
  

  

  

１．平成22年９月期第３四半期の連結業績（平成21年10月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  2,373  18.5  270  61.8  265  120.0  242  259.8

21年９月期第３四半期  2,002  －  167  －  120  －  67  －

  
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３四半期  383  28  374  75

21年９月期第３四半期  113  40  －  －

  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３四半期  5,660  3,684  65.1  5,822  66

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３四半期 3,684百万円 21年９月期 3,314百万円

  
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

  （％表示は、対前期増減率）

  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  21



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規        －社                         除外        －社   

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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、[添付資料] Ｐ．３「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年９月期３Ｑ 632,755株 21年９月期 625,600株

②  期末自己株式数 22年９月期３Ｑ －株 21年９月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年９月期３Ｑ 631,948株 21年９月期３Ｑ 593,719株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年10月１日から平成22年６月30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３四半期連結会計期間末までに61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３四半期連結累計期間の売上高は2,373,700千円（前年同期比370,714千円増、

18.5％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３四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いたしました。さらに、平成22年５月には、日本赤十字社医療センター等と

共同で、抗体医薬と免疫細胞療法との併用療法による相乗効果を期待し、再発又は難知性の悪性リンパ腫に対する

新たな治療選択肢の確立を目指した臨床研究を開始いたしました。 

 また、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３四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３四半期連結累計期間の営業利益は270,731千円（前年同期比103,418千円増、

61.8％増）となりました。 

 その他、受取利息7,779千円、投資事業組合運用損18,918千円の発生等により、当第３四半期連結累計期間の経

常利益は265,617千円（前年同期比144,904千円増、120.0％増）、投資有価証券評価損18,800千円の発生等によ

り、四半期純利益は242,216千円（前年同期比174,889千円増、259.8％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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1,770,505千円増加し、5,660,015千円とな

りました。流動資産は3,621,511千円と前連結会計年度末に比べ1,106,178千円増加しており、主な要因は現金及び

預金の減少432,766千円、売掛金の減少60,332千円、有価証券の増加1,649,893千円、流動資産その他に含まれる未

収入金の減少121,825千円です。固定資産は2,038,504千円と前連結会計年度末に比べ664,327千円増加しておりま

すが、これは主に、長期前払費用の増加640,262千円等によるものです。 

 当第３四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1,403,759千円増加し、1,975,700千円となり

ました。そのうち流動負債は958,664千円で前連結会計年度末に比べて392,123千円増加しております。主な要因は

買掛金の減少11,630千円、未払金の増加534,521千円、未払法人税等の減少9,721千円、賞与引当金の減少109,026

千円です。固定負債は、前連結会計年度末に比べて1,011,636千円増加し、1,017,036千円となりました。主な要因

は新株予約権付社債の増加1,000,000千円です。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純利益242,216千円、新株予約権の行使による株式の発行

120,752千円等により前連結会計年度末に比べて366,746千円増加し、3,684,314千円となりました。 

 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65.1％となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結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、前連結会計年度末に比

べて1,217,126千円増加し、2,612,442千円となりました。  

  当第３四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263,934千円（前年同期は11,251千円の使用）となりました。 

 主な増加は、税金等調整前四半期純利益248,922千円、減価償却費94,214千円、未払金の増加535,374千円であ

り、主な減少は、長期前払費用の増加640,262千円であります。 

（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161,977千円（前年同期は405,482千円の使用）となりました。 

 主な支出は、貸付けによる支出875,000千円、投資有価証券の取得による支出163,383千円であり、主な収入は貸

付金の回収による収入898,740千円であります。 

（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1,115,634千円（前年同期は124,535千円の獲得）となりました。 

 主な内訳は、新株予約権付社債の発行による収入997,900千円、新株の発行による収入119,204千円であります。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当社グループでは、引き続き、医師・医療機関とのネットワークの強化及び、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情報提供活動による需要喚起といった各種施策を効果

的に行うことにより、主力サービスである免疫細胞療法総合支援サービスを中心に、その他周辺事業も含めた細胞

医療支援事業の更なる拡充に努めてまいります。これらにより予想業績の達成をめざしてまいりますので、平成22

年４月22日に公表した連結業績予想については変更しておりません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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 特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（３）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。 

  

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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 962,549 1,395,316

売掛金 539,078 599,410

有価証券 1,649,893 －

原材料及び貯蔵品 20,057 22,570

短期貸付金 340,000 320,000

その他 109,932 178,035

流動資産合計 3,621,511 2,515,332

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 417,860 435,891

その他（純額） 134,650 122,444

有形固定資産合計 552,510 558,336

無形固定資産 57,156 52,414

投資その他の資産   

投資有価証券 571,463 505,621

長期前払費用 731,813 －

その他 125,560 257,804

投資その他の資産合計 1,428,837 763,426

固定資産合計 2,038,504 1,374,177

資産合計 5,660,015 3,889,510

負債の部   

流動負債   

買掛金 128,933 140,563

未払法人税等 12,003 21,724

賞与引当金 37,756 146,783

未払金 713,381 －

その他 66,589 257,469

流動負債合計 958,664 566,541

固定負債   

新株予約権付社債 1,000,000 －

その他 17,036 5,400

固定負債合計 1,017,036 5,400

負債合計 1,975,700 571,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,582,161 2,521,487

資本剰余金 3,994,721 3,934,047

利益剰余金 △2,898,745 △3,140,961

株主資本合計 3,678,137 3,314,573

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,177 －

評価・換算差額等合計 6,177 －

新株予約権 － 2,995

純資産合計 3,684,314 3,317,568

負債純資産合計 5,660,015 3,889,510



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,002,986 2,373,700

売上原価 607,089 750,271

売上総利益 1,395,897 1,623,429

販売費及び一般管理費 1,228,584 1,352,698

営業利益 167,312 270,731

営業外収益   

受取利息 3,647 7,779

受取配当金 － 1

業務受託料 － 4,675

助成金収入 － 5,261

その他 953 3,101

営業外収益合計 4,600 20,818

営業外費用   

支払利息 129 231

為替差損 36,756 －

投資事業組合運用損 13,768 18,918

その他 544 6,781

営業外費用合計 51,200 25,932

経常利益 120,713 265,617

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 1,565 358

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 12,866 18,800

特別損失合計 46,679 19,158

税金等調整前四半期純利益 74,033 248,922

法人税、住民税及び事業税 6,706 6,706

法人税等合計 6,706 6,706

四半期純利益 67,326 242,216



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30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 74,033 248,922

減価償却費 89,917 94,214

減損損失 21,888 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,082 △109,026

受取利息及び受取配当金 △3,647 △7,780

支払利息 129 231

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） 12,866 18,800

投資事業組合運用損益（△は益） 13,768 18,918

為替差損益（△は益） 36,756 7,084

有形固定資産除却損 － 358

固定資産除却損 1,565 －

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） △230,920 60,332

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,945 2,513

長期前払費用の増減額（△は増加） － △640,262

仕入債務の増減額（△は減少） 39,052 △11,630

未払金の増減額（△は減少） △79,791 535,374

その他 49,109 49,517

小計 △5,939 265,103

利息及び配当金の受取額 3,586 8,003

利息の支払額 △129 △231

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 △11,251 263,934

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 △170,211 △67,682

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 △12,240 △18,220

投資有価証券の取得による支出 △9,030 △163,383

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 △550,000 △875,000

貸付金の回収による収入 320,000 898,740

その他 △2,162 △1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,482 △161,977

財務活動によるキャッシュ・フロー   

新株予約権付社債の発行による収入 － 997,900

株式の発行による収入 125,455 119,204

リース債務の返済による支出 △919 △1,469

財務活動によるキャッシュ・フロー 124,535 1,115,634

現金及び現金同等物に係る換算差額 △674 △464

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,873 1,217,126

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 869,780 2,612,442



 該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30日） 

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

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30日） 

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

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年10月１日 至 平成21年６月30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３四半期連結累計期間（自 平成21年10月１日 至 平成22年６月30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

（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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