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1.  平成22年12月期第3四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期第3四半期 836 18.0 122 △34.2 111 △28.2 68 △22.3
21年12月期第3四半期 709 ― 186 ― 155 ― 88 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年12月期第3四半期 5.74 5.45
21年12月期第3四半期 7.95 7.20

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期第3四半期 1,604 932 58.1 77.24
21年12月期 1,508 853 56.5 72.07

（参考） 自己資本   22年12月期第3四半期  932百万円 21年12月期  853百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 

（予想）
0.50 0.50

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,230 26.2 100 △57.1 88 △55.2 55 △49.0 4.65



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 12,079,000株 21年12月期  11,837,000株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q  170株 21年12月期  88株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 11,940,071株 21年12月期3Q 11,104,678株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取
引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間における我が国経済は、企業収益の改善や設備投資の持ち直しなど、景気

に回復の兆しが見え始めましたが、厳しい雇用情勢、海外経済の下振れ懸念、円高の進行等を背景

に、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経営環境の下、当社はがんワクチン療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法」の研

究開発、「アイマックスがん治療」の普及を進めることで、安定的な成長を継続するべく、前事業

年度に引き続き、全国の医療機関に対する営業開拓活動や契約医療機関の医療の質を高めるための

包括的な支援、セミナー等を通じた患者に対する情報提供活動を行ってまいりました。 

当第３四半期会計期間における患者に対する情報提供活動につきましては、学識経験者を講師に

招いた当社主催の市民公開講座をはじめとする「がん治療セミナー」を、北海道、東京都、神奈川

県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県にて開催いたしました。平成22年８月に、

アイマックスがん治療法を平易に解説する「あんしんがん治療Webサイト」を開設いたしました。ま

た、平成22年９月に出版された、契約医療機関の医師によるがん治療の一般向け書籍「医師が選ん

だ免疫細胞療法」につき、出版を支援いたしました。 

当第３四半期会計期間における研究開発活動につきましては、平成22年８月に学校法人慈恵大学

東京慈恵会医科大学附属柏病院消化器・肝臓内科と共同研究契約を締結いたしました。当社は同病

院と共同で、進行膵がん及び進行胆道がんに対する抗がん剤を併用した新規ペプチドのＷＴ１クラ

スⅡペプチド及びクラスⅠペプチドを用いた樹状細胞ワクチン療法の第Ⅰ相臨床研究を行います。 

当第３四半期会計期間の樹状細胞ワクチン療法の症例数は約420となり、当社設立以降の累計で約

3,100症例となりました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間につきましては、第２四半期累計期間に技術・ノウハウの提

供を開始した３つの医療機関を含む契約医療機関の症例数が順調に推移したことにより、営業収入

は345,073千円（前年同期比39.5％増）となりました。営業収入の増加が、営業原価、販売費及び一

般管理費の増加を上回ったため、営業利益は89,655千円（前年同期比72.3％増）、経常利益は87,58

6千円（前年同期比74.4％増）、四半期純利益は49,924千円（前年同期比72.3％増）となりました。 

当第３四半期累計期間における営業収入につきましては、第２四半期累計期間における営業収入

が前年同期と比べ微増であったことにより、836,555千円（前年同期比18.0％増）となりました。第

２四半期累計期間に技術・ノウハウの提供を開始した基盤提携医療機関の増加、新規提携医療機関

の開拓、新規事業及び研究開発の推進に伴い、減価償却費や人件費等が増加したことにより、当第

３四半期累計期間における営業利益は122,752千円（前年同期比34.2％減）、経常利益は111,923千

円（前年同期比28.2％減）、四半期純利益は68,574千円（前年同期比22.3％減）となりました。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

（流動資産） 

当第３四半期会計期間末における流動資産の残高は822,980千円で、前事業年度末に比べ70,385

千円減少しております。これは主に、現金及び預金が長期借入、社債の発行、短期借入及び新株

予約権の行使による増加491,431千円と運転資金、設備投資、投資有価証券の取得、借入金の返済、

社債の償還、配当金の支払等による減少559,315千円を合わせて67,884千円減少したことや、未収

還付法人税等（「その他」）の増加11,920千円、繰延税金資産の減少9,877千円によるものです。 

（固定資産） 

当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は781,622千円で、前事業年度末に比べ

166,165千円増加しております。これは主に、基盤提携医療機関等への設備投資による有形固定資

産の増加275,898千円、投資有価証券の取得36,750千円、貸倒引当金の戻入による増加13,442千円、

減価償却費の計上による減少148,299千円、旧本社賃貸契約終了等による敷金の減少7,800千円、

繰延税金資産の減少4,976千円によるものです。 

（流動負債） 

当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は342,825千円で、前事業年度末に比べ94,076

千円減少しております。これは主に、１年内償還予定の社債の増加46,000千円、未払法人税等の

減少81,100千円、短期借入金の減少51,034千円によるものです。 

（固定負債） 

当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は328,854千円で、前事業年度末に比べ

109,971千円増加しております。これは主に、長期借入金の増加90,300千円、社債の発行による増

加23,500千円、長期預り敷金の増加18,207千円、リース債務の返済による減少19,410千円による

ものです。 

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は932,924千円で、前事業年度末に比べ79,884千

円増加しております。これは主に、四半期純利益の計上68,574千円、新株予約権の行使に伴う資

本金及び資本剰余金の増加23,232千円、利益剰余金の配当11,836千円によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度

末に比べ67,884千円減少し、553,750千円となりました。 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は134,309千円（前年同四半期累計期間に比べ96,430千円の減少）

となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益122,429千円、減価償却費148,299千円、貸

倒引当金の減少13,442千円、法人税等の支払額129,243千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は251,741千円（前年同四半期累計期間に比べ32,925千円の減少）
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となりました。その主な内訳は事業所等及び基盤提携医療機関支援のための有形固定資産の取得

による支出227,772千円、投資有価証券の取得による支出36,750千円、長期預り金の受入による収

入18,207千円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は49,548千円（前年同四半期累計期間に比べ363,850千円の減少）

となりました。その主な内訳は、長期借入れによる収入180,000千円、社債の発行による収入

146,442千円、短期借入れによる収入142,000千円、新株予約権の行使による株式の発行による収

入22,988千円、短期借入金の返済による支出261,434千円、社債の償還による支出80,500千円、割

賦債務の返済による支出48,686千円、長期借入金の返済による支出21,300千円、リース債務の返

済による支出18,319千円、配当金の支払額11,558千円によるものです。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成22年７月30日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」

にて発表いたしました内容からは変更はありません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で入手可能な情報に基

づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は様々な要因に

より予想数値と異なる可能性があります。 

 

２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 553,750 621,634

売掛金 237,956 234,959

前払費用 14,156 19,180

繰延税金資産 － 9,877

未収入金 4,052 7,291

その他 13,065 422

流動資産合計 822,980 893,366

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 275,994 221,336

工具、器具及び備品（純額） 271,509 174,253

リース資産（純額） 70,931 90,038

建設仮勘定 － 2,625

有形固定資産合計 618,434 488,253

無形固定資産   

ソフトウエア 3,257 4,265

特許実施権 31,583 35,895

無形固定資産合計 34,840 40,161

投資その他の資産   

投資有価証券 36,750 －

敷金 68,189 75,989

繰延税金資産 5,869 10,846

保険積立金 18,111 14,657

その他 1,560 1,124

貸倒引当金 △2,133 △15,575

投資その他の資産合計 128,346 87,041

固定資産合計 781,622 615,457

資産合計 1,604,603 1,508,823
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,390 2,920

短期借入金 131,700 182,734

1年内償還予定の社債 101,000 55,000

リース債務 25,695 24,604

未払金 40,825 43,836

割賦未払金 29,970 30,750

未払法人税等 － 81,100

繰延税金負債 617 －

その他 8,626 15,954

流動負債合計 342,825 436,901

固定負債   

長期借入金 90,300 －

社債 133,500 110,000

リース債務 49,312 68,722

長期未払金 － 2,625

長期預り敷金 55,741 37,534

固定負債合計 328,854 218,882

負債合計 671,679 655,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 418,009 406,343

資本剰余金 289,706 278,140

利益剰余金 225,440 168,703

自己株式 △232 △147

株主資本合計 932,924 853,040

純資産合計 932,924 853,040

負債純資産合計 1,604,603 1,508,823
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収入 709,045 836,555

営業原価 172,182 276,994

営業総利益 536,863 559,560

販売費及び一般管理費 350,334 436,808

営業利益 186,528 122,752

営業外収益   

受取利息 209 226

不動産賃貸収入 36,673 58,311

助成金収入 10,424 1,214

その他 307 2,652

営業外収益合計 47,614 62,405

営業外費用   

支払利息 4,165 6,071

社債利息 949 2,321

社債発行費 2,009 3,388

不動産賃貸原価 36,673 58,311

株式交付費 10,503 243

株式公開費用 11,646 －

貸倒引当金繰入額 11,776 －

その他 507 2,898

営業外費用合計 78,232 73,234

経常利益 155,910 111,923

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 10,609

特別利益合計 － 10,609

特別損失   

固定資産廃棄損 － 103

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,283 －

特別損失合計 1,283 103

税引前四半期純利益 154,626 122,429

法人税、住民税及び事業税 78,967 38,383

法人税等調整額 △12,581 15,471

法人税等合計 66,385 53,854

四半期純利益 88,241 68,574
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収入 247,437 345,073

営業原価 68,232 104,357

営業総利益 179,204 240,715

販売費及び一般管理費 127,178 151,060

営業利益 52,025 89,655

営業外収益   

受取利息 73 106

不動産賃貸収入 12,614 21,475

助成金収入 1,924 889

その他 120 374

営業外収益合計 14,733 22,845

営業外費用   

支払利息 1,505 2,073

社債利息 330 805

社債発行費 2,009 －

不動産賃貸原価 12,614 21,475

株式交付費 － 173

その他 85 386

営業外費用合計 16,545 24,915

経常利益 50,213 87,586

税引前四半期純利益 50,213 87,586

法人税、住民税及び事業税 27,902 36,920

法人税等調整額 △6,665 741

法人税等合計 21,236 37,661

四半期純利益 28,977 49,924
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 154,626 122,429

減価償却費 90,327 148,299

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,283 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,701 △13,442

受取利息及び受取配当金 △209 △226

支払利息及び社債利息 5,115 8,393

助成金収入 △10,424 △1,214

株式交付費 10,503 243

株式公開費用 11,646 －

保険解約損益（△は益） － 1,958

売上債権の増減額（△は増加） 17,106 △2,996

前払費用の増減額（△は増加） △5,508 5,216

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,176 △49

未収入金の増減額（△は増加） △888 4,453

仕入債務の増減額（△は減少） 670 1,469

未払金の増減額（△は減少） △2,319 △8,260

未払費用の増減額（△は減少） 1,727 △162

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,529 △10,327

その他 16,600 16,984

小計 296,605 272,765

利息及び配当金の受取額 210 227

利息の支払額 △5,713 △9,439

助成金の受取額 10,084 －

法人税等の支払額 △70,445 △129,243

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,739 134,309

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 △167,808 △227,772

有形固定資産の売却による収入 － 28

無形固定資産の取得による支出 △27,350 △5,000

投資有価証券の取得による支出 － △36,750

出資金の払込による支出 － △10

保険積立金の積立による支出 △9,133 △7,263

保険積立金の解約による収入 － 1,851

敷金の差入による支出 △30,487 －

敷金の回収による収入 50 4,967

長期預り金の返還による支出 △50 －

長期預り金の受入による収入 15,963 18,207

投資活動によるキャッシュ・フロー △218,816 △251,741
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(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 123,805 142,000

短期借入金の返済による支出 △4,000 △261,434

長期借入れによる収入 － 180,000

長期借入金の返済による支出 － △21,300

社債の発行による収入 96,708 146,442

社債の償還による支出 △35,000 △80,500

割賦債務の返済による支出 △31,350 △48,686

株式の発行による収入 284,808 －

株式の発行による支出 △21,604 －

新株予約権の行使による株式の発行による収入 16,075 22,988

自己株式の取得による支出 △147 △85

リース債務の返済による支出 △15,898 △18,319

配当金の支払額 － △11,558

財務活動によるキャッシュ・フロー 413,398 49,548

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 425,322 △67,884

現金及び現金同等物の期首残高 162,698 621,634

現金及び現金同等物の四半期末残高 588,021 553,750
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当社は生産活動を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

② 受注実績 

当社は受注生産を行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

③ 販売実績 

当第３四半期累計期間における販売実績を示すと次のとおりであります。 

区分 

当第３四半期累計期間 

（自 平成22年１月１日 

  至 平成22年９月30日） 

 販売高(千円) 前年同期比(％) 

医療支援事業 836,555 118.0

合計 836,555 118.0

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第３四半期累計期間の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。 

相手先 

前第３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

販売高 

(千円) 

割合 

(％) 

販売高 

(千円) 

割合 

(％) 

医療法人社団 医創会 セレンクリニック 190,915 26.9 152,707 18.3

医療法人社団 医創会 ミッドランドクリニック 148,421 20.9 133,082 15.9

医療法人 クリニックサンルイ 162,613 22.9 115,445 13.8

新横浜かとうクリニック 36,080 5.1 81,727 9.8

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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