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1.  平成22年9月期第2四半期の連結業績（平成21年10月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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9月期第2四半期 1,589 32.8 254 ― 263 ― 260 ―
21年9月期第2四半期 1,197 ― 18 ― △27 ― △71 ―

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9月期第2四半期 413.06 ―
21年9月期第2四半期 △120.91 ―

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9月期第2四半期 4,108 3,691 89.8 5,835.54
21年9月期 3,889 3,317 85.2 5,298.23

（参考） 自己資本   22年9月期第2四半期  3,691百万円 21年9月期  3,314百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年9月期 ― 0.00
22年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年9月期の連結業績予想（平成21年10月1日～平成22年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,260 12.4 330 12.6 330 2.2 320 30.6 506.25
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際の 
業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性 
的情報をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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9月期第2四半期 632,600株 21年9月期  625,600株
② 期末自己株式数 22年9月期第2四半期  ―株 21年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年9月期第2四半期 631,600株 21年9月期第2四半期 593,600株
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 当第２四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年３月31日まで）において当社グループは、前連結会計

年度から引き続き、主力サービスである免疫細胞療法総合支援サービスを本格的な成長軌道に乗せるべく、市場の顕

在化及び拡大に努めております。医療チャネルの拡充に向けては、患者の治療選択プロセスにおいて実質的な決定力

を有する医師・医療機関に対し、研究開発の進展とその成果を踏まえた訴求力の高い学術営業活動を展開することに

より、当社グループの技術を用いて治療を実施する医療機関が当第２四半期連結会計期間末までに56施設に増加して

おります。また、各種メディアやWebサイト、セミナー活動、書籍出版協力等による患者及び患者家族に向けた積極

的な情報提供と各種施策の相乗効果により、がん免疫細胞治療に係る患者の認知度及び理解度も向上しており、契約

医療機関及びその連係医療機関における新規治療開始者数、それに伴う細胞加工件数がともに増加しております。以

上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,589,933千円（前年同期比392,719千円増、32.8％増）となりまし

た。 

 研究開発活動についても、前連結会計年度から引き続き、治療効果向上につながる新規技術の早期実用化を目指

し、「免疫細胞療法に係るEvidenceの強化」、「より治療効果の高い新たな免疫細胞療法に係る技術の開発」、「細

胞加工プロセスの大幅な効率化と細胞輸送技術の強化」を目標として、より出口に近いテーマにプライオリティを置

いて推進しております。当第２四半期連結累計期間においては、平成21年10月、ナノキャリア株式会社と、両社が

各々保有する技術、知的財産、ノウハウ、研究ネットワーク等を融合し、がん治療分野での新しい医薬品や医療技術

等の開発を目的として包括的共同研究契約を締結いたしました。また、平成21年12月には、東京大学医学部附属病院

と共同で、食道がん（Stage IIA）を対象とした新規樹状細胞ワクチン療法とガンマ・デルタT細胞療法をそれぞれ用

いた２件の臨床研究を開始しております。 

 さらに、医師・医療機関を戦略ターゲットとした学術営業活動及び、一般向けプロモーション活動を、これまでの

実績と経験に基づき、戦略的かつ効率的に実施するとともに、一方では、一般管理業務プロセスの効率化により、業

務品質を維持しつつ管理コストの 適化を図るなど前向きな合理化を当第２四半期連結累計期間においても継続して

おります。以上の結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は254,348千円（前年同期比236,166千円増、

1,298.9％増）となりました。 

 その他、前連結会計年度末に比べて円安となったことによる為替差益16,122千円の発生等により、当第２四半期連

結累計期間の経常利益は263,256千円（前年同期は経常損失27,801千円）、四半期純利益は260,890千円（前年同期は

四半期純損失71,774千円）となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて219,194千円増加し、4,108,704千円となりま

した。流動資産は2,805,062千円と前連結会計年度末に比べ289,729千円増加しており、主な要因は現金及び預金の増

加127,710千円、売掛金の減少41,499千円、短期貸付金の増加340,000千円です。固定資産は1,303,642千円と前連結

会計年度末に比べ70,534千円減少しておりますが、これは固定資産の取得、減価償却、投資有価証券の償還等による

ものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて154,796千円減少し、417,145千円となりまし

た。そのうち流動負債は412,560千円で前連結会計年度末に比べて153,980千円減少しております。主な要因は買掛金

の減少25,277千円、未払法人税等の減少7,206千円、賞与引当金の減少73,484千円です。固定負債は、長期リース債

務の減少により4,584千円となりました。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益260,890千円、新株予約権の行使による株式の発行115,500

千円等により前連結会計年度末に比べて373,990千円増加し、3,691,559千円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の85.2％から89.8％となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べて

127,710千円増加し、1,523,026千円となりました。  

当第２四半期連結累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。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によって得られた資金は360,430千円（前年同期は52,044千円の使用）となりました。 

 主な増加は、税金等調整前四半期純利益265,361千円、減価償却費61,680千円、その他流動資産の減少等88,450千

円であり、主な減少は、賞与引当金の減少73,484千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動に使用した資金は348,102千円（前年同期は359,928千円の使用）となりました。 

 主な支出は、貸付けによる支出715,000千円、有形固定資産の取得による支出63,310千円であり、主な収入は貸付

金の回収による収入418,740千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によって得られた資金は113,285千円（前年同期は733千円の使用）となりました。 

 主な内訳は、新株の発行による収入114,074千円であります。 

  

 当第２四半期連結累計期間の業績は、売上が当初予想を上回ったこと、細胞加工数増加に伴う細胞培養技術者の

追加採用ペースが当初予想より緩やかだったこと等により売上原価が当初予想を下回ったこと、当第２四半期連結

累計期間に計画していた研究開発活動の実施時期が第３四半期以降に変更になるなど、販売費及び一般管理費が予

想を下回ったこと、円安による為替差益の発生等により、営業利益、経常利益、四半期純利益とも予想を大幅に上

回る結果となりました。これにより平成22年４月22日に平成22年９月期通期の連結業績予想を変更しております。 

 売上高については、第２四半期連結累計期間の売上と現時点での第３四半期以降の売上予測より、前回発表予想

に対して70百万円増（2.2％増）の3,260百万円となる見込みです。 

 利益については、第２四半期連結累計期間は当初予想に対して大幅な増益であったものの、第２四半期までに計

画していた研究開発活動に加え、プロモーション活動の追加に伴う費用等が第３四半期以降で発生することによ

り、営業利益は前回発表予想に対して120百万円増（57.1％増）の330百万円となる見込みです。また、為替差益に

ついては、今後の為替の動向によっては大きく変動する可能性があり、業績予想においては確定した利益とみなし

ていないことにより、経常利益は前回発表予想に対して120百万円増（57.1％増）の330百万円、当期純利益は120百

万円増（60.0％増）の320百万円となる見込みです。  

  

 該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理 

 法人税等につきましては、連結会計年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出に係

る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。 

  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

  該当事項はありません。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,026 1,395,316

売掛金 557,911 599,410

原材料及び貯蔵品 17,269 22,570

短期貸付金 660,000 320,000

その他 46,854 178,035

流動資産合計 2,805,062 2,515,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 437,630 435,891

その他（純額） 119,066 122,444

有形固定資産合計 556,696 558,336

無形固定資産 54,061 52,414

投資その他の資産   

投資有価証券 480,412 505,621

その他 212,472 257,804

投資その他の資産合計 692,885 763,426

固定資産合計 1,303,642 1,374,177

資産合計 4,108,704 3,889,510

負債の部   

流動負債   

買掛金 115,286 140,563

未払法人税等 14,518 21,724

賞与引当金 73,298 146,783

その他 209,457 257,469

流動負債合計 412,560 566,541

固定負債 4,584 5,400

負債合計 417,145 571,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,579,535 2,521,487

資本剰余金 3,992,095 3,934,047

利益剰余金 △2,880,070 △3,140,961

株主資本合計 3,691,559 3,314,573

新株予約権 － 2,995

純資産合計 3,691,559 3,317,568

負債純資産合計 4,108,704 3,889,510
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,197,213 1,589,933

売上原価 364,743 483,031

売上総利益 832,470 1,106,901

販売費及び一般管理費 814,288 852,553

営業利益 18,181 254,348

営業外収益   

受取利息 2,337 5,793

為替差益 － 16,122

その他 371 10,754

営業外収益合計 2,708 32,670

営業外費用   

支払利息 66 110

為替差損 27,596 －

投資事業組合運用損 20,828 18,918

その他 199 4,733

営業外費用合計 48,691 23,762

経常利益又は経常損失（△） △27,801 263,256

特別利益   

固定資産売却益 － 63

新株予約権戻入益 － 2,400

特別利益合計 － 2,463

特別損失   

固定資産除却損 1,441 358

減損損失 21,888 －

投資有価証券売却損 10,359 －

投資有価証券評価損 5,866 －

特別損失合計 39,556 358

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△67,358 265,361

法人税、住民税及び事業税 4,416 4,471

法人税等合計 4,416 4,471

四半期純利益又は四半期純損失（△） △71,774 260,890
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△67,358 265,361

減価償却費 58,375 61,680

減損損失 21,888 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △456 △73,484

受取利息及び受取配当金 △2,337 △5,793

支払利息 66 110

投資有価証券売却損益（△は益） 10,359 －

投資有価証券評価損益（△は益） 5,866 －

投資事業組合運用損益（△は益） 20,828 18,918

為替差損益（△は益） 27,596 △16,122

有形固定資産除却損 1,441 358

有形固定資産売却損益（△は益） － △63

新株予約権戻入益 － △2,400

売上債権の増減額（△は増加） △82,331 41,499

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,452 5,301

仕入債務の増減額（△は減少） △3,575 △25,277

未払金の増減額（△は減少） △69,566 4,936

その他 35,413 88,450

小計 △45,241 363,476

利息及び配当金の受取額 2,031 6,006

利息の支払額 △66 △110

法人税等の支払額 △8,768 △8,942

営業活動によるキャッシュ・フロー △52,044 360,430

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 △69,956 △63,310

有形固定資産の売却による収入 － 585

無形固定資産の取得による支出 △6,940 △8,410

投資有価証券の取得による支出 △9,030 △43,740

投資有価証券の売却による収入 18,161 －

投資有価証券の償還による収入 － 64,503

貸付けによる支出 △440,000 △715,000

貸付金の回収による収入 150,000 418,740

その他 △2,162 △1,471

投資活動によるキャッシュ・フロー △359,928 △348,102

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 － 114,074

リース債務の返済による支出 △533 △788

その他 △199 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △733 113,285

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,799 2,096

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △414,505 127,710

現金及び現金同等物の期首残高 1,162,654 1,395,316

現金及び現金同等物の四半期末残高 748,149 1,523,026
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 当社グループの事業は、細胞医療支援事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、開示

対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 当社グループの事業は、細胞医療支援事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、開示

対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。  

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

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

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年３月31日） 

 海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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