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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２ 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株当たり中間純損失であり、また、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 2,106,126 2,278,172 2,287,647 4,515,305 4,932,091

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) △93,114 1,016 △135,727 107,619 224,842

当期純利益又は 
中間純損失(△) 

(千円) △89,270 △102,104 △104,703 23,909 4,623

純資産額 (千円) 6,480,892 6,386,725 6,488,815 6,595,359 6,462,195

総資産額 (千円) 7,957,602 8,263,478 9,085,835 8,511,489 8,217,287

１株当たり純資産額 (円) 373.46 368.05 373.94 379.63 372.40

１株当たり当期純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) △5.14 △5.88 △6.03 0.93 0.27

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 (％) 81.5 77.3 71.4 77.5 78.6

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 12,874 265,594 491,996 91,601 110,109

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △196,464 △385,127 △750,853 △443,240 △618,806

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △66,010 △133,133 1,043,117 415,106 △204,922

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 1,368,885 1,441,659 1,700,882 1,661,632 971,516

従業員数 (名) 245 252 242 230 246



(2) 提出会社の経営指標等 

  

(注) １ 売上高には、消費税等は含んでおりません。 

２ 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株当たり中間純損失であり、また、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 1,898,109 1,986,012 2,087,260 4,113,413 4,272,552

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) 21,328 100,204 △80,891 312,396 336,281

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(千円) 5,012 △5,547 △53,243 187,234 119,998

資本金 (千円) 2,228,600 2,228,600 2,228,600 2,228,600 2,228,600

発行済株式総数 (株) 17,355,000 17,355,000 17,355,000 17,355,000 17,355,000

純資産額 (千円) 7,000,866 7,084,481 7,103,804 7,194,478 7,189,389

総資産額 (千円) 8,114,950 8,504,025 9,593,176 8,721,096 8,499,272

１株当たり純資産額 (円) 403.42 408.26 409.38 414.16 414.31

１株当たり中間 
(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

(円) 0.29 △0.32 △3.07 10.35 6.92

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 0.00 0.00 0.00 4.00 4.00

自己資本比率 (％) 86.3 83.3 74.1 82.5 84.6

従業員数 (名) 199 198 207 190 195



２ 【事業の内容】 

当社グループは株式会社医学生物学研究所(以下当社という)及び子会社10社並びに関連会社４社で構成されてお

り、臨床検査薬や基礎研究用試薬の研究・開発及び製造、販売を主な事業としているほか、これらに関連する各種機

器、器具の販売も行っております。そのほか子会社においては遺伝子検査薬及び新しい抗体製造技術の開発、薬剤ス

クリーニング測定系の研究開発、神経変性疾患の治療薬・検査試薬に関する研究等のほかに、バイオ関連企業への投

資並びに技術の提携の斡旋等を行っております。 

当中間連結会計期間における主な事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社に異動もありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

(1) 新規 

  当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに関係会社(非連結子会社)となりました。 

  中国北京、上海、中国沿岸地域における試薬、臨床診断薬の研究、開発、生産及び販売のため下記会社を平成17

年５月に設立致しました。 

(名称)北京博尓邁生物技術有限公司 

(住所)中華人民共和国北京市海淀区 

(資本金)400万人民元 

(主要な事業の内容)医学、生物学及び研究用抗原、抗体、薬剤、機器器具の研究、開発、生産及び販売 

(議決権に対する提出会社の所有割合)67.5％ 

(関係内容)当社より生産委託しております。役員の兼任２名。 

  

(2) 除外 

① RhiGene Inc.(連結子会社)は、平成17年４月１日付でMBL International Corporation(連結子会社)に吸収合併

されました。 

② 株式会社ゲノムサイエンス研究所(連結子会社)は、平成17年４月１日付で株式会社アドジーンを吸収合併した

ため、持分比率が減少し関連会社となりました。 

  なお、名称をG&Gサイエンス株式会社に変更しております。 

③ 株式会社ギンコバイオメディカル研究所(関連会社)は、平成17年６月20日に第三者割当増資により持株割合が

減少し、関係会社に該当しなくなりました。 

④ 株式会社グライエンス(関連会社)は、平成17年４月28日に第三者割当増資により持株割合が減少し、関係会社

に該当しなくなりました。 

  



４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

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

人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)においては労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移して

おります。 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業   

 株式会社医学生物学研究所 207 

 株式会社サイクレックス 6 

 株式会社抗体研究所 9 

 MBL International Corporation 7 

 NAKANE DIAGNOSTICS, INC. 2 

 株式会社セファナス 1 

 Amalgaam有限会社 4 

株式会社GEL-Design 4 

小計 240 

投資関連事業   

 エムビーエルベンチャーキャピタル株式会社 2 

小計 2 

合計 242 

従業員数(名) 207 



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における国内景気は、企業収益の堅調な推移による、潤沢なキャッシュ・イン・フローを背

景にして設備投資は増勢基調を強めました。企業の景況感は、６月短観では明確な改善が見られましたが、９月短

観では原油高の影響などからほぼ横這いとなりました。しかし、企業部門の好調さが家計部門に波及し、雇用・所

得環境の回復が明確になったことから、個人消費は底堅い動きが続き、住宅投資も増加に転じております。 

わが国では、国内産業の空洞化、失業率の増大を解決するために産業構造改革が喫緊の課題となっており、中で

も知識産業の育成が急がれ、このためバイオ産業立国を目指した施策が進み、バイオ産業分野には多額の公的資金

が投じられて大学の知的財産が産業分野で活用される大学発バイオベンチャーが多数創設されてまいりました。し

かしながら、学術的価値と事業化のバランスを欠き、行き詰るベンチャー企業も現れ、ビジネスモデルの再構築を

迫られる企業が少なからず顕在化してまいりました。 

医療業界においては、質の高い医療の提供、効率的、経済的な医療の追求、様々な医療費抑制策が推進され、一

段と経営の効率化と合理化が迫られる状況となっております。また、平成17年４月には医療機器等の安全性強化を

主目的とした改正薬事法が施行され、品質・安全性の確保と法令遵守がますます重要になってきております。検査

薬メーカーにおいては厳しさを増す市場への対応や経営効率の改善など引き続き厳しい状況で推移するものと予想

されます。 

このような情勢下にあって、当社グループは利益性を重視し、主力製品(自己免疫疾患試薬)の国内販売強化及び

癌診断薬の分野では膀胱癌マーカーNMP22診断薬の新発売、販売強化を行い、細胞診試薬の国内販売強化促進、更に

海外市場への展開並びに臨床研究用試薬(癌抑制遺伝子p53抗体測定ELISA、早期リウマチ診断薬Anti-CCP ELISA、類

天疱瘡診断薬 BP180ELISA)の販売促進により売上の拡大を図ってまいりました。また、コストダウンとして、業務

の効率化や原材料価格の見直しなどによる製造原価の低減に取り組み、収益性の向上に努めてまいりました。 

しかしながら、行政サイドの承認、手続きの遅れなどから市場への投入時期が、当初の計画から大きく遅れてお

り、事業計画を遅滞させる背景となっております。今期末から来期にかけてようやく承認を得られる見通しとな

り、遅れを挽回してまいる所存であります。 

このような状況下で、当社は引き続き中期的経営課題としております①バイオテクノロジーの進展と同一歩調を

可能にする企業力を形成②世界のバイオベンチャーとして特定分野の位置を確立③個性ある企業連合として状況に

柔軟な対応が可能な「企業の形」を構築④事業基盤確立のために複数の事業の柱を確立⑤研究・開発・生産・販売

の骨格の強化の５項目について、具体的成果を出すべく努力してまいりました。 

また、分子生物学、細胞生物学、免疫学などの進歩と同一歩調を実現するため、領域を異にするグループ企業各

社におきましても研究が進捗し、成果が出てまいりました。また、よりその成果を確実にするため、グループ全体

でそれぞれの技術を補完し合う施策をより進めてまいりました。 



当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの売上高は次の通りです。 

＜臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業＞ 

① 自己免疫疾患検査試薬の連結売上は、医療費抑制政策が推進され厳しい市場環境の中、942,122千円、対前年同

期比5.6％減の実績となりました。 

② 血液学的検査試薬の売上はHLAジェノサーチ試薬等の売上により98,303千円、対前年同期比27.3％増を達成して

おります。 

③ 基礎研究用試薬の連結売上は、国立大学の独立行政法人化、研究機関の費用抑制動向や企業間競争の激化によ

り、580,846千円、対前年同期比5.9％減となりました(以上の数字はともに、日本国内・海外、製品・商品の合計

の売上増減率です)。 

④ 細胞診解析関連分野の売上は、他の事業と比して金額的には少ないものの、全国の検査センター、検診センタ

ーへの普及が始まり売上高は、77,163千円、対前年同期比92.2％増の伸長を達成致しました。 

＜投資関連事業＞ 

ファンドの管理報酬が減少したため売上高は、36,148千円、対前年同期比14.1％の減少となりました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高の合計は、22億87百万円(対前年同期比0.4％増)となりました。利益

面におきましては、経常損失135百万円、中間純損失104百万円となりました。 

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、定期預金の預入による

支出300百万円、投資有価証券の取得による支出179百万円があったものの、長期借入れによる収入1,100百万円によ

り796百万円増加(前年同期は248百万円減少)し、当中間連結会計期間末には、1,700百万円(前年同期は1,441百万

円)となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果得られた資金は491百万円(前年同期は265百万円)となりました。 

これは主に売上債権の減少333百万円(前年同期は71百万円)によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果使用した資金は750百万円(前年同期は385百万円)となりました。 

これは主に定期預金の預入による支出300百万円(前年同期は―百万円)、投資有価証券の取得による支出179百

万円(前年同期は200百万円)、研究設備投資など有形固定資産の取得による支出85百万円(前年同期は118百万円)

によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果得られた資金は1,043百万円(前年同期は133百万円の使用)となりました。 

これは主に長期借入れによる収入1,100百万円(前年同期は―百万円)によるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

(臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業) 

  

(注) １ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 「腫瘍マーカー」「製造受託」に関しましては、従来「その他」に含めておりましたが、重要性が増したため当中間連結

会計期間より区分して分類しております。 

  

分類 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

基礎研究用試薬 289,772 △2.3 

自己免疫疾患検査試薬 870,918 +2.4 

血漿蛋白定量検査試薬 61,719 △7.1 

ウイルス・感染症検査試薬 61,254 +14.2 

血液学的検査試薬 3,753 △95.3 

腫瘍マーカー 55,597 △26.3 

製造受託 125,918 +24.2 

その他 8,613 +27.3 

合計 1,477,547 △3.4 



(2) 商品仕入実績 

(臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業) 

  

(注) １ 金額は仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 「腫瘍マーカー」に関しましては、従来「その他」に含めておりましたが、重要性が増したため当中間連結会計期間より

区分して分類しております。 

  

分類 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

基礎研究用試薬 229,532 +9.4 

自己免疫疾患検査試薬 78,997 +39.6 

血漿蛋白定量検査試薬 19,297 +47.1 

ウイルス・感染症検査試薬 5,751 △1.2 

血液学的検査試薬 57,898 +1,502.0 

腫瘍マーカー 9,748 +41.4 

細胞診解析関連 47,851 +115.4 

その他 8,831 +43.4 

合計 457,909 +41.3 



(3) 受注状況 

見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

(4) 販売実績 

  

事業の種類別セグメント 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(千円) 

前年同期比(％) 

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業   

 (製品)   

  基礎研究用試薬 210,712 △11.6 

  自己免疫疾患検査試薬 814,734 △9.0 

  血漿蛋白定量検査試薬 53,564 △9.7 

  ウイルス・感染症検査試薬 65,111 △7.8 

  血液学的検査試薬 4,939 △93.0 

腫瘍マーカー 61,356 △0.6 

製造受託 122,493 +35.3 

  その他 8,249 +2,868.8 

 (商品)   

  基礎研究用試薬 370,134 △2.3 

  自己免疫疾患検査試薬 127,388 +24.6 

  血漿蛋白定量検査試薬 31,119 +31.3 

  ウイルス・感染症検査試薬 9,273 △11.8 

  血液学的検査試薬 93,364 +1,329.7 

腫瘍マーカー 15,720 +26.2 

  細胞診解析関連 77,163 +92.2 

  その他 14,240 +28.0 

 (その他) 171,932 +5.4 

小計 2,251,499 +0.7 

投資関連事業   

 (その他) 36,148 △14.1 

合計 2,287,647 +0.4 



(注) １ 前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における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

合は次のとおりであります。 

  

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 「血液学的検査試薬」の主要品目は、前中間連結会計期間においては、連結子会社で生産販売しておりましたので(製品)

に計上されておりましたが当中間連結会計期間より、連結子会社外より購入し、販売することになりましたので(商品)に

計上しております。 

４ 製品の「腫瘍マーカー」「製造受託」に関しましては、従来「その他」に含めておりましたが、重要性が増したため当中

間連結会計期間より区分して分類しております。また、商品の「腫瘍マーカー」につきましても、従来は「その他」に含

めておりましたが、重要性が増したため当中間連結会計期間より区分して分類しております。 

  

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

東邦薬品株式会社 252,747 11.1 314,881 13.8 



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が対処すべき課題について、重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は、次の通りであります。 

  

  

相手先名 契約内容 契約期間 

国立大学法人 岡山大学 酸化LDL、抗酸化LDL抗体測定試薬の開発
平成17年４月１日から
平成18年３月31日まで 

国立大学法人 千葉大学 
SEREX法により見出された新規抗原に対する抗体の測定系の
共同研究 

平成17年８月１日から
平成18年３月31日まで 



５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間における当社グループの研究開発活動は、以下に記載の通りであります。 

当社グループの研究開発活動は、すべて臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺事業に関わる活動であり、投資関連事

業に関わる研究開発活動はありません。 

１ 基礎研究用試薬 

①新規蛍光蛋白質の研究開発を行う子会社Amalgaam有限会社より導入した新しい特性を持ったKaede及びAzami-

Greenなどの蛍光物質及びその遺伝子ベクターを販売しております。また、創薬支援ビジネスを行っている子会社

の株式会社サイクレックスは、平滑筋の異常収縮に関与しているRhoキナーゼの活性測定キットを上市している他

に医薬品開発のためのスクリーニング試薬の開発、販売に注力しております。 

②再生医学領域として血液細胞、血管内皮細胞の共通の祖先と考えられているヘマンジオブラスト細胞の実用化

に向けて、分離・精製と分化・誘導の研究開発、磁性細菌からの磁性粒子を用いた細胞分離システムの開発を進

めております。また免疫学領域としてMHC―テトラマーの製品化、樹状細胞の抗原提示に関する研究に取り組んで

おります。この分野は技術革新の激しいところですので、社外の研究機関との連携を強化した開発を進め、国内

外への特許出願を進めております。 

③ディナベック株式会社との業務提携により、センダイウイルス・ベクターを用いて、受託サービス、遺伝子機

能解析キットの開発など、共同開発を通じて広範なバイオ・ビジネスヘの応用を展開してまいります。また、デ

ィナベック社との合弁会社 北京博尓邁生物技術有限公司を中国北京に設立し、抗体開発及び製造を行うととも

に、研究用試薬の販売を開始致しました。診断薬の中国における販売も行ってまいる予定です。 

２ 自己抗体測定試薬 

①関節リウマチの体外診断薬として抗サイクリックシトルリン化ペプチド(CCP)抗体測定試薬を英国Axis-Shield

社から技術導入し、体外診断用医薬品として厚生労働省に製造承認を申請中です。本試薬の臨床的有用性につい

てはリウマチ学会等で既に高い評価が得られているところであり、学会からも早期の認可が要望されておりま

す。 

②自己免疫性水疱性皮膚疾患である類天疱瘡の診断薬としての抗BP180抗体測定試薬は現在製造承認申請中であ

り、近々の認可が期待されます。また、抗BP180抗体とともに類天疱瘡の診断の補助として期待される抗BP230抗

体測定試薬を研究用試薬として発売致しました。 

③抗ENA抗体測定試薬は従来より当社の主力製品でありましたが、従来のELISA法に代わる多項目同時測定が可能

なLuminex試薬を開発し、製造承認申請を行っております。Luminex試薬は微量検体で最大100項目を同時、かつ短

時間に測定できることから、本試薬の開発によって得られた技術は今後他の試薬にも応用できるものと考えてお

ります。 

④強皮症の診断に有用な抗RNA Polymerase III抗体測定試薬を慶応大学より技術導入し、製品として完成致しま

した。当社では従来より強皮症の診断薬として抗Scl-70抗体測定試薬を販売しておりますが、抗RNA Polymerase 

III抗体は抗Scl-70抗体と並存しないことから抗Scl-70抗体と合わせて新たな市場が開けるものと期待しておりま

す。本試薬の測定対象となる患者は海外に多いことから、海外での販売権を取得し、発売致しました。 

⑤岡山大学及び米国Corgenix社との間で酸化LDL測定試薬AtherOx及び抗酸化LDL抗体測定試薬anti-AtherOxの共同

開発を実施しております。本試薬は、Corgenix社が製造元となることから、平成14年にCorgenix社との間で製品

導入契約を締結しております。AtherOx試薬は糖尿病との、anti-AtherOx試薬は自己免疫疾患での血栓症に対して

高い特異性が確認されており、今後さらにその臨床的意義を検討してまいります。 



３ 癌関連試薬・抗体医薬 

自己抗体測定試薬に次ぐ大きな柱として、癌関連試薬の開発を進めております。 

①平成14年にオンコセラピー・サイエンス株式会社から各種臓器癌に対する癌関連遺伝子について、診断薬、基

礎試薬の独占実施権を獲得しましたが、社内 癌プロジェクトとして腎臓癌、膵臓癌、肺癌、大腸癌、婦人科悪性

腫瘍などの新しい診断薬の開発を精力的に進めております。膵臓癌、肺癌、大腸癌、婦人科悪性腫瘍の測定系に

ついては、一部臨床評価を開始致しました。新規の癌研究用試薬、癌特異的な診断薬を自己免疫診断薬に続く大

きな柱に育ててまいります。 

②ヒト抗体医薬については、オンコセラピー・サイエンス株式会社と、当社及び子会社の株式会杜抗体研究所の

３社による治療用抗体開発のコンソーシアムが組まれ、連続して治療用抗体が開発される体制を構築してまいり

ました。 

③抗体医薬品の探索をより積極的に実施する為に、平成16年にオンコセラピー・サイエンス株式会社との共同出

資により臨床治験を進めるOMAb Pharma株式会社を設立して新規治療用抗体の臨床開発をグループで進める体制を

整えてまいりました。 

④食道癌・乳癌・結腸癌など広域腫瘍抗体マーカーとしてフランスPharmacell社から導入致しました癌抑制遺伝

子p53の自己抗体を測定する試薬は、現在厚生労働省に製造承認申請中であり、審査が進んでいるところでありま

す。 

⑤膀胱癌マーカーNMP-22のイムノクロマト法による診断薬を米国Matritech社より導入し、輸入承認許可を得て発

売致しました。想定通りの売上を獲得しつつあります。 

⑥婦人科悪性腫瘍(子宮体癌、子宮頸癌、卵巣癌)の診断薬として尿中HCGβコア定量試薬「UGF-EIA東亜」を東亞合

成株式会社から導入し、体外診断用医薬品として販売を開始致しました。 

⑦子宮頸癌の発症に関係するヒトパピローマウイルス(HPV)の遺伝子を検出する「アンプリコア リニアアレイ

HPVジェノタイピングキット」をロシュ・ダイアグノスティックス株式会社より導入し、発売致しました。本試薬

は当社が持っております婦人科細胞診試薬(シンレイヤー法)と合わせて使用することにより子宮頸癌発症とHPVに

関する研究に寄与することができるものと考えております。 

４ 血液学的検査試薬 

グループ企業であるG&Gサイエンス株式会社(旧 株式会社ゲノムサイエンス研究所)で開発したLuminex試薬HLAジ

ェノタイプ測定キットは、日本赤十字血液センター、大手検査センターなどに採用され、着実に市場に浸透して

おり、国内市場への普及活動を行ってまいります(G&Gサイエンス株式会社からの新たな導入品はありません。)。

５ 製造受託 

当社の分子生物学、細胞生物学の技術、抗体の開発技術、製造技術を有効に活用する為、食品アレルギー測定試

薬、血液凝固診断薬、感染症試薬などの分野において、製造受託に取り組んでおります。食品アレルギー成分で

ある そば、牛乳など５品目については、食品表示義務が課せられており、高感度で特異性の高い測定キットが要

求されております。大手食品会社と提携し製造受託を実施しております。ELISA法及びイムノクロマト法のこれら

食品アレルギー測定試薬は当社の販売代理店を通じて11月より海外向けに発売致します。その他、血液凝固試

薬、感染症分野の試薬の開発、製造も進められております。 



６ その他試薬 

①動脈硬化のリスクファクターとして既に評価が定着しておりますホモシステインの測定試薬を英国Axis-Shield

社から導入することが決定しております。 

②スウェーデンのEuro-Diagnostica社からは補体経路別補体活性測定試薬を導入し販売を開始致しました。 

  

この結果、当中間連結会計期間の研究開発費の総額は５億60百万円となりました。 

  



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】 

重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは次のとおりであります。 

  

(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありません。 

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
投資額
(千円) 

完了年月
完成後の 
増加能力 

提出会社 
伊那研究所 
(長野県伊那市) 

臨床検査薬及び 
基礎研究用試薬 
周辺事業 

生産用機器 10,479
平成17年
４月～９月 

生産体制の整備

研究用機器 11,296
平成17年
４月～９月 

研究開発の充実



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) 提出日現在発行数には、平成17年12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により発行された株式数は、

含まれておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は次のとおりであります。 
株主総会の特別決議(平成13年６月27日) 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月26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 17,355,000 17,355,000
ジャスダック
証券取引所 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 17,355,000 17,355,000 ― ― 

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数(個) ― ― 

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(株) 241,000 同左 

新株予約権の行使時の払込金額(円) 1,400 同左 

新株予約権の行使期間 
平成15年７月１日～
平成18年３月31日 

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(円) 

発行価格  1,400
資本組入額   700 

同左 

新株予約権の行使の条件 

権利行使時においても当社取
締役又は従業員であることを
要する。ただし、任期満了等
の正当な理由による退任又は
正当な理由による退職に限り
権利を行使できる。 
権利者が死亡した場合には、
相続人が権利行使可能とす
る。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 
権利の譲渡及び質入れは認め
ない。 

同左 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託

業務に係るものであります。 

  

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17年９月30日 ― 17,355,000 ― 2,228,600 ― 3,372,550

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

数 納 幸 子 
愛知県名古屋市東区出来町２丁目８―８
ザ・シーン徳川園2103 

1,333 7.68

日本トラスティ・サービス 
信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１丁目８―11 957 5.51

西 田 克 彦 愛知県尾張旭市大久手町中松原1005―１ 627 3.61

浅 野 銕太郎 愛知県名古屋市昭和区妙見町118 408 2.35

日本生命保険相互会社 
東京都千代田区丸の内１丁目６―６
日本生命 証券管理部内 

290 1.67

数 納   博 愛知県春日井市石尾台６丁目３―４ 274 1.58

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７―１ 210 1.21

MBL社員持株会 
愛知県名古屋市中区丸の内３丁目５―10
住友商事丸の内ビル５Ｆ 
株式会社医学生物学研究所内 

169 0.97

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―３ 161 0.92

日清トレーディング株式会社 東京都千代田区神田錦町１丁目25 150 0.86

計 ― 4,580 26.39



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９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最高・最低株価】 

  

(注) ジャスダック証券取引所の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において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) 
(自己保有株式) 
普通株式  2,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

17,345,000 
17,345 同上 

単元未満株式 普通株式  8,000 ― 同上 

発行済株式総数 17,355,000 ― ― 

総株主の議決権 ― 17,345 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社医学生物学研究所 

名古屋市中区丸の内 
三丁目５番10号 

2,000 ― 2,000 0.01

計 ― 2,000 ― 2,000 0.01

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 800 783 817 789 770 744

最低(円) 723 700 702 726 707 715



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。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のた

だし書きにより、改正前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。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日内閣府令第５号)附則第３項のただし

書きにより、改正前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16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表並びに前中間会計期間

(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の

中間財務諸表について、監査法人朝見会計事務所により中間監査を受けております。 



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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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 1,173,166 1,500,459 773,076 

 ２ 受取手形及び売掛金 1,419,188 1,379,290 1,872,224 

 ３ 有価証券 268,492 200,422 198,440 

 ４ たな卸資産 1,737,349 1,744,749 1,787,214 

 ５ 繰延税金資産 29,659 55,190 29,020 

 ６ その他 ※３ 286,365 266,368 223,456 

   貸倒引当金 △2,049 △1,396 △2,826 

   流動資産合計 4,912,172 59.4 5,145,084 56.6 4,880,606 59.4

Ⅱ 固定資産   

 １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物及び構築物 791,084 742,911 761,152 

  (2) 機械装置及び運搬具 ※２ 392,658 300,917 352,039 

  (3) 土地 44,537 44,537 44,537 

  (4) その他 ※２ 70,913 62,061 65,734 

   有形固定資産合計 1,299,195 15.7 1,150,427 12.7 1,223,464 14.9

 ２ 無形固定資産   

  (1) 連結調整勘定 21,779 11,566 37,635 

  (2) その他 98,864 73,032 88,597 

   無形固定資産合計 120,643 1.5 84,598 0.9 126,233 1.5

 ３ 投資その他の資産   

  (1) 投資有価証券 1,011,902 1,518,892 1,102,957 

  (2) 繰延税金資産 180,415 179,670 203,331 

  (3) 長期前払費用 325,143 367,404 285,943 

  (4) その他 439,558 645,362 424,798 

    貸倒引当金 △25,553 △5,605 △30,048 

   投資その他の資産合計 1,931,467 23.4 2,705,724 29.8 1,986,983 24.2

   固定資産合計 3,351,305 40.6 3,940,750 43.4 3,336,681 40.6

   資産合計 8,263,478 100.0 9,085,835 100.0 8,217,287 100.0

      



  

  

  
前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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 76,465 139,313 77,062 

 ２ 短期借入金 784,248 869,650 805,242 

 ３ 未払法人税等 18,814 16,742 45,617 

 ４ その他 ※３ 404,150 312,646 283,261 

   流動負債合計 1,283,678 15.5 1,338,353 14.7 1,211,183 14.8

Ⅱ 固定負債   

 １ 長期借入金 486,845 1,185,000 392,500 

 ２ その他 69,885 68,460 143,243 

   固定負債合計 556,730 6.7 1,253,460 13.8 535,743 6.5

   負債合計 1,840,409 22.2 2,591,814 28.5 1,746,926 21.3

(少数株主持分)   

  少数株主持分 36,343 0.5 5,206 0.1 8,164 0.1

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 2,228,600 27.0 2,228,600 24.5 2,228,600 27.1

Ⅱ 資本剰余金 3,372,550 40.8 3,372,550 37.1 3,372,550 41.0

Ⅲ 利益剰余金 821,771 9.9 911,403 10.0 928,498 11.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金 △1,938 △0.0 10,162 0.1 △27,597 △0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定 △32,443 △0.4 △32,087 △0.3 △38,041 △0.5

Ⅵ 自己株式 △1,813 △0.0 △1,813 △0.0 △1,813 △0.0

   資本合計 6,386,725 77.3 6,488,815 71.4 6,462,195 78.6

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

8,263,478 100.0 9,085,835 100.0 8,217,287 100.0

      



② 【中間連結損益計算書】 
  

  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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    2,278,172 100.0 2,287,647 100.0   4,932,091 100.0

Ⅱ 売上原価    799,188 35.1 967,168 42.3   1,703,754 34.5

   売上総利益    1,478,984 64.9 1,320,479 57.7   3,228,336 65.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,436,719 63.0 1,434,111 62.7   2,930,108 59.5

   営業利益 
   又は営業損失(△)    42,264 1.9 △113,631 △5.0   298,228 6.0

Ⅳ 営業外収益          

   受取利息   2,135   2,927 4,748   

受取地代家賃   ―   5,190 1,200   

   為替差益   4,732   7,461 3,360   

   その他   3,585 10,453 0.4 2,399 17,978 0.8 7,652 16,961 0.4

Ⅴ 営業外費用          

   支払利息   6,581   5,238 12,863   

   持分法による 
   投資損失   32,417   27,807 64,124   

   スワップ差損   3,259   ― 5,239   

   賃貸原価   5,436   3,851 ―   

   その他   4,004 51,700 2.3 3,177 40,074 1.7 8,119 90,347 1.8

   経常利益 
   又は経常損失(△)    1,016 0.0 △135,727 △5.9   224,842 4.6

Ⅵ 特別利益          

   貸倒引当金戻入額   604   4,724 ―   

   国庫補助金受入益   20,554   40,338 44,627   

   その他   392 21,552 1.0 333 45,396 2.0 1,516 46,143 0.9

Ⅶ 特別損失          

   固定資産除却損 ※２ 550   198 1,558   

   固定資産圧縮損   15,927   21,228 27,018   

   たな卸資産評価損   86,367   ― 100,251   

持分変動損失   ―   17,735 ―   

   貸倒引当金繰入   17,500   ― ―   

   その他   1,120 121,465 5.3 1,020 40,182 1.8 52,853 181,682 3.7

   税金等調整前当期純 
   利益又は税金等調整 
   前中間純損失(△) 

   △98,896 △4.3 △130,513 △5.7   89,304 1.8

   法人税、住民税及び 
   事業税   10,504   7,777 88,339   

   法人税等調整額   △5,681 4,822 0.2 △27,462 △19,685 △0.8 △10,995 77,344 1.6

   少数株主利益又は 
   少数株主損失(△)    △1,614 △0.0 △6,125 △0.3   7,337 0.1

   当期純利益又は中間 
   純損失(△)    △102,104 △4.5 △104,703 △4.6   4,623 0.1

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   3,372,550 3,372,550   3,372,550

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  3,372,550 3,372,550   3,372,550

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,004,065 928,498   1,004,065

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１ 連結子会社減少に 
伴う剰余金増加高 

― 83,730 ― 

 ２ 持分法適用会社減少に 
   伴う剰余金増加高 

― 165,278 ― 

 ３ 当期純利益 ― ― ― 249,008 4,623 4,623

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 配当金 69,410 69,410 69,410 

 ２ 役員賞与 7,700 ― 7,700 

 ３ 連結子会社増加に 
   伴う剰余金減少高 

2,688 776 2,688 

 ４ 持分法適用会社増加に 
   伴う剰余金減少高 

390 91,213 390 

 ５ 中間純損失 102,104 182,294 104,703 266,103 ― 80,189

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  821,771 911,403   928,498

      



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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 

  

  税金等調整前当期純利益 
  又は税金等調整前中間 
  純損失(△) 

 △98,896 △130,513 89,304

  減価償却費  178,277 164,480 350,279

  連結調整勘定償却額  2,912 2,253 5,824

  固定資産圧縮損  15,927 21,228 27,018

  ゴルフ会員権評価損  ― 20 24,380

  投資事業組合からの 
  損益分配額 

 2,781 2,160 4,027

  スワップ差損  3,259 ― 5,239

  投資有価証券評価損  ― ― 28,473

  固定資産除却損  550 198 1,558

  たな卸資産評価損  86,367 ― 100,251

  貸倒引当金の増減額 
  (△減少額) 

 16,896 △4,724 180

  受取利息及び配当金  △2,582 △3,441 △5,730

  支払利息  6,581 5,238 12,863

  為替差損益  564 △4,180 4,347

  持分法による投資損失  32,417 27,807 64,124

  持分変動損失  ― 17,735 ―

  投資有価証券売却損  ― 666 ―

  投資有価証券償還益  ― △486 ―

  売上債権の増減額(△増加額)  71,002 333,468 △382,827

  たな卸資産の増減額 
  (△増加額) 

 20,455 3,541 △44,127

  その他流動資産の増加額  △77,433 △59,664 △14,718

  仕入債務の増減額(△減少額)  △78,970 62,144 △78,478

  未払金の増加額  130,068 148,501 5,531

  その他流動負債の増減額 
  (△減少額) 

 △16,244 △65,631 7,743

  役員賞与の支払額  △7,700 ― △7,700

  その他(△減少額)  1,006 △16 △1,850

   小計  287,242 520,785 195,716

  利息及び配当金の受取額  2,824 4,321 5,841

  利息の支払額  △6,762 △6,518 △13,638

  法人税等の支払額  △17,708 △26,592 △77,810

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー 

 265,594 491,996 110,109



  

  

   
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

  定期預金の預入による支出  ― △300,000 ―

  有形固定資産の取得 
  による支出 

 △118,059 △85,359 △162,488

  無形固定資産の取得 
  による支出 

 △52,610 △2,252 △54,330

  投資有価証券の取得 
  による支出 

 △200,203 △179,978 △322,466

  投資有価証券の売却 
  による収入 

 ― 4,565 ―

  子会社出資金の 
  取得による支出 

 ― △34,560 ―

  少数株主からの株式の 
  取得による支出 

 ― ― △59,100

  貸付による支出  △3,000 △4,000 △7,834

  貸付金の回収による収入  8,900 6,223 13,418

  その他投資等の増加 
  による支出 

 △21,871 △163,469 △50,178

  その他投資等の減少 
  による収入 

 1,716 7,977 24,173

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー 

 △385,127 △750,853 △618,806

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

  

  短期借入金の純増加額  31,080 96,900 52,080

  長期借入れによる収入  ― 1,100,000 ―

  長期借入金の返済による支出  △95,000 △85,000 △190,000

  少数株主への株式の 
  発行による収入 

 2,000 ― 1,908

  少数株主からの株式の 
  取得による支出 

 △3,200 ― ―

  配当金の支払額  △68,013 △68,782 △68,911

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 △133,133 1,043,117 △204,922

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

 4,664 11,975 △4,524

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 
  (△減少額) 

 △248,001 796,235 △718,144

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

 1,661,632 971,516 1,661,632

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び 
  現金同等物の増加額 

 28,028 18,842 28,028

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び 
  現金同等物の減少額 

 ― △85,712 ―

Ⅸ 現金及び現金同等物の中間 
  期末(期末)残高 

※ 1,441,659 1,700,882 971,516



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(1) 連結子会社の数…10社 

  連結子会社の名称 

   ㈱サイクレックス、

㈱抗体研究所、㈱ゲ

ノムサイエンス研究

所、エムビーエルベ

ンチャーキャピタル

㈱、㈱セファナス 

   MBL International  

   Corporation 

   RhiGene Inc. 

   NAKANE 

   DIAGNOSTICS, INC. 

   Amalgaam㈲ 

   Life Science  

   Catalyst Partners, 

   Inc. 

 なお、前連結会計年度

において非連結子会社で

あ っ た Amalgaam ㈲、 

Life Science Catalyst 

Partners, Inc.は重要性

が増加したため、当中間

連結会計期間より連結の

範囲に含めております。 

(1) 連結子会社の数…９社 

  連結子会社の名称 

   ㈱サイクレックス、

㈱抗体研究所、エム

ビーエルベンチャー

キャピタル㈱、㈱セ

ファナス 

   MBL International  

   Corporation  

   NAKANE 

   DIAGNOSTICS, INC. 

   Amalgaam㈲ 

   Life Science  

   Catalyst Partners, 

   Inc. 

   ㈱GEL-Design 

 従来、連結子会社であ

ったRhiGene Inc.は平成

17 年 ４ 月 １ 日 に MBL 

International 

Corporationに吸収合併

されたため連結の範囲か

ら除外しました。ただ

し、合併時までの損益

は、中間連結損益計算書

に含めております。 

 また、連結子会社であ

った㈱ゲノムサイエンス

研究所は合併により持株

比率が減少し関連会社と

なったため、当中間連結

会計期間より連結の範囲

から除外し、持分法適用

会社としました。合併に

より名称をG&Gサイエン

ス㈱に変更しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度

において非連結子会社で

あった㈱GEL-Design(前

連結会計年度は有限会社

でしたが、株式会社に組

織変更しております。)

は重要性が増したため、

当中間連結会計期間より

連結の範囲に含めており

ます。 

(1) 連結子会社の数…10社 

  連結子会社の名称 

   ㈱サイクレックス、

㈱抗体研究所、㈱ゲ

ノムサイエンス研究

所、エムビーエルベ

ンチャーキャピタル

㈱、㈱セファナス 

   MBL International  

   Corporation 

   RhiGene Inc. 

   NAKANE 

   DIAGNOSTICS, INC. 

   Amalgaam㈲ 

   Life Science  

   Catalyst Partners, 

   Inc. 

 なお、前連結会計年度

において非連結子会社で

あ っ た Amalgaam ㈲、 

Life Science Catalyst 

Partners, Inc.は重要性

が増加したため、当連結

会計年度より連結の範囲

に含めております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 非連結子会社数…１社 
  非連結子会社の名称 
   ㈲GEL-Design 

(2) 非連結子会社数…１社 
  非連結子会社の名称 
   北京博尓邁生物技術 
   有限公司 

(2) 非連結子会社数…１社 
  非連結子会社の名称 
   ㈲GEL-Design 

   連結の範囲から除いた理
由 
  非連結子会社１社は、
小規模会社であり、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。 

 連結の範囲から除いた理
由 
  非連結子会社１社は、
小規模会社であり、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。 

 連結の範囲から除いた理
由 
  非連結子会社１社は、
小規模会社であり、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。 

２ 持分法の適用に関
する事項 

(1) 持分法を適用した非連
結子会社数………０社 

(2) 持分法を適用した関連
会社の数…………４社 

  持分法適用関連会社名 
   プロテインウェーブ

㈱、㈱ギンコバイオ
メディカル研究所、
㈱クロモリサーチ、
㈱グライエンス 

(1) 持分法を適用した非連
結子会社数………０社 

(2) 持分法を適用した関連
会社の数…………４社 

  持分法適用関連会社名 
   プロテインウェーブ

㈱、㈱クロモリサー
チ、G&Gサイエンス
㈱、OMAb Pharma㈱ 

(1) 持分法を適用した非連
結子会社数………０社 

(2) 持分法を適用した関連
会社の数…………４社 

  持分法適用関連会社名 
   プロテインウェーブ

㈱、㈱ギンコバイオ
メディカル研究所、
㈱クロモリサーチ、
㈱グライエンス 

  

  なお、前連結会計年度
において持分法を適用し
ていなかった関連会社㈱
クロモリサーチ、㈱グラ
イエンスは重要性が増加
したため、当中間連結会
計期間より持分法を適用
しております。 

  なお、前連結会計年度
において持分法を適用し
ていなかった関連会社
OMAb Pharma㈱は重要性
が増加したため、当中間
連結会計期間より持分法
を適用しております。 

  なお、前連結会計年度
において持分法を適用し
ていなかった関連会社㈱
クロモリサーチ、㈱グラ
イエンスは重要性が増加
したため、当連結会計年
度より持分法を適用して
おります。 

  (3) 持分法を適用しない非
連結子会社及び関連会
社の名称 

  非連結子会社 
   ㈲GEC-Design 
  関連会社 
   OMAb Pharma㈱ 
   前連結会計年度にお
いて関連会社であった
サミット・グライコリ
サーチ㈱は、第三者割
当増資に伴い持分比率
が低下したことによ
り、関連会社でなくな
りました。 

(3) 持分法を適用しない非
連結子会社の名称 

  非連結子会社 
   北京博尓邁生物 
   技術有限公司 
   前連結会計年度にお
いて関連会社であった
㈱ギンコバイオメディ
カル研究所及び㈱グラ
イエンスは、第三者割
当増資に伴い持分比率
が低下したことによ
り、関連会社でなくな
りました。 

(3) 持分法を適用しない非
連結子会社及び関連会
社の名称 

  非連結子会社 
   ㈲GEC-Design 
  関連会社 
   OMAb Pharma㈱ 
   前連結会計年度にお
いて関連会社であった
サミット・グライコリ
サーチ㈱は、第三者割
当増資に伴い持分比率
が低下したことによ
り、関連会社でなくな
りました。 

   持分法を適用しない理由 
  持分法を適用していな
い非連結子会社及び関連
会社は、それぞれ中間純
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、持分法の適用から除
外しております。 

 持分法を適用しない理由 
  持分法を適用していな
い非連結子会社は、それ
ぞれ中間純損益(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
の適用から除外しており
ます。 

 持分法を適用しない理由 
  持分法を適用していな
い非連結子会社及び関連
会社は、それぞれ当期純
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、持分法の適用から除
外しております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(4) 持分法適用会社のう

ち、中間決算日が異な

る会社については、当

該会社の中間会計期間

に係る中間財務諸表を

使用しております。 

(4) 持分法適用会社のう

ち、決算日が異なる会

社については、当該会

社の事業年度に係る財

務諸表を使用しており

ます。 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

 すべての連結子会社の中

間決算日は６月30日であり

ます。中間連結財務諸表の

作成に当たっては、同日現

在の中間財務諸表を使用

し、中間連結決算日との間

に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を

行っております。 

    同左  すべての連結子会社の決

算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成に

あたっては同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な

調整を行っております。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① たな卸資産 

    商品、製品、原材

料、仕掛品及び貯

蔵品 

    …総平均法による

原価法 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① たな卸資産 

    同左 

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 ① たな卸資産 

    同左 

   ② 有価証券 

――――― 

  

  

  

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

     …中間決算日の

市場価格等に

基づく時価法

(評価差額は

全部資本直入

法により処理

し、売却原価

は移動平均法

により算定) 

     時価のないもの 

     …移動平均法に

よる原価法 

 ② 有価証券 

    満期保有目的の債

券 

償却原価法(定

額法) 

    その他有価証券 

     同左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ② 有価証券 

    満期保有目的の債

券 

    同左 

  

    その他有価証券 

     時価のあるもの 

     …連結会計年度

末日の市場価

格等に基づく

時価法(評価

差額は全部資

本直入法によ

り処理し、売

却原価は移動

平均法により

算定) 

     時価のないもの 

     …移動平均法に

よる原価法 

   (3) デリバティブ 

   …時価法 

 (3) デリバティブ 

   …同左 

 (3) デリバティブ 

   …同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

 ① 有形固定資産……… 

    主として、定率法

によっております。 

    ただし、当社及び

国内連結子会社は平

成10年４月１日以降

に取得した建物(建

物附属設備を除く)

は定額法によってお

ります。 

    なお、耐用年数及

び残存価額について

は法人税法に規定す

る方法と同一の基準

によっております。 

(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……… 

    当社及び国内連結

子会社は定額法を採

用し、在外連結子会

社は当該国の会計基

準に基づく定額法を

採用しております。 

    なお、当社及び国

内連結子会社の償却

年数については、法

人税法に規定する方

法と同一の基準によ

っております。ただ

し、自社利用のソフ

トウェアについて

は、社内における利

用可能期間(５年)に

基づく定額法を採用

しております。 

 ② 無形固定資産……… 

    同左 

 ② 無形固定資産……… 

    同左 

   ③ 長期前払費用…… 

    均等償却 

 ③ 長期前払費用……… 

    同左 

 ③ 長期前払費用……… 

    同左 

  

(3) 重要な引当金の計上基

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、当社及び国

内連結子会社は一般

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。また在外連結子

会社は主として特定

の債権について回収

不能見込額を計上し

ております。 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

   貸倒引当金………… 

    同左 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

   貸倒引当金………… 

    同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  外貨建金銭債権債務

は、中間連結決算日の直

物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益

として、処理しておりま

す。 

  なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主

持分及び資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含

めております。 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

   同左 

(4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準 

  外貨建金銭債権債務

は、連結決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

  なお、在外子会社の資

産、負債、収益及び費用

は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為

替換算調整勘定に含めて

おります。 

  (5) 重要なリース取引の処

理方法 

  当社及び国内連結子会

社は、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 

(5) 重要なリース取引の処

理方法 

   同左 

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理を採

用しております。 

   ただし、特例処理の

要件を満たす金利スワ

ップについては特例処

理を採用しておりま

す。 

   また、為替変動リス

クのヘッジについて振

当て処理の要件を満た

している場合には、振

当て処理をしておりま

す。 

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

    同左 

  

(6) 重要なヘッジ会計の方

法 

 ① ヘッジ会計の方法 

    同左 

  



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

   ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利 
スワップ 借入金の利息

クーポン 
スワップ 外貨建債務 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

    同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

    同左 

   ③ ヘッジ方針 

   当社グループのデリ

バティブに対する方針

は、借入金の金利変動

リスクを回避するた

め、また外貨建による

輸入実績を踏まえた上

で、必要な範囲内で

「組織規程」及び「経

理規程」並びに「職務

権限規程」の定めに従

い、リスクヘッジをし

ております。 

 ③ ヘッジ方針 

    同左 

 ③ ヘッジ方針 

    同左 

   ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

   主として半期毎に内

部規程により、ヘッジ

の有効性の事前及び事

後テストを実施し有効

性の確認を実施してお

ります。 

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

    同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の

方法 

    同左 

  (7) 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 

   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。 

(7) 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 

   消費税等の会計処理 

    同左 

(7) 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 

   消費税等の会計処理 

    同左 

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 

 手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の

高い、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

ない短期的な投資からなっ

ております。 

 同左  同左 



  
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 

  

  

表示方法の変更 

  

  

追加情報 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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。 
 これによる損益に与える影響はあ
りません。 

――――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

(中間連結損益計算書) 
 前中間連結会計期間において営業外費用の「その他」
に含めて表示しておりました「賃貸原価」は営業外費用
総額の100分の10超となったため当中間連結会計期間よ
り区分掲記することに変更しました。 
 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい
る「賃貸原価」は4,847千円であります。 

(中間連結損益計算書)
 前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」
に含めて表示しておりました「受取地代家賃」は営業外
収益総額の100分の10超となったため当中間連結会計期
間より区分掲記することに変更しました。 
 なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい
る「受取地代家賃」は600千円であります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当中間連結会計期間から
「法人事業税における外形標準課税
部分の損益計算書上の表示について
の実務上の取扱い」(平成16年２月13
日 企業会計基準委員会 実務対応
報告第12号)に従い法人事業税の付加
価値割及び資本割については、販売
費及び一般管理費に計上しておりま
す。 
 この結果、販売費及び一般管理費
が8,132千円増加し、営業利益、経
常利益が8,132千円減少しており、
税金等調整前中間純損失が8,132千
円増加しております。 

――――――― 「地方税法等の一部を改正する法
律」(平成15年法律第９号)が平成15
年３月31日に公布され、平成16年４
月１日以後に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたこと
に伴い、当連結会計年度から「法人
事業税における外形標準課税部分の
損益計算書上の表示についての実務
上の取扱い」(平成16年２月13日 企
業会計基準委員会 実務対応報告第
12号)に従い法人事業税の付加価値割
及び資本割については、販売費及び
一般管理費に計上しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費
が17,217千円増加し、営業利益、経
常利益及び税金等調整前当期純利益
が17,217千円減少しております。 



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16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,756,684千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,883,986千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

1,845,626千円 

※２ 国庫補助金の受入れにより取

得価額より控除した固定資産

の圧縮記帳累計額 

当中間連結会計期間におい

て、国庫補助金の受入れによ

り取得価額から控除した固定

資産の圧縮記帳額は15,927千

円であり、その内訳は機械及

び装置15,927千円でありま

す。 

機械装置及び 
運搬具 

117,641千円

その他(工具
器具及び備
品) 

4,447 

合計 122,088 

※２ 国庫補助金の受入れにより取

得価額より控除した固定資産

の圧縮記帳累計額 

当中間連結会計期間におい

て、国庫補助金の受入れによ

り取得価額から控除した固定

資産の圧縮記帳額は21,228千

円であり、その内訳は機械及

び装置19,420千円、工具器具

及び備品1,808千円でありま

す。 

機械装置及び
運搬具 

147,835千円

その他(工具
器具及び備
品) 

6,255 

合計 154,091 

※２ 国庫補助金の受入れにより取

得価額より控除した固定資産

の圧縮記帳累計額 

   当連結会計年度において、国

庫補助金の受入れにより取得

価額から控除した固定資産の

圧縮記帳額は27,018千円であ

り、その内訳は機械及び装置

27,018千円であります。 

機械装置及び 
運搬具 

128,732千円

その他(工具
器具及び備
品) 

4,447 

合計 133,180 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の

その他に含めて表示しており

ます。 

※３ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の

その他に含めて表示しており

ます。 

――――――― 

 ４ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。 

㈱ギンコバイ
オメディカル
研究所 

176,000千円

 ４ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。 
  
㈱ギンコバイ
オメディカル
研究所 

92,000千円

G&Gサイエン
ス㈱ 

240,000千円

 ４ 偶発債務 

   連結子会社以外の会社の金融

機関からの借入金に対して、

次のとおり債務保証を行って

おります。 

㈱ギンコバイ
オメディカル
研究所 

124,000千円

 ５ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため日本生命保険相

互会社とコミットメントライ

ン契約を締結しております。

この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 

 ５ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため日本生命保険相

互会社とコミットメントライ

ン契約を締結しております。

この契約に基づく当中間連結

会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりであります。 

貸出コミット
メントの総額

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 

 ５ 当社は運転資金の効率的な調

達を行うため日本生命保険相

互会社とコミットメントライ

ン契約を締結しております。

この契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

貸出コミット 
メントの総額 

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 



(中間連結損益計算書関係) 

  

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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通

りであります。 

給与 417,364千円

減価償却費 52,273 

研究開発費 520,827 

※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通

りであります。 

給与 401,874千円

減価償却費 59,166 

研究開発費 560,105 

※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通

りであります。 

給与 819,524千円

減価償却費 102,489 

研究開発費 1,083,831 

※２ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

500千円

その他 49 

 計 550 

※２ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。 

機械装置及び
運搬具 

165千円

その他 32 

 計 198 

※２ 固定資産除却損の内訳は下記

のとおりであります。 

機械装置及び 
運搬具 

1,121千円

その他 436 

 計 1,558 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※ 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 

(平成16年９月30日) 

現金及び 
預金勘定 

1,173,166千円

有価証券勘定 268,492 

現金及び 
現金同等物 

1,441,659 

※ 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 

(平成17年９月30日) 

現金及び 
預金勘定 

1,500,459千円

有価証券勘定 200,422 

現金及び 
現金同等物 

1,700,882 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

(平成17年３月31日) 

現金及び
預金勘定 

773,076千円

有価証券勘定 198,440 

現金及び
現金同等物 

971,516 



(リース取引関係) 

  

  

  

次へ 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 (注) 「その他」は工具器具及び

備品であります。 

    その他 

取得価額 
相当額 

  207,616千円

減価償却 
累計額相当額 

  101,040 

中間期末残高 
相当額 

  106,575 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び中間期末残高相当額 

 (注) 「その他」は工具器具及び

備品並びにソフトウェアで

あります。 

   その他 

取得価額

相当額 
 219,468千円

減価償却

累計額相当額 
 101,276 

中間期末残高

相当額 
 118,191 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 (注) 「その他」は工具器具及び

備品並びにソフトウェアで

あります。 

    その他 

取得価額

相当額 
  234,016千円

減価償却

累計額相当額 
  106,622 

期末残高

相当額 
  127,394 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 39,201千円

１年超 71,109 

合計 110,311 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額 

１年以内 40,979千円

１年超 81,580 

合計 122,560 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額 

１年以内 42,804千円

１年超 88,525 

合計 131,330 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 22,917千円

減価償却費 
相当額 

20,635 

支払利息 
相当額 

2,484 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 26,227千円

減価償却費
相当額 

23,398 

支払利息
相当額 

3,262 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額 

支払リース料 47,417千円

減価償却費 
相当額 

42,612 

支払利息
相当額 

5,232 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算出方

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) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算出方

法 

     同左 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算出方

法 

     同左 

    利息相当額の算出方法 

     リース料総額とリース物

件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、

各期への配分方法につい

ては、利息法によってお

ります。 

    利息相当額の算出方法 

     同左 

    利息相当額の算出方法 

     同左 



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

  

  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

  
(注) 前連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について28,473千円減損処理を行っております。 

なお、下落率が30～50％の株式の減損にあっては、個別銘柄毎に、連結会計年度における最高値・最安値と帳簿価格との乖

離状況等保有有価証券の時価水準を把握するとともに発行体の外部信用格付や公表財務諸表ベースでの各種財務比率の検討

等により信用リスクの定量評価を行い、総合的に判断しております。 

  
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

区分 

中間連結 
貸借対照 
表計上額 
(千円) 

時価
(千円) 

差額 
(千円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円) 

時価
(千円) 

差額
(千円) 

連結
貸借対照
表計上額
(千円) 

時価 
(千円) 

差額 
(千円) 

満期保有目的の 
債券 

         

国債・地方債等 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 ― ― ― 101,998 101,150 △848 102,250 100,800 △1,450

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― 101,998 101,150 △848 102,250 100,800 △1,450

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) 

取得原価
(千円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(千円) 

差額
(千円) 

取得原価
(千円) 

連結 
貸借対照 
表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

その他有価証券          

株式 536,139 543,419 7,279 507,433 541,007 33,574 507,665 482,839 △24,826

債券         

国 債・地 方 債
等 

― ― ― ― ― ― ― ― ―

社債 2,513 3,009 495 ― ― ― 2,513 3,003 489

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 128,903 115,326 △13,577 130,738 118,656 △12,081 129,767 114,019 △15,747

計 667,556 661,754 △5,801 638,171 659,664 21,492 639,946 599,862 △40,084

  
前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

内容 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 

その他有価証券    

マネー・マネジメ
ント・ファンド 

252,640 182,318 182,222

投資事業有限責任
組合及びそれに類
する組合への出資 

― 50,766 50,990

非上場株式(店頭
売買株式を除く) 

311,480 632,955 311,480

計 564,120 866,040 544,692



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。 

  

前連結会計年度末(平成17年３月31日) 

 該当事項は、ありません。 

 なお、金利スワップ取引及びクーポンスワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりま

すので注記の対象から除いております。 

  

  



(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16年４月１日 至平成16年９月30日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

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については該当ありません。 

  

  

臨床検査薬及び 
基礎研究用試薬 
周辺事業 
(千円) 

投資関連事業
(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 

2,236,090 42,082 2,278,172 ― 2,278,172

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

1,200 2,179 3,379 (3,379) ―

計 2,237,290 44,262 2,281,552 (3,379) 2,278,172

営業費用 2,177,364 61,923 2,239,288 (3,379) 2,235,908

営業利益又は営業損失(△) 59,925 △17,661 42,264 ― 42,264

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺
事業 

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試
薬及び機器・器具、細胞診解析関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業



当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

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については該当ありません。 

  

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

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については該当ありません。 

  

  

臨床検査薬及び 
基礎研究用試薬 
周辺事業 
(千円) 

投資関連事業
(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 

2,251,499 36,148 2,287,647 ― 2,287,647

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

1,200 ― 1,200 (1,200) ―

計 2,252,699 36,148 2,288,847 (1,200) 2,287,647

営業費用 2,362,342 40,136 2,402,479 (1,200) 2,401,279

営業損失 109,643 3,988 113,631 ― 113,631

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺
事業 

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試
薬及び機器・器具、細胞診解析関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業

  

臨床検査薬及び 
基礎研究用試薬 
周辺事業 
(千円) 

投資関連事業
(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 

4,855,003 77,087 4,932,091 ― 4,932,091

(2) セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

2,400 2,513 4,913 (4,913) ―

計 4,857,403 79,600 4,937,004 (4,913) 4,932,091

営業費用 4,538,409 100,365 4,638,775 (4,913) 4,633,862

営業利益又は営業損失(△) 318,994 △20,765 298,228 ― 298,228

事業区分 主要役務又は製品

臨床検査薬及び基礎研究用試薬周辺
事業 

基礎研究用試薬、自己免疫疾患検査試薬、その他臨床検査試
薬及び機器・器具、細胞診解析関連 

投資関連事業 バイオ関連企業への投資事業



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日)及び当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至

平成17年９月30日)並びに前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載は省略しております。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自平成16年４月１日 至平成16年９月30日) 

(注) １ 国又は地域の区分は、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 

 (1) 北米…………アメリカ、カナダ 

 (2) その他………ヨーロッパ、アジア他 

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。 

  

当中間連結会計期間(自平成17年４月１日 至平成17年９月30日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、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 

 (1) 北米…………アメリカ、カナダ 

 (2) その他………ヨーロッパ、アジア他 

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。 

  

前連結会計年度(自平成16年４月１日 至平成17年３月31日) 

  

(注) １ 国又は地域の区分は、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 

 (1) 北米…………アメリカ、カナダ 

 (2) その他………ヨーロッパ、アジア他 

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。 

  

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 133,285 79,003 212,288

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,278,172

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.8 3.5 9.3

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 164,235 67,034 231,269

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 2,287,647

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

7.2 2.9 10.1

  北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 254,477 153,953 408,430

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 4,932,091

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

5.2 3.1 8.3



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎 
  

  
  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 368.05円 １株当たり純資産額 373.94円 １株当たり純資産額 372.40円

１株当たり中間純損失 5.88円 １株当たり中間純損失 6.03円 １株当たり当期純利益 0.27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

間純損失であり、また希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益又は中間純
損失(△)(千円) 

△102,104 △104,703 4,623

普通株主に帰属しない
金額(千円) 

― ― ―

 (うち利益処分による 
 役員賞与金)(千円) 

(―) (―) (―)

普通株式に係る 
当期純利益又は中間 
純損失(△)(千円) 

△102,104 △104,703 4,623

普通株式の期中平均 
株式数(株) 

17,352,740 17,352,740 17,352,740

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 

新株予約権 
 潜在株式の数 

245,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 

新株予約権
 潜在株式の数 

241,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 

新株予約権 
 潜在株式の数 

242,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 



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16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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    831,467 1,284,456   496,767 

 ２ 受取手形    406,608 408,875   446,040 

 ３ 売掛金    933,444 987,492   1,292,381 

 ４ 有価証券    268,492 200,422   198,440 

 ５ たな卸資産    1,619,015 1,693,758   1,684,768 

 ６ その他 ※３  323,171 319,182   220,906 

 ７ 貸倒引当金    △2,285 △1,657   △3,084 

   流動資産合計    4,379,914 51.5 4,892,530 51.0   4,336,219 51.0

Ⅱ 固定資産          

 (1) 有形固定資産 ※１        

  １ 建物    766,253 724,891   746,619 

  ２ その他 ※２  437,219 360,115   382,373 

   有形固定資産合計    1,203,472 14.2 1,085,006 11.3   1,128,993 13.3

 (2) 無形固定資産    87,021 1.0 72,976 0.8   78,377 0.9

 (3) 投資その他の資産          

  １ 投資有価証券    2,033,928 2,426,917   2,159,519 

  ２ 長期前払費用    322,508 367,113   283,828 

  ３ その他    502,716 754,238   542,366 

  ４ 貸倒引当金    △25,536 △5,605   △30,032 

   投資その他の 
   資産合計    2,833,616 33.3 3,542,663 36.9   2,955,681 34.8

   固定資産合計    4,124,111 48.5 4,700,646 49.0   4,163,052 49.0

   資産合計    8,504,025 100.0 9,593,176 100.0   8,499,272 100.0

           



  

  
  

    
前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

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    126,284 161,277   131,130 

 ２ 短期借入金    479,100 792,000   465,100 

 ３ 未払法人税等    17,985 14,563   43,939 

 ４ 未払消費税等 ※３  12,521 ―   28,641 

 ５ その他    294,468 308,416   179,631 

   流動負債合計    930,360 10.9 1,276,257 13.3   848,443 10.0

Ⅱ 固定負債          

 １ 長期借入金    435,000 1,175,000   365,000 

 ２ その他    54,182 38,114   96,439 

   固定負債合計    489,182 5.8 1,213,114 12.6   461,439 5.4

   負債合計    1,419,543 16.7 2,489,372 25.9   1,309,882 15.4

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    2,228,600 26.2 2,228,600 23.2   2,228,600 26.2

Ⅱ 資本剰余金          

  資本準備金    3,372,550 3,372,550   3,372,550 

  資本剰余金合計    3,372,550 39.6 3,372,550 35.2   3,372,550 39.6

Ⅲ 利益剰余金          

 １ 利益準備金    106,400 106,400   106,400 

 ２ 任意積立金    1,275,000 1,335,000   1,275,000 

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益    107,237 50,129   232,784 

   利益剰余金合計    1,488,637 17.5 1,491,529 15.6   1,614,184 19.0

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金    △3,492 △0.0 12,938 0.1   △24,130 △0.2

Ⅴ 自己株式    △1,813 △0.0 △1,813 △0.0   △1,813 △0.0

   資本合計    7,084,481 83.3 7,103,804 74.1   7,189,389 84.6

   負債資本合計    8,504,025 100.0 9,593,176 100.0   8,499,272 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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    1,986,012 100.0 2,087,260 100.0   4,272,552 100.0

Ⅱ 売上原価    766,482 38.6 926,906 44.4   1,586,210 37.1

   売上総利益    1,219,529 61.4 1,160,354 55.6   2,686,342 62.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費    1,122,484 56.5 1,250,262 59.9   2,353,711 55.1

   営業利益又は 
   営業損失(△)    97,044 4.9 △89,907 △4.3   332,631 7.8

Ⅳ 営業外収益 ※１  14,461 0.7 19,232 0.9   23,999 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※２  11,301 0.6 10,216 0.5   20,349 0.5

   経常利益又は 
   経常損失(△)    100,204 5.0 △80,891 △3.9   336,281 7.9

Ⅵ 特別利益 ※３  19,901 1.0 31,214 1.5   31,318 0.7

Ⅶ 特別損失 ※４  121,465 6.1 28,678 1.4   181,682 4.3

   税引前当期純利益 
   又は税引前中間 
   純損失(△) 

   △1,358 △0.1 △78,355 △3.8   185,917 4.3

   法人税、住民税 
   及び事業税   9,000   5,366 86,000   

   法人税等調整額   △4,811 4,188 0.2 △30,477 △25,111 △1.2 △20,080 65,919 1.5

   当期純利益又は 
   中間純損失(△)    △5,547 △0.3 △53,243 △2.6   119,998 2.8

   前期繰越利益    112,785 103,373   112,785 

   中間(当期)未処分 
   利益    107,237 50,129   232,784 

           



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16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及
び評価方法 

(1) たな卸資産 
  総平均法による原価法 

(1) たな卸資産 
   同左 

(1) たな卸資産 
   同左 

  (2) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会
社株式 

  移動平均法による原価
法 

(2) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会
社株式 

   同左 

(2) 有価証券 
 ①子会社株式及び関連会
社株式 

   同左 

   ②  ―――――  ②満期保有目的の債券 
  償却原価法(定額法) 

 ②満期保有目的の債券 
   同左 

   ③その他有価証券 
  時価のあるもの 
   中間決算日の市場価
格等に基づく時価法
(評価差額は全部資本
直入法により処理し、
売却原価は移動平均法
により算定) 

  時価のないもの 
   移動平均法による原
価法 

 ③その他有価証券 
   同左 

 ③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
差額は全部資本直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定) 

  時価のないもの 
   移動平均法による原
価法 

   ④デリバティブ 
  時価法 

 ④デリバティブ 
   同左 

 ④デリバティブ 
   同左 

２ 固定資産の減価償
却の方法 

(1) 有形固定資産 
  定率法 
  ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物
(建物附属設備は除く)に
ついては、定額法を採用
しております。 
  なお、耐用年数及び残
存価額については法人税
法に規定する方法と同一
の基準によっておりま
す。 

(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、償却年数につい
ては、法人税法に規定す
る方法と同一の基準によ
っております。ただし、
自社利用のソフトウェア
については、社内におけ
る利用可能期間(５年)に
基づく定額法を採用して
おります。 

(2) 無形固定資産 
   同左 

(2) 無形固定資産 
   同左 

  (3) 長期前払費用 
  均等償却 

(3) 長期前払費用 
   同左 

(3) 長期前払費用 
   同左 



  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

３ 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 

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨への

換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、

中間決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理して

おります。 

――――――― ――――――― 

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   同左 

６ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。ただし、

特例処理の要件を満たす

金利スワップについては

特例処理を採用しており

ます。 

  また、為替変動リスク

のヘッジについて振当て

処理の要件を満たしてい

る場合には、振当て処理

をしております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

(1) ヘッジ会計の方法 

  同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

金利 
スワップ 借入金の利息

クーポン 
スワップ 外貨建債務 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

  同左 

  (3) ヘッジ方針 

  当社のデリバティブに

対する方針は、借入金の

金利変動リスクを回避す

るため、また外貨建によ

る輸入実績を踏まえた上

で、必要な範囲内で「組

織規程」及び「経理規

程」並びに「職務権限規

程」の定めに従い、リス

クヘッジをしておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

  同左 

(3) ヘッジ方針 

  同左 



  

  

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 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  主として半期毎に内部

規定により、ヘッジの有

効性の事前及び事後テス

トを実施し有効性の確認

を実施しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

  同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方

法 

   同左 

７ 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 

  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税

の会計処理は税抜方式に

よっております。 

  消費税等の会計処理 

  同左 

  消費税等の会計処理 

  同左 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３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。 

――――――― 



追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が8,132千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益が

8,132千円減少しております。 

―――――――  「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業会

計基準委員会 実務対応報告第12号)

に従い法人事業税の付加価値割及び

資本割については、販売費及び一般

管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が17,217千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が

17,217千円減少しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の

減価償却累計額 

  

1,680,633千円 

  

1,824,939千円 

  

1,755,189千円 

※２ 国庫補助金の受

入れにより取得価

額より控除した固

定資産の圧縮記帳

累計額 

その他 
機械及び 
装置 

112,008千円

工具器具 
及び備品 

4,447 

合計 116,455 

その他 
機械及び
装置 

142,202千円

工具器具
及び備品 

6,255 

合計 148,458 

その他 
機械及び 
装置 

123,099千円

工具器具 
及び備品 

4,447 

合計 127,547 

  当中間会計期間において、

国庫補助金の受入れにより

取得価額から控除した固定

資産の圧縮記帳額は15,927

千円であり、その内訳は機

械及び装置15,927千円であ

ります。 

当中間会計期間において、

国庫補助金の受入れにより

取得価額から控除した固定

資産の圧縮記帳額は21,228

千円であり、その内訳は機

械及び装置19,420千円、工

具器具及び備品1,808千円

であります。 

当事業年度において、国庫

補助金の受入れにより取得

価額から控除した固定資産

の圧縮記帳額は27,018千円

であり、その内訳は機械及

び装置27,018千円でありま

す。 

※３ 消費税等の取扱

い 

 仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

負債の「未払消費税等」と

して表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消

費税等は相殺のうえ、流動

資産の「その他」に含めて

表示しております。 

――――――― 

 ４ 偶発債務 債務保証 

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っておりま

す。 

保証先 
㈱ゲノム 
サイエンス研究所

金額 230,000千円 

債務保証 

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っておりま

す。 

保証先 G&Gサイエンス㈱

金額 240,000千円

債務保証 

次の関係会社について、金

融機関からの借入れに対し

債務保証を行っておりま

す。 

保証先
㈱ゲノム 
サイエンス研究所

金額 250,000千円 

  
保証先 ㈱サイクレックス

金額 15,000千円 

保証先 
㈱ギンコバイオ 
メディカル研究所

金額 176,000千円 

保証先 ㈱抗体研究所 

金額 75,000千円 

計 496,000千円 

次の関係会社以外の会社に

ついて、金融機関からの借

入れに対し債務保証を行っ

ております。 

保証先 ㈱サイクレックス

金額 5,000千円 

保証先 ㈱抗体研究所

金額 55,000千円 

計 300,000千円 

保証先 ㈱サイクレックス

金額 10,000千円 

保証先
㈱ギンコバイオ 
メディカル研究所

金額 124,000千円 

保証先 ㈱抗体研究所 

金額 65,000千円 

計 449,000千円 

    
保証先

㈱ギンコバイオ
メディカル研究所

金額 92,000千円

 ５  当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

く当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりで

あります。 

貸出コミット 
メントの総額 

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 

 当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

く当中間会計期間末の借入

未実行残高は次のとおりで

あります。 

貸出コミット
メントの総額

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 

 当社は運転資金の効率的

な調達を行うため日本生命

保険相互会社とコミットメ

ントライン契約を締結して

おります。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実

行残高は次のとおりであり

ます。 

貸出コミット 
メントの総額 

400,000千円

借入実行残高 － 

 差引額 400,000 



(中間損益計算書関係) 

  

  

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益のう

ち主要なもの 

受取利息 1,477千円

賃貸収入 5,790 

受取利息 2,218千円

賃貸収入 6,390 

為替差益 8,368 

受取利息 3,271千円

賃貸収入 12,180 

為替差益 1,256 

※２ 営業外費用のう

ち主要なもの 

支払利息 5,112千円

賃貸原価 5,436 

支払利息 4,951千円

賃貸原価 3,851 

支払利息 9,862千円

賃貸原価 9,385 

※３ 特別利益のうち

主要なもの 

国庫補助金 
受入益 

19,656千円
国庫補助金
受入益 

26,029千円
国庫補助金 
受入益 

31,057千円

※４ 特別損失のうち

主要なもの 

たな卸資産 
評価損 

86,367千円

固定資産
圧縮損 

15,927 

貸倒引当金 
繰入 

17,500 

ゴルフ会員権 
評価損 

1,120 

固定資産
圧縮損 

21,228千円

関係会社株式
評価損 

6,230 

たな卸資産 
評価損 

100,251千円

固定資産
圧縮損 

27,018 

投資有価証券
評価損 

28,473 

ゴルフ会員権
評価損 

24,380 

 ５ 減価償却実施額 有形固定資産 91,467千円

無形固定資産 10,141 

有形固定資産 73,522千円

無形固定資産 9,253 

有形固定資産 177,715千円

無形固定資産 19,906 



(リース取引関係) 

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

①リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

  
有形固定資産 
(その他) 

取得価額相当額 207,616千円

減価償却累計額 
相当額 

101,040 

中間期末残高 
相当額 

106,575 

  
有形固定資産
(その他) 

取得価額相当額 212,799千円

減価償却累計額
相当額 

100,053 

中間期末残高 
相当額 

112,745 

  
有形固定資産 
(その他) 

取得価額相当額 227,347千円

減価償却累計額
相当額 

106,066 

期末残高相当額 121,281 

    
無形固定資産
(ソフトウェア)

取得価額相当額 6,669千円

減価償却累計額
相当額 

1,222 

中間期末残高 
相当額 

5,446 

  
無形固定資産 
(ソフトウェア) 

取得価額相当額 6,669千円

減価償却累計額
相当額 

555 

期末残高相当額 6,113 

    合計

取得価額相当額 219,468千円

減価償却累計額
相当額 

101,276 

中間期末残高 
相当額 

118,191 

  合計 

取得価額相当額 234,016千円

減価償却累計額
相当額 

106,622 

期末残高相当額 127,394 

(注) 「有形固定資産(その他)」

は、工具器具及び備品であり

ます。 

   同左    同左 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 39,201千円

１年超 71,109 

合計 110,311 

②未経過リース料中間期末残高相当

額 

１年以内 40,979千円

１年超 81,580 

合計 122,560 

②未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 42,804千円

１年超 88,525 

合計 131,330 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

 支払リース料 22,917千円

 減価償却費相当額 20,635 

 支払利息相当額 2,484 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

 支払リース料 26,227千円

 減価償却費相当額 23,398 

 支払利息相当額 3,262 

③支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

 支払リース料 47,417千円

 減価償却費相当額 42,612 

 支払利息相当額 5,232 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 ・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減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

④減価償却費相当額及び利息相当額

の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 ・利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利

息相当額とし、各期への配分

方法については、利息法によ

っております。 

 ・利息相当額の算定方法 

   同左 

 ・利息相当額の算定方法 

   同左 



(有価証券関係) 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても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。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益又は中間純損失の算定上の基礎 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 408.26円 １株当たり純資産額 409.38円 １株当たり純資産額 414.31円

１株当たり中間純損失 0.32円 １株当たり中間純損失 3.07円 １株当たり当期純利益 6.92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

間純損失であり、また希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

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、希薄化効果を

有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

項目 
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当期純利益又は中間純
損失(△)(千円) 

△5,547 △53,243 119,998

普通株主に帰属しない 
金額(千円) 

― ― ―

 (うち利益処分による 
 役員賞与金)(千円) 

(―) (―) (―)

普通株式に係る 
当期純利益又は 
中間純損失(△)(千円) 

△5,547 △53,243 119,998

普通株式の期中平均 
株式数(株) 

17,352,740 17,352,740 17,352,740

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 

新株予約権 
 潜在株式の数 

245,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 

新株予約権
 潜在株式の数 

241,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 

新株予約権 
 潜在株式の数 

242,000株
これらの詳細について
は、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
載のとおりであります。 



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。 

  

  

  

  
有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第36期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
東海財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月24日

株式会社 医学生物学研究所 

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

社医学生物学研究所の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成16年４月１

日から平成16年９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

結剰余金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、株式会社医学生物学研究所及び連結子会社の平成16年９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16年４月１日から平成16年９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。 

  

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 朝見会計事務所 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士  末  次  三  朗  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  山  本  真 由 美  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社 医学生物学研究所 

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

社医学生物学研究所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(平成17年４月１

日から平成17年９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

結剰余金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、株式会社医学生物学研究所及び連結子会社の平成17年９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17年４月１日から平成17年９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。 

  

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 朝見会計事務所 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士  中  田  惠  美  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  山  本  真 由 美  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成16年12月24日

株式会社 医学生物学研究所 

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

社医学生物学研究所の平成16年４月１日から平成17年３月31日までの第36期事業年度の中間会計期間(平成16年４月１日

から平成16年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益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、株式会社医学生物学研究所の平成16年９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16年

４月１日から平成16年９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。 

  

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 朝見会計事務所 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士  末  次  三  朗  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  山  本  真 由 美  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 



  
独立監査人の中間監査報告書 

  

平成17年12月22日

株式会社 医学生物学研究所 

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

社医学生物学研究所の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第37期事業年度の中間会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益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、株式会社医学生物学研究所の平成17年９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17年

４月１日から平成17年９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。 

  

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 朝見会計事務所 

代表社員 
業務執行社員

 公認会計士  中  田  惠  美  ㊞ 

業務執行社員  公認会計士  山  本  真 由 美  ㊞ 

  
※ 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、その原本は半期報告書提出会社が別途保管してい

る。 
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