　４　社債発行費  10,145   ―   

　５　その他  777 13,96435.3 46 4,18412.3

　　　経常損失   191,045△483.0  177,349△520.2

Ⅵ　特別利益        

　１　事業撤退損失引当金戻入益  ― ― ― 7,168 7,16821.0

Ⅶ　特別損失        

　１　貸倒引当金繰入  ―   14,000   

　２　投資有価証券評価損  ―   134,995   

　３　本社移転費  ― ― ― 6,348 155,343455.6

　　　税引前当期純損失   191,045△483.0 325,524△954.8

　　　法人税、住民税及び事業税  995   1,210   

　　　法人税等調整額  △311 684 1.7 ― 1,210 3.5

　　　当期純損失   191,729△484.7  326,734△958.3
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売上原価明細書

 

  
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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 ※１ 14,045 46.3 6,870 45.2

Ⅱ　経費　　　　　　　 ※２ 16,298 53.7 8,345 54.8

　　当期総製造費用  30,344100.0 15,215100.0

　　期首仕掛品たな卸高  ―  416  

合計  30,344  15,632  

期末仕掛品たな卸高  416  ―  

他勘定振替高 ※３ ―  △5,570  

当期製品製造原価  29,927  10,062  

      

（注）※１　主な内訳は次のとおりであります。

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

賃金手当 11,210 5,030

賞与引当金繰入額 174 ―

 

※２　主な内訳は次のとおりであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

業務委託料 10,095 3,817

 

※３　他勘定振替高の主な内容は、子会社への事業移管に伴う仕掛品の振替であります。

 

（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。
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③ 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日)　　   

 

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７月31日残高

(千円)
2,144,372 2,082,678 2,082,678

事業年度中の変動額    

　新株の発行 154,440 154,440 154,440

　特別償却準備金の取崩   ―

　当期純損失   ―

事業年度中の変動額合計

(千円)
154,440 154,440 154,440

平成19年７月31日残高

(千円)
2,298,812 2,237,118 2,237,118

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
特別償却準備金 繰越利益剰余金

平成18年７月31日残高

(千円)
1,227 457 △3,522,505△3,520,819

事業年度中の変動額     

　新株の発行    ―

　特別償却準備金の取崩  △457 457 ―

　当期純損失   △191,729△191,729

事業年度中の変動額合計

(千円)
― △457 △191,271△191,729

平成19年７月31日残高

(千円)
1,227 ― △3,713,777△3,712,549

 

 

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

平成18年７月31日残高

(千円)
△326 705,904 705,904 

事業年度中の変動額     

新株の発行  308,880 308,880 

特別償却準備金の取崩  ― ―  

当期純損失  △191,729 △191,729 

事業年度中の変動額合計

(千円)
― 117,150 117,150 

平成19年７月31日残高

(千円)
△326 823,054 823,054 
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当事業年度(自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日)　　

 

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19年７月31日残高

(千円)
2,298,812 2,237,118 2,237,118

事業年度中の変動額    

　新株の発行 503,710 496,302 496,302

　当期純損失   ―

　自己株式の処分   ―

事業年度中の変動額合計

(千円)
503,710 496,302 496,302

平成20年７月31日残高

(千円)
2,802,522 2,733,420 2,733,420

 

 

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年７月31日残高

(千円)
1,227 △3,713,777△3,712,549

事業年度中の変動額    

　新株の発行   ―

　当期純損失  △326,734 △326,734

　自己株式の処分  △326 △326

事業年度中の変動額合計

(千円)
― △327,060 △327,060

平成20年７月31日残高

(千円)
1,227 △4,040,837△4,039,609

 

 

株主資本

純資産合計
自己株式 株主資本合計

平成19年７月31日残高

(千円)
△326 823,054 823,054 

事業年度中の変動額     

　新株の発行  1,000,012 1,000,012 

　当期純損失  △326,734 △326,734 

　自己株式の処分 326 ― ―  

事業年度中の変動額合計

(千円)
326 673,278 673,278 

平成20年７月31日残高

(千円)
― 1,496,332 1,496,332 
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（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18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

当社は、当事業年度においても前事業年度に引き続

き、179,253千円の大幅な営業損失を計上し、また、営

業活動によるキャッシュ・フローもマイナスが続い

ております。これにより、当社は継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。

当社は、当該状況を改善すべく、平成18年11月15日

に第三者割当増資308百万円、無担保転換社債型新株

予約権付社債300百万円を調達し、当面の資金につい

て目処をつけ以下の改善策を実施してまいります。

当社は、既存事業の強化及び財務体質の改善に取り

組むとともに、経営資源の効率的な投入を推進するた

め、CRO事業の子会社化（㈱モス・イーソリューショ

ン設立）を含めた大胆な体制の建て直しを行いまし

た。サービス品質の向上につきましても、集中と選択、

無駄の排除等の徹底した改革を断行し、更なるサービ

ス体制強化を行い、製薬会社のニーズにあったサービ

スメニューを拡充し、受注拡大を積極的に図ってまい

ります。

また、平成19年2月1日より新たな収益機会の獲得を

目指し㈱モス・アドバイザーズ及び㈱モス・インベ

ストメンツを新たにスタートさせました。

「医療関連企業・医療機関」の経営側に立った金

融関連アドバイス、人材及びビジネスコンサルティン

グ等を中心としたサービスを中心に、当社グループの

治験ビジネスで蓄積したノウハウや人材派遣の経験

を基に、大学や医薬関連企業との太いパイプを活かし

つつ、フィナンシャルの視点からのサービスを融合さ

せることにより、新しいビジネスを展開してまいる所

存でございます。主だった業務としては、国内外の医

療機関に対し「医療機関の立場に立った」複合的な

金融アドバイス、医療機関等を主な対象とした優秀な

経営管理の人材の紹介・紹介予定派遣、更には国内外

の医療に関心のある関連企業のビジネス展開に関す

るコンサルティング等を計画しております。

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、関係

会社である日本アジアホールディングズ㈱との協力

関係の下、資金計画を立案しており、必要な資金調達

を実行する予定です。

財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、

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も前事業年度に引き続

き、187,449千円の営業損失を計上し、また、営業活動に

よるキャッシュ・フローもマイナスが続いております。

これにより、当社は継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

当社は、事業拡大及び当社の運営資金に対処すべく、

平成20年2月18日に第三者割当増資1,000百万円を調達

し、当面の資金は確保されたと考えております。

当社は、前期に引き続き既存事業である治験ビジネス

において、㈱モス・イーソリューション、㈱コスメック

スの財務体質の改善に取組み、また主力サービスにつき

ましても、集中と選択、無駄の排除等の徹底した改革を

断行し、更なる体制強化を行い、製薬会社等のニーズに

あったサービスメニューとなり、受注拡大、収益拡大を

図っております。

また、㈱モス・ファイナンスは、動産を担保とした

ファイナンス事業を中心に事業を本格的にスタートし、

㈱モス・アドバイザーズもビジネスコンサルティング

等を中心としたサービスで事業を同様に本格化し、受注

拡大、収益拡大につながりました。

今後、子会社各社の治験ビジネスを中心とした既存事

業の更なる拡大と、「医療関連企業・医療機関」の経営

側に立った金融関連アドバイス、治験ビジネスで蓄積し

たノウハウや人材派遣の経験を基に、大学や医薬関連企

業との太いパイプを活かしつつ、フィナンシャルの視点

からのサービスを融合させることにより、ビジネスの可

能性を更に拡大し、収益の向上に取組み、グループ全体

の黒字化、財政状態の健全化を実現してまいる所存でご

ざいます。

事業拡大及び当社の運営資金につきましては、親会社

である日本アジアホールディングズ㈱との協力関係を

引き続き維持してまいります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、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。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）子会社株式

　移動平均法による原価法によってお

ります。

(2）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によっ

ております。

(1）子会社株式

同左

 

(2）その他有価証券

 

同左

２　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。

――――――

３　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

――――――

 

 

 

 

 

 

 

(2）無形固定資産

――――――

(1) 有形固定資産

定率法によっております。なお、建

物については定額法によっており

ます。

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　 　　8年～15年

工具、器具及び備品　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。

 

４　繰延資産の処理方法

 

(1) 株式交付費

支出時に全額費用計上しておりま

す。

(2) 社債発行費

支出時に全額費用計上しておりま

す。

 

(1) 株式交付費

同左

 

(2)　　　　 ――――――

 

５　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

賞与については、従業員賞与の支

給に備えるため、支給見込み額の当

事業年度負担分を計上しておりま

す。

(1)貸倒引当金

同左

 

 

 

 

 

(2)賞与引当金

同左

 

 

(3)事業撤退損失引当金

中国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。

(3)　　　　 ――――――
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６　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

７　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

　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。ただし、資

産に係る控除対象外消費税は発生事業

年度の期間費用としております。
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会計処理の変更

 
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

（繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会　平成18年８月11日　実

務対応報告第19号）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。

 

――――――

（金融商品に関する会計基準等）　

当事業年度より、改正後の「金融商品に関する会計

基準」（企業会計基準委員会　最終改正平成18年８月

11日　企業会計基準第10号）及び「金融商品会計に関

する実務指針」（日本公認会計士協会　最終改正平成

18年10月20日　会計制度委員会報告第14号）を適用し

ております。

　これによる経常利益、税金等調整前当期純利益に与え

る影響はありません。

――――――

（企業結合に係る会計基準等） ――――――

当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12

月22日　企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会　平成18年12月22日　企業会計基準適

用指針第10号）を適用しております。

 

（ストック・オプション等に関する会計基準） ――――――

当事業年度より、「ストック・オプション等に関す

る会計基準」（企業会計基準第８号　平成17年12月27

日）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号　平成18

年５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。
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注記事項

(貸借対照表関係)

 
前事業年度

(平成19年７月31日)
当事業年度

(平成20年７月31日)

※１   関係会社に対する資産及び負債

　　　 　売掛金　　　　　　　　　  735千円

　　　　 未収入金　　　　　　　　3,924千円

　　　　 短期貸付金　　　　　　 39,500千円

　　　　 未払金                 16,330千円

 

※１   関係会社に対する資産及び負債

　　　  未収入金　　　　　　　　6,685千円

　　　  短期貸付金　　　　　1,015,000千円

　　　  前受収益　　　　　　　　1,829千円

 

 

(損益計算書関係)

 
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

 

　　売 　 上 　 高 　　　　　　　　8,400千円

　　受 取 利 息 　　　　　　　　　769千円

　　受 取 家 賃 　　　　　　　　1,000千円

 

※２　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3％であり、一般管理費に属する費用はおよ

そ 97％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 20,317千円

給  料  手  当 29,709千円

支  払  報　酬 23,529千円

役　員　報　酬 45,829千円

業 務 委 託 料 15,446千円

賞与引当金繰入額 1,740千円

※１　各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。

 

売 　上 　高 　　　　　　　　16,774千円

　　受 取 利 息 　　　　　　　　 4,698千円

　　受 取 家 賃 　　　　　　　　 1,700千円

 

※２　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

はほぼ0％であり、一般管理費に属する費用はほぼ

100％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 37,824千円

給  料  手  当 27,605千円

賃 借 料 10,613千円

業 務 委 託 料 27,418千円

租 税 公 課 13,762千円

支 払 手 数 料 26,505千円

支  払  報　酬 28,461千円
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(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）

自己株式に関する事項

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） 122.77　 ―　 ―　 122.77　

 

当事業年度（自　平成19年８月１日　至　平成20年７月31日）

自己株式に関する事項

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） 122.77　 ― 122.77 ―

 

 （変動事由の概要）

減少数の内訳は次のとおりであります。

　　　自己株式消却による減少　　　　　　　　　 　　122.77株
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(リース取引関係)

 
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当
額

 
工具、器具及び備品

(千円)
合計
(千円)

取得価額
相当額

7,236 7,236

減価償却
累計額
相当額

3,669 3,669

減損損失
累計額
相当額

3,566 3,566

期末残高
相当額 ― ―

　

１　リース物件の所有権が借主に移転すると認められ
るもの以外のファイナンス・リース取引

 
　①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当
額

 
工具、器具及び備品

(千円)
合計
(千円)

取得価額
相当額

7,226 7,226

減価償却
累計額
相当額

5,109 5,109

減損損失
累計額
相当額

2,116 2,116

期末残高
相当額

― ―

　
②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産
減損勘定期末残高
１年以内 ―千円
１年超 ―千円
合計 ―千円

　　リース資産減損勘定期末残高　　3,894千円
　　（注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円

は流動負債の部の未払金に、2,313千円は固
定負債の部の長期未払金に計上しておりま
す。

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産
減損勘定期末残高
１年以内 ―千円
１年超 ―千円
合計 ―千円

　　リース資産減損勘定期末残高　　2,313千円
　　（注）リース資産減損勘定期末残高のうち1,580千円

は流動負債の部の未払金に、733千円は固定
負債の部の長期未払金に計上しております。

③　支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 ―千円
リース資産減損勘定取崩額 1,673千円
減価償却費相当額 ―千円
支払利息相当額 ―千円

　

③　支払リース料、リース資産減損勘定取崩額、減価
償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 ―千円
リース資産減損勘定取崩額 1,580千円
減価償却費相当額 ―千円
支払利息相当額 ―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

同左

⑤　利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差
額を利息相当額とし、各期への配分方法については、
利息法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

前事業年度(自　平成18年８月１日至　平成19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19年８月１日至　平成20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19年７月31日)
当事業年度

(平成20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  

関係会社株式評価損 36,193千円

減価償却超過額 2,890千円

貸倒引当金 3,865千円

賞与引当金 778千円

事業撤退損失引当金 2,917千円

減損損失 1,509千円

リース除却損 1,632千円

未払事業税 2,070千円

その他 1,276千円

繰越欠損金 1,448,061千円

繰延税金資産小計 1,501,196千円

評価性引当額 △1,501,196千円

繰延税金資産合計 ―　千円

繰延税金負債 ―　千円

  

　繰延税金資産の純額 ―　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  

関係会社株式評価損 36,190千円

投資有価証券評価損 54,929千円

減価償却超過額 747千円

貸倒引当金 9,562千円

賞与引当金 399千円

リース除却損 941千円

未払事業税 2,792千円

その他 51千円

繰越欠損金 1,527,888千円

繰延税金資産小計 1,633,503千円

評価性引当額 △1,633,503千円

繰延税金資産合計 ―　千円

繰延税金負債 ―　千円

  

　繰延税金資産の純額 ―　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

 

同左
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(１株当たり情報)

 
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

１株当たり純資産額 97.02円１株当たり純資産額 94.17円

１株当たり
当期純損失金額

23.47円
１株当たり
当期純損失金額

27.64円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額

 

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

当期純利益金額

 

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)　算定上の基礎

 

１．１株当たり純資産額

 前事業年度 当事業年度

貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円)

823,054 1,496,332

普通株式に係る純資産額(千円) 823,054 1,496,332

貸借対照表の純資産の部の合計額
と１株当たり純資産額の算定に用
いられた普通株式に係る当事業年
度末の純資産額との差額(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数（株） 8,482,771.77 15,890,149

普通株式の自己株式数（株） 122.77 ―

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数(株)

8,482,649.00 15,890,149

 

２．１株当たり当期純損失金額

 前事業年度 当事業年度

当期純損失 (千円) 191,729 326,734
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) 191,729 326,734
普通株式の期中平均株式数(株) 8,169,005.16 11,822,095.72
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」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。
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(重要な後発事象)

 
前事業年度

(自　平成18年８月１日
至　平成19年７月31日)

当事業年度
(自　平成19年８月１日
至　平成20年７月31日)

該当事項はありません。

 

該当事項はありません。
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④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄
株式数
（株）

貸借対照表計上額
（千円）

投資有価証券 その他有価証券

ピ ュ ア ・ グ リ ー ン

（株）
4,900 4

小計 4,900 4

計 4,900 4

 

【固定資産等明細表】

 

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        

　建物 - 10,923 - 10,923 658 658 10,264

工具、器具及び備品 - 10,702 - 10,7021,729 1,729 8,973

　　有形固定資産計 - 21,625 - 21,6252,387 2,38719,238

無形固定資産        

　ソフトウェア - 3,280 - 3,280 391 391 2,889

　電話加入権 226 - - 226 - - 226

無形固定資産計 226 3,280 - 3,506 391 391 3,115

（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。

　　　　　建物　　　　　　　　本社移転に伴う設備及び工事　　　　　　　　　　　　10,923千円

　　　　　工具、器具及び備品　業務効率化のためのIT投資　　　　　　　　　　　10,702千円

　　　　　ソフトウェア　　　　業務効率化のためのIT投資　　　　　　　　　　　 3,280千円

 

【引当金明細表】

 

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 9,500 14,000 - - 23,500

賞与引当金 1,914 981 1,914 - 981

事業撤退損失引当金 7,168 - 7,168 - -
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

ａ 資産の部

イ　現金及び預金
 

区分 金額(千円)

預金  

普通預金 69,615

定期預金 20,000

合計 89,615

 

ロ　売掛金

(イ)相手先別内訳
 

相手先 金額(千円)

千寿製薬（株） 420

合計 420

 

(ロ)売掛金発生及び回収並びに滞留状況

 
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)  
 366  

3,596 36,558 39,735 420 91.5 20.1

(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　短期貸付金

区分 金額(千円)

㈱モス・ファイナンス 1,000,000

㈱モス・イーソリューション 15,000

合計 1,015,000

 

ニ　関係会社株式
 

区分 金額(千円)

㈱コスメックス 280,200

㈱モス・イーソリユーション 26,350

㈱モス・ファイナンス 17,957

㈱モス・アドバイザーズ 10,000

合計 334,508
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ｂ 負債の部

 

　　　イ　未払金

相手先 金額(千円)

住友信託銀行（株） 2,809

(株)日本アジアホールディングズ 1,730

　日本ビジネスリース（株） 1,580

ヒューベルサービス㈱ 1,260

その他 7,334

合計 14,714

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ８月１日から７月31日まで

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

剰余金の配当の基準日 １月31日、７月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え  

　　取扱場所
東京都中央区八重洲二丁目３番１号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
大阪市中央区北浜四丁目５番３３号
住友信託銀行株式会社

　　取次所 住友信託銀行株式会社　本店および全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 無料

単元未満株式の買取り  

　　取扱場所 ―

　　株主名簿管理人 ―

　　取次所 ―

　　買取手数料 ―

公告掲載方法
当社ホームページに掲載する。（注）１
＜http://www.moss.co.jp/ir/ir_settle.html＞

株主に対する特典 なし

(注)1. 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

い事故その他やむを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。
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第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等の会社名　

日本アジアホールディングズ株式会社

親会社等状況報告書の提出日　

平成20年６月27日

 

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) 有価証券報告書及びその添付書類
事業年度　第13期(自　平成18年８月１日　至　平成19年７月31日）
平成19年10月30日関東財務局長に提出

 
(2) 半期報告書

事業年度　第14期中(自　平成19年８月１日　至　平成20年１月31日）
平成20年４月25日関東財務局長に提出

 
(3) 有価証券届出書及びその添付書類
　　　平成20年２月１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（親会社の異動）及び内閣府令第19条第２項第４
号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成20年５月27日関東財務局長に提出。

 
(5) 有価証券報告書の訂正報告書

平成19年10月30日提出の有価証券報告書に係る訂正報告書であります。
平成20年３月12日関東財務局長に提出
 

(6) 半期報告書の訂正報告書
平成20年４月25日提出の半期報告書に係る訂正報告書であります。
平成20年５月20日関東財務局長に提出

 
(7) 有価証券届出書の訂正報告書

平成20年２月１日提出の有価証券届出書に係る訂正報告書であります。
平成20年２月１日関東財務局長に提出
平成20年２月１日関東財務局長に提出
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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。
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成19年10月30日

株式会社　モスインスティテュート

取締役会　御中

アスカ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　福　　島　　正　　己　　㊞

 

業務執行社員  公認会計士　　城　　　　　哲　　哉　　㊞

 

当監査法人は、旧証券取引法第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18年８月１日から平成19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、連結株主資本等変動計算書、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19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

235,070千円の大幅な営業損失を計上し、また営業活動によるキャッシュ・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
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※　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
平成２０年１０月３０日

株式会社　モスインスティテュート
取締役会　御中
 

アスカ監査法人

指 定 社 員 公認会計士　　福　島　正　己
業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士　　城　　　哲　哉

業務執行社員

 
 

 
 
 
 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年８月１日から平成２０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、連結株主資本等変動計算書、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２０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．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況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

においても前連結会計年度に引き続き、132,372千円の営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローの面に

おいても△923,466千円となり、継続的に営業損失、営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスが続いている。こ

れにより、会社グループは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、会社の子会社である㈱モス・ファイナンスは平成20年10月17日開催の

取締役会において第１回普通社債の発行を決議し、平成20年10月21日に払い込みが完了している。

 

　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
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独立監査人の監査報告書
 

 

平成19年10月30日

株式会社　モスインスティテュート

取締役会　御中

アスカ監査法人

 

指定社員
業務執行社員

 公認会計士　　福　　島　　正　　己　　㊞

 

業務執行社員  公認会計士　　城　　　　　哲　　哉　　㊞

 

当監査法人は、旧証券取引法第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18年８月１日から平成19年７月31日までの第13期

事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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19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179,253千円の大幅

な営業損失を計上し、また営業活動によるキャッシュ・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
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※　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、その原本は有価証券報告書提出会社が

別途保管している。
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独立監査人の監査報告書
平成２０年１０月３０日

株式会社　モスインスティテュート
取締役会　御中
 
 

アスカ監査法人

指 定 社 員 公認会計士　　福　島　正　己
業務執行社員

指 定 社 員
公認会計士　　城　　　哲　哉

業務執行社員

 
 
 
 
 
 
 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項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１９年８月１日から平成２０年７月３１日までの第１４期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動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２０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．継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象または状況に記載されているとおり、会社は当事業年度におい

ても前事業年度に引き続き、187,449千円の営業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・フローもマイナス

が続いている。これにより、会社は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
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