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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年9月期第3四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年6月30日） 
（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           ％

23年 9月期第3四半期 2,050 △13.6 △166 ― △201 ― △386 ― 
22年 9月期第3四半期 2,373 18.5 270 61.8 265 120.0 242 259.8

 

 
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

23年 9月期第3四半期 △545  94 ― 
22年 9月期第3四半期 383  28 374  75

 
（２）連結財政状態 

 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

23年 9月期第3四半期 7,983 5,649 70.8 7,709.97
22年 9月期 5,759 3,855 66.9 6,093.12

(参考)自己資本 23年9月期第3四半期         5,649百万円 22年9月期       3,855百万円 

 
２．配当の状況 

 
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   
22年 9月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00   
23年 9月期 ―   0 00 ―   

23年 9月期(予想)   0 00 0 00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30日） 

（％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 2,960 △7.6 30 △91.0 10 △97.3 △40 ― △55.99

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

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）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  

（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 ：有 

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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年9月期3Ｑ 732,755株 22年9月期 632,755株

② 期末自己株式数 23年9月期3Ｑ ―株 22年9月期 ―株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年9月期3Ｑ 708,213株 22年9月期3Ｑ 631,948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、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。 
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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22年10月１日から平成23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

るとともに、患者及び患者家族に向けては、各種メディアやWebサイト、セミナー活動等による積極的な情報提供

に取り組んでおります。当第３四半期連結累計期間では、当社グループ契約医療機関である医療法人社団滉志会瀬

田クリニック大阪と、金沢大学附属病院と密接な提携関係にある医療法人社団金沢先進医学センターが医療連係体

制を構築したことにより、同センターにおける新規治療開始者数及び治療数が順調に拡大するとともに、沖縄県が

新たに開始した再生・細胞医療の産業化に向けたプロジェクトである沖縄県先端医療技術産業化研究事業に参画

し、同研究事業で売上を計上する等、大学病院をはじめとした地域中核医療機関等との新しい取り組みが順調に進

展しております。しかしながら、平成23年３月11日に発生した東日本大震災に伴う交通遮断により、当社グループ

契約・連係医療機関に来院できない患者が発生するとともに、細胞培養に必要な一部資材を製造販売している取引

先の被災、ロジスティクスの停止などの影響により、一時的に不足が懸念された細胞培養用資材確保の目処が立つ

まで新規治療患者の受け入れを停止したことに加え、震災による広告掲載の自粛等の影響で、一般向けプロモーシ

ョン施策を十分に実施できず、平成23年４月以降、一般向けプロモーション施策を再開したものの、まだその効果

が十分にあらわれていないこと等により、免疫細胞療法総合支援サービス売上は当初計画を下回りました。以上の

結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は2,050,318千円（前年同期比323,381千円減、13.6％減）となりまし

た。 

研究開発活動については、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22年11月には、国立大学法人金沢大学

医薬保健研究域医学系、医療法人社団金沢先進医学センター及び医療法人社団滉志会と共同で、がん免疫細胞療法

の治療効果に関する大規模な解析研究を、同じく平成22年11月には、学校法人東京医科大学等と共同でC型肝炎ウ

ィルス由来肝細胞がんに対するラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法とガンマ・デルタT細胞療法との併用療法に係る

臨床研究を開始いたしました。また、平成23年３月には、財団法人くまもとテクノ産業財団が保有する、日本国内

において成立しているPP-RP（Proliferation Potential-Related Protein）[i]に由来するペプチド５種の権利を

取得いたしました。さらに、平成23年６月には、NKBIO CO., LTD.（大韓民国ソンナム市）と、同社が保有するナ

チュラルキラー(NK)細胞[ii]の培養法の技術検討を行い、同技術を当社グループが保有する細胞培養に係る独自技

術、ノウハウ等へ応用することについて、合意いたしました。また、同じく平成23年６月には、医療法人社団滉志

会瀬田クリニック福岡と共同で、肺がん抗原遺伝子に関する基盤的共同研究及び樹状細胞ワクチンを用いた原発性

肺がんの術後補助治療に係る臨床試験を開始いたしました。 

営業活動については、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、一般向けプロモーション活動の減少を補うべく、平成23年６月に開催された第28回日本医学会総会への出展や

同総会でのがん免疫細胞療法セミナーの開催など、学術営業活動の施策を積極的に行ったことにより、販売費は前

年同期比2.7％増となりました。一方、研究開発費を除く一般管理費については、ライセンス費用及び支払手数料

の増加等により前年同期比では12.0％増となりました。以上の結果、当第３四半期連結累計期間の営業損失は

166,736千円（前年同期は営業利益270,731千円）となりました 

その他、公募増資に伴う株式交付費19,632千円、投資事業組合運用損15,959千円等の発生により、当第３四半期

連結累計期間の経常損失は201,104千円（前年同期は経常利益265,617千円）となりました。また、第１四半期連結

会計期間より資産除去債務に関する会計基準の適用を開始したことにより、資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額20,630千円を特別損失に計上したこと、当第３四半期連結会計期間末において繰延税金資産の回収可能性が不

確実であると判断し繰延税金資産を取り崩したこと等により、法人税等調整額155,351千円を計上したこと等か

ら、四半期純損失は386,642千円（前年同期は四半期純利益242,216千円）となりました。 

  

[i] PP-RP（Proliferation Potential-Related Protein）は核タンパク質に分類されます。食道がんに高発現する

タンパク質で、正常細胞では精巣と胎盤などに発現しています。腫瘍組織においてPP-RPタンパク質の発現が

確認された場合、PP-RP由来がん抗原ペプチドを用いることにより、抗原特異的な免疫治療が期待されます。 

[ii]ナチュラルキラー（NK）細胞は、がん化した細胞やウィルス感染細胞に細胞死を誘導し排除する、自然免疫細

胞の１種で、末梢血中リンパ球の 大15%を占めます。細胞表面に抗体の受容体を発現しており、抗体依存性

細胞傷害（ADCC）活性を有します。  

１．当四半期の連結業績等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 

 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2,223,816千円増加し、7,983,553千円とな

りました。流動資産は5,830,534千円と前連結会計年度末に比べ2,002,903千円増加しており、主な要因は現金及び

預金の減少973,690千円、有価証券の増加2,999,892千円、原材料及び貯蔵品の増加91,163千円、繰延税金資産の減

少140,707千円です。固定資産は2,153,019千円と前連結会計年度末に比べ220,912千円増加しておりますが、これ

は有形・無形固定資産の取得、減価償却、投資有価証券の取得等によるものです。 

 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429,746千円増加し、2,334,032千円となりま

した。そのうち流動負債は1,156,436千円で前連結会計年度末に比べて273,155千円増加しております。主な要因は

短期借入金の増加700,000千円、賞与引当金の減少66,419千円、未払金の減少357,847千円です。固定負債は、前連

結会計年度末に比べて156,591千円増加し、1,177,595千円となりました。主な要因は資産除去債務の増加77,817千

円、繰延税金負債の増加57,301千円です。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失386,642千円、公募増資による資本金及び資本剰余金の

増加2,097,700千円、その他有価証券評価差額金の増加83,012千円により前連結会計年度末に比べて1,794,069千円

増加し、5,649,521千円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の66.9％から70.8％となりました。 

  

（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2,026,201千円増加し、4,988,276千円となりました。 

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） 

営業活動に使用した資金は109,921千円（前年同期は263,934千円の獲得）となりました。 

主な増加は、減価償却費105,358千円、売上債権の減少15,393千円、未払金の増加75,620千円であり、主な減少

は、税金等調整前四半期純損失224,585千円、たな卸資産の増加92,579千円であります。 

（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636,640千円（前年同期は161,977千円の使用）となりました。 

主な支出は、無形固定資産の取得による支出102,327千円、長期前払費用の取得による支出430,316千円、投資有

価証券の取得による支出61,820千円、短期貸付金の純増額32,500千円であります。 

（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2,772,332千円（前年同期は1,115,634千円の獲得）となりました。 

主な内訳は、短期借入金の純増額700,000千円、株式の発行による収入2,078,067千円であります。 

  

（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、平成23年４月28日に公表した連結業績予想の達成を目指してまいります。 

  



（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 

  法人税等の納付額の算定に関しては、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。  

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化があると認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ

クスプランニングに当該著しい変化の影響を加味する方法を採用しております。 

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。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。  

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失は2,371千円増加、経常損失は2,359千円増加しており、

税金等調整前四半期純損失は22,989千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は76,977千円であります。 

  

  

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23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,988,383 2,962,074

売掛金 545,302 560,696

有価証券 2,999,892 －

原材料及び貯蔵品 121,514 30,351

その他 175,440 274,507

流動資産合計 5,830,534 3,827,630

固定資産   

有形固定資産 553,386 544,183

無形固定資産 158,134 66,782

投資その他の資産 1,441,498 1,321,141

固定資産合計 2,153,019 1,932,107

資産合計 7,983,553 5,759,737

負債の部   

流動負債   

買掛金 133,112 142,077

短期借入金 700,000 －

未払法人税等 12,686 18,987

賞与引当金 41,022 107,441

その他 269,615 614,774

流動負債合計 1,156,436 883,281

固定負債   

新株予約権付社債 1,000,000 1,000,000

資産除去債務 77,817 －

その他 99,777 21,004

固定負債合計 1,177,595 1,021,004

負債合計 2,334,032 1,904,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,631,011 2,582,161

資本剰余金 5,043,571 3,994,721

利益剰余金 △3,089,048 △2,702,405

株主資本合計 5,585,534 3,874,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 63,986 △19,026

評価・換算差額等合計 63,986 △19,026

純資産合計 5,649,521 3,855,451

負債純資産合計 7,983,553 5,759,737



（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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,373,700 2,050,318

売上原価 750,271 759,239

売上総利益 1,623,429 1,291,079

販売費及び一般管理費 1,352,698 1,457,816

営業利益又は営業損失（△） 270,731 △166,736

営業外収益   

受取利息 7,779 4,273

受取配当金 1 －

業務受託料 4,675 －

設備賃貸料 － 1,856

助成金収入 5,261 －

その他 3,101 2,998

営業外収益合計 20,818 9,129

営業外費用   

支払利息 231 4,963

株式交付費 － 19,632

投資事業組合運用損 18,918 15,959

その他 6,781 2,942

営業外費用合計 25,932 43,497

経常利益又は経常損失（△） 265,617 △201,104

特別利益   

固定資産売却益 63 －

投資有価証券売却益 － 12

新株予約権戻入益 2,400 －

特別利益合計 2,463 12

特別損失   

固定資産除却損 358 1,662

投資有価証券評価損 18,800 1,199

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,630

特別損失合計 19,158 23,492

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（△）

248,922 △224,585

法人税、住民税及び事業税 6,706 6,706

法人税等調整額 － 155,351

法人税等合計 6,706 162,057

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △386,642

四半期純利益又は四半期純損失（△） 242,216 △386,642



（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21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

248,922 △224,585

減価償却費 94,214 105,358

賞与引当金の増減額（△は減少） △109,026 △66,419

受取利息及び受取配当金 △7,780 △4,273

支払利息 231 4,963

投資有価証券評価損益（△は益） 18,800 1,199

投資事業組合運用損益（△は益） 18,918 15,959

為替差損益（△は益） 7,084 △220

有形固定資産除却損 358 1,662

有形固定資産売却損益（△は益） △63 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,630

新株予約権戻入益 △2,400 －

株式交付費 － 19,632

売上債権の増減額（△は増加） 60,332 15,393

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,513 △92,579

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） △11,630 △8,965

未払金の増減額（△は減少） 535,374 75,620

その他 49,517 37,125

小計 265,103 △99,496

利息及び配当金の受取額 8,003 3,749

利息の支払額 △231 △5,232

法人税等の支払額 △8,942 △8,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 263,934 △109,921

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 △67,682 △15,487

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 △18,220 △102,327

長期前払費用の取得による支出 － △430,316

投資有価証券の取得による支出 △163,383 △61,820

投資有価証券の売却による収入 － 152

投資有価証券の償還による収入 64,503 5,226

貸付けによる支出 △875,000 －

貸付金の回収による収入 898,740 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △32,500

その他 △1,520 432

投資活動によるキャッシュ・フロー △161,977 △636,640



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 700,000

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 119,204 2,078,067

リース債務の返済による支出 △1,469 △5,735

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,115,634 2,772,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △464 431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,217,126 2,026,201

現金及び現金同等物の期首残高 1,395,316 2,962,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,612,442 4,988,276



 該当事項はありません。  

  

 当社は、平成22年12月７日付で公募による新株式の発行を行い、払込みを受けました。この結果、第１四半期連

結会計期間において資本金が1,048,850千円、資本準備金が1,048,850千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に

おいて資本金が3,631,011千円、資本準備金が5,043,571千円となっております。 

   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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