
平成 18 年９月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 18 年２月６日 

上場会社名 株式会社メディネット （コード番号：２３７０ 東証マザーズ）

（ＵＲＬ http://www. medinet-inc.co.jp/ ）   

問 合 せ 先      代表者役職・氏名 代表取締役最高経営責任者

               木村 佳司 

ＴＥＬ：（０４５）４７８―００４１ 

      責任者役職・氏名 取締役最高財務責任者 
               春山 佳亮 
 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 会計監査人の関与  
四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月１日 ～ 平成 17 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円       ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年９月期第１四半期 313 △24.1 △227   － △223   － △225   －

17 年９月期第１四半期 413 △12.0 △130   － △130   － △85   －

(参考)17 年９月期 1,498 △20.7 △583   － △579   － △790   －

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18 年９月期第１四半期 △407.31 －

17 年９月期第１四半期 △155.04 －

(参考)17 年９月期 △1,431.62 －

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示す。 
 

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当第 1四半期において当社は、引き続き市場を顕在化するプロセスにおいて最大のボトルネックとなっている医

師・医療機関に対する学術営業活動及び共同臨床研究の積極的な企画・推進に取り組んでまいりました。具体的に

は、学術営業体制の質的量的強化を行い、医師・医療機関に対するコンタクト回数を大幅に増加させるとともに、

大学病院・地域中核医療機関において医師向けセミナー、講演会等を実施し、当社の技術・ノウハウに基づく免疫

細胞療法への認知と理解を向上させることによって契約医療機関への患者紹介数の増加を目指す活動に注力して

まいりました。また、有力医療機関の医師との協力のもと、より有効性が期待できる治療プロトコールを開発して

積極的に共同臨床研究を推進し、そこから得られる Evidence を学会等で発表することによって、医師・患者への

訴求効果を高め、類似症例患者の契約医療機関への紹介・受診増加を目指す活動を行ってまいりました。しかしな

がら、Web サイトを活用した情報提供の充実等により患者認知度が向上し、契約医療機関における治療申込書の発

送件数が増え、新規治療開始患者数の減少に底打ち傾向がでてきたものの、主治医紹介ルートの開拓にはまだ時間

が必要であり、大幅な新規患者数の増加には至らなかったこと、また直前期までに新規患者数が減少したことに伴

う継続治療数の落ち込みをカバーすることができなかったこと等により、当第１四半期の売上高は、前年同期を下

回る結果となりました。 

 また、研究開発活動については、基盤研究、技術開発、臨床開発ともに、早期収益化が望める細胞医療支援事業

に貢献でき、かつ他社との差別化が可能なテーマにフォーカスした活動を展開してまいりました。具体的には、既

存及び新規の免疫細胞治療技術に係る臨床 Evidence の強化、がん治療における新たな臨床プロトコールの開発に

向けて、国内外の医療機関との共同臨床研究を実施するなど、患者様にとって有用かつ他社との差別化を意識した

活動を積極的に展開してまいりました。 

 以上の結果、当第 1四半期の業績は、売上高は 313 百万円（前年同期比 24.1%減）、経常損失は 223 百万円（前年

同期は経常損失 130 百万円）、四半期純損失は 225 百万円（前年同期は四半期純損失 85 百万円）となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況 

 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 
１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年９月期第１四半期 4,671 4,343 93.0 7,846.44

17 年９月期第１四半期 5,700 5,265 92.4 9,535.10

(参考)17 年９月期 4,922 4,560 92.6 8,258.51

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る          
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

 百万円 百万円 百万円 百万円

18 年９月期第１四半期 △221 △132 3 3,360

17 年９月期第１四半期 △167 △29 △5 3,823

(参考)17 年９月期 △450 156 △20 3,710

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 
 当社の当第１四半期の総資産は、4,671百万円（前期末比250百万円減）となりました。流動資産は3,598百万円

と前期末比337百万円減少しており、そのうち現金及び預金の増加は1,350百万円、有価証券の減少は1,700百万円

であります。固定資産は1,073百万円と前期末比86百万円増加しておりますが、これは主に、研究開発用設備の増

設、オーダーメイド医療管理システムの改修及び株式会社細胞科学研究所への出資等によるものであります。 

 負債の部については、賞与引当金の減少（前期末比52百万円減）等により、流動負債が前期末比29百万円減の293

百万円となり、長期借入金の減少（前期末比5百万円減）により固定負債が35百万円（前期末比5百万円減）となり

ました。 

 資本の部については、第１四半期純損失を計上したこと等により、前期末比 216 百万円減の 4,343 百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は 93.0％と前期末比 0.4 ポイント増加しました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は221百万円（前年同期比32.5%増）となりました。 

 これは主に、税引前第１四半期純損失が223百万円計上されたこと等によるものであります。 

 

（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132百万円（前年同期比353.0%増）となりました。 

 これは主に、研究開発用設備の増設による有形固定資産の取得59百万円、オーダーメイド医療管理システムの改

修33百万円及び株式会社細胞科学研究所の株式の取得27百万円等によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は3百万円（前年同期は、5百万円の使用）となりました。 

 これは、新株予約権の行使による株式の発行 8百万円及び長期借入金の返済 5百万円によるものであります。 
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平成 18 年９月期の業績予想（平成 17 年 10 月１日 ～ 平成 18 年９月 30 日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 百万円 百万円 百万円 円  銭 円  銭 円  銭

中 間 期 700 △540 △545 0.00 ― ― 

通   期 1,700 △860 △870 ― 0.00 0.00

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当期においては、第５次医療法改正が予定されており、いわゆる「混合診療」にかかる規制緩和をはじめとした

制度面での大きな変化が予定されております。この制度面での変化は、免疫細胞療法を含む先進医療の普及を促進

するためには大きな追い風になるものと考えております。一方、がんを対象とした免疫細胞療法に係る市場規模に

ついては、潜在的に大きな市場が期待されながらも、本格的な市場の顕在化には至っていない状況であります。こ

のボトルネックとなっているのは、免疫細胞療法が新規の治療技術であるために臨床医の認知と理解が正しく得ら

れていないことが考えられます。そのボトルネックを解消して着実に市場を顕在化させるためには、科学的根拠に

基づいた臨床 Evidence の強化・構築及び医師・医療機関との強固なネットワークの構築が必要であり、積極的な

働きかけが必要な状況にあります。 

このような状況のなか、当社は、業績拡大の基盤を確固たるものとするために、引き続き、がん治療における免

疫細胞療法の位置付け、期待される効果について、医師・医療機関の認知と理解を得た強固なネットワークを構築

するべく、取り組んでまいります。 

また、研究開発活動については、引き続き、「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」に主軸を置いて、

推進してまいります。特に、Evidence の強化については、既に国内外の医療機関等との共同臨床研究を着実に進め

るなど、科学的根拠に基づいた臨床 Evidence の構築に向けて積極的に取り組んでまいります。その他の各種臨床

研究プロジェクトの実施検討についても、できるだけ早い時期に実際の治療として患者様に新規技術を用いた免疫

細胞療法を提供することを目指し、大学病院や各地域の中核医療機関との共同臨床研究を企画、実施していく方針

であります。 

その他、当社の免疫細胞療法総合支援サービスを利用して、東京大学医学部附属病院が、同院新中央診療棟に平

成 18 年 3 月竣工予定の「22 世紀医療センター」内で、免疫細胞療法に係る臨床開発及び実際の治療提供を行なっ

ていくプロジェクトに関しては、稼動後の具体的な実施計画についての調整を図ってまいります。 

一方、当期においては、東大病院 22 世紀医療センター内に設置する細胞加工施設(CPC)を備えた施設への設備投

資、並びに医師・医療機関を戦略ターゲットとした営業活動を効果的に支援するためのセールスプロモーション活

動の増加など、当社と医師・医療機関との強固なネットワークの基盤構築に向けた様々な先行投資を見込んでおり

ます。これは、来期以降の売上増加と早期の経常黒字化を実現することを目指した取り組みであります。 

以上の結果、平成 18 年９月期の業績予想としては、平成 17 年 11 月 8 日に公表しましたとおり、売上高 1,700

百万円（前年同期比 113.5%）、経常利益△860 百万円（前年同期△579 百万円）、当期利益△870 百万円（前年同期

△790 百万円）を見込んでおります。 

 
 尚、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。 

 

以  上 
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〔添付資料〕 
１．（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円、％） 

当四半期 
（平成 18 年
９月期 
第１四半期
末） 

前年同四半期
（平成 17 年
９月期 
第１四半期
末） 

増  減 
（参考） 
平成 17 年 
９月期末 

科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１．現金及び預金 3,061,066 2,823,638 237,428 8.4 1,711,050

２．売掛金 121,974 143,321 △21,346 △14.9 109,845

３．有価証券 299,374 1,500,013 △1,200,639 △80.0 1,999,381

４．たな卸資産 18,961 38,403 △19,441 △50.6 11,543

５．その他 97,124 194,899 △97,775 △50.2 104,230

   貸倒引当金 0 △80 80 △100.0 △70

流動資産合計 3,598,501 4,700,196 △1,101,694 △23.4 3,935,981

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物 314,091 365,803 △51,711 △14.1 325,520

(2) その他 152,113 128,210 23,903 18.6 109,360

有形固定資産合計 466,205 494,013 △27,808 △5.6 434,880

２．無形固定資産 114,038 87,945 26,093 29.7 87,338

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 188,733 8,000 180,733 2,259.2 196,733

(2) 関係会社株式 113,180 28,380 84,800 298.8 77,680

(3) その他 191,014 381,553 △190,539 △49.9 189,973

投資その他の資産合計 492,928 417,933 74,994 17.9 464,387

固定資産合計 1,073,172 999,893 73,279 7.3 986,606

資産合計 4,671,673 5,700,089 △1,028,415 △18.0 4,922,587
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（単位：千円、％） 

当四半期 
（平成 18 年
９月期 
第１四半期
末） 

前年同四半期
（平成 17 年
９月期 
第１四半期
末） 

増  減 
（参考） 
平成 17 年 
９月期末 

科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）  

Ⅰ流動負債  

１．買掛金 52,781 98,901 △46,120 △46.6 62,790

２．一年内返済予定長期借入金 20,000 20,000 ― ― 20,000

３．未払法人税等 16,095 16,253 △157 △1.0 31,800

４．賞与引当金 38,903 83,130 △44,227 △53.2 91,799

５．その他 165,317 163,619 1,698 1.0 115,745

流動負債合計 293,097 381,904 △88,806 △23.3 322,134

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 30,000 50,000 △20,000 △40.0 35,000

２．その他 5,101 2,902 2,199 75.8 5,101

固定負債合計 35,101 52,902 △17,800 △33.6 40,101

負債合計 328,199 434,806 △106,607 △24.5 362,236

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 2,048,500 2,044,250 4,250 0.2 2,044,250

Ⅱ 資本剰余金  

資本準備金 3,461,022 3,456,772 4,250 0.1 3,456,772

資本剰余金合計 3,461,022 3,456,772 4,250 0.1 3,456,772

Ⅲ 利益剰余金  

１．任意積立金 8,375 30,133 △21,757 △72.2 30,133

２．四半期（当期）未処理損失 1,174,423 265,872 908,550 ― 970,804

利益剰余金合計 △1,166,048 △235,739 △930,308 ― △940,671

資本合計 4,343,474 5,265,282 △921,808 △17.5 4,560,351

負債・資本合計 4,671,673 5,700,089 △1,028,415 △18.0 4,922,587
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２．（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円、％） 

当四半期 

（平成 18 年９

月期 

 第１四半期）

前年同四半期 

（平成 17 年９

月期 

 第１四半期）

増  減 

（参考） 

平成17年９月

期 
科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 313,887 413,687 △99,800 △24.1 1,498,840

Ⅱ 売上原価 150,332 169,733 △19,401 △11.4 692,731

売上総利益 163,555 243,954 △80,399 △33.0 806,109

Ⅲ 販売費及び一般管理費 390,753 374,268 16,485 4.4 1,389,544

営業損失 227,197 130,313 96,884 74.3 583,435

Ⅳ 営業外収益 4,299 916 3,382 368.9 6,405

Ⅴ 営業外費用 342 609 △267 △43.8 2,450

経常損失 223,240 130,005 93,234 71.7 579,480

Ⅵ 特別利益 ― ― ― ― 23,000

Ⅶ 特別損失 58 ― 58 ― 1,092

税金等調整前四半期（当

期）純損失 223,298 130,005 93,293 71.8 557,573

税金費用 2,078 △44,395 46,473 ― 232,968

四半期（当期）純損失 225,376 85,610 139,766 163.3 790,541
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３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 
当四半期 

（平成 18 年９月期

 第１四半期） 

前年同四半期 

（平成 17 年９月期 

 第１四半期） 

（参考） 

平成 17 年９月期

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失又は税引前当期純損失 △223,298 △130,005 △557,573

減価償却費 34,864 32,150 136,659

貸倒引当金の減少額 △70 ― △10

賞与引当金の減少額 △52,895 △48,535 △39,866

受取利息及び受取配当金 △1,014 △798 △4,226

為替差益 △1,613 ― △708

支払利息 267 609 1,576

固定資産除却損 58 ― 1,092

売上債権の増減額（△増加） △12,129 11,986 45,462

たな卸資産の増加額 △7,417 △30,709 △4,535

仕入債務の増減額（△減少） △10,008 23,428 △12,682

未払金の増減額（△減少） 24,856 △56,259 △22,014

未払消費税等の減少額 ― △3,954 △9,134

その他 43,840 39,333 △34,149

小  計 △204,560 △162,755 △500,110

利息及び配当金の受取額 1,158 721 3,650

利息の支払額 △254 △605 △1,553

法人税等の支払額又は還付額 △17,782 △4,481 47,330

営業活動によるキャッシュ・フロー △221,438 △167,120 △450,683

Ⅱ 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 △62,780 △8,691 △41,160

有形固定資産の売却による収入 ― ― ―

無形固定資産の取得による支出 △41,655 ― △14,202

無形固定資産の売却による収入 ― ― 72

有価証券の取得による支出 ― ― ―

有価証券の償還による収入 ― ― 500,000

関係会社株式の取得による支出 △27,500 ― △238,033

貸付金の貸付による支出 ― △90,340 △120,340

貸付金の回収による収入 ― 70,000 70,000

差入保証金の差入による支出 △156 △120 △545

差入保証金の返還による収入 40 ― 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △132,051 △29,151 156,190

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,000 △5,000 △20,000

株式の発行による収入 8,500 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,500 △5,000 △20,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △349,990 △201,272 △314,492

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 3,710,431 4,024,924 4,024,924

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 3,360,441 3,823,651 3,710,431
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 会計処理の変更 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第１四半期会計期間から「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

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企

業会計基準適用指針第６号）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。 

―――――― ―――――― 
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４．注記事項等 

（四半期貸借対照表関係） 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期末） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期末） 

（参考）平成17年９月期末 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
 

 442,649千円 
  

 
329,870千円

  

 
 414,881千円

  
※２ 消費税等の取扱い ※２ 消費税等の取扱い ※２  

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動資産の「その他」に含めて表示して

おります。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、相

殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、

流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

―――――― 

 

（四半期損益計算書関係） 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 

※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの ※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 767千円 
 

受取利息 790千円
 

受取利息 3,036千円
  

※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの ※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 267千円 
 

支払利息 609千円
 

支払利息 1,576千円
  

※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの ※３ 特別利益のうち主要なもの 
 

―――――――――  
  

 
―――――――――

  

 
国庫補助金収入 23,000千円

  
※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの ※４ 特別損失のうち主要なもの 
 

工具器具備品除却損 58千円 
  

 
―――――――――

  

 
建物除却損 1,088千円

  
 ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額  ５ 減価償却実施額 
 

有形固定資産 27,912千円 

無形固定資産 6,951   
  

 
有形固定資産 26,167千円

無形固定資産 5,983  
  

 
有形固定資産 111,574千円

無形固定資産 25,084  
  

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 

※ 現金及び現金同等物の四半期期末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の四半期期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年12月31日現在） （平成16年12月31日現在） （平成17年９月30日現在）
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 3,061,066 

有価証券勘定 299,374 

現金及び現金同等物 3,360,441 

  

  
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,823,638

有価証券勘定 1,500,013

 4,323,651

運用が３ヶ月を超える短

期投資 
△500,000

現金及び現金同等物 3,823,651
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 1,711,050

有価証券勘定 1,999,381

現金及び現金同等物 3,710,431
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（リース取引関係） 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 

１．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四半期期末残高相当

額 

(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四半期期末残高相当

額 

(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 

 

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

四半期
期末残
高相当
額 
(千円) 

機械装置 53,348 34,083 19,264 

工具器具備品 301,058 139,061 161,997 

無形固定資産
（ソフトウエ
ア） 

652 554 97 

合計 355,058 173,699 181,359 

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円)

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

四半期
期末残
高相当
額 
(千円)

機械装置 53,348 25,192 28,156

工具器具備品 288,551 98,748 189,803

無形固定資産
（ソフトウエ
ア） 

652 423 228

合計 342,552 124,364 218,187

  

  

 

取得価
額相当
額 
(千円) 

減価償
却累計
額相当
額 
(千円)

期末残
高相当
額 
(千円)

機械装置 53,348 31,860 21,487

工具器具備品 286,944 126,129 160,815

無形固定資産
（ソフトウエ
ア） 

652 521 130

合計 340,944 158,511 182,433

  
(2）未経過リース料四半期期末残高相当額 (2）未経過リース料四半期期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 61,069千円 

１年超 128,468千円 

合計 189,538千円 
  

 
１年内 56,867千円

１年超 168,819千円

合計 225,686千円
  

 
１年内 58,662千円

１年超 131,976千円

合計 190,639千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額 
  

 千円 

支払リース料 16,480 

減価償却費相当額 15,187 

支払利息相当額 1,536 
  

  
 千円

支払リース料 16,209 

減価償却費相当額 14,624 

支払利息相当額 1,974 
  

  
 千円

支払リース料 65,032 

減価償却費相当額 58,722 

支払利息相当額 7,210 
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (4）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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (5）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。 

同左 同左 
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（有価証券関係） 

当四半期（平成 18 年９月期第１四半期末） 

 時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 摘要 

(1) 投資事業組合出資金 

(2) その他 

188,733 

299,374 

 

FFF 及び外国投資信託 

 

 子会社株式及び関連会社株式 

内容 貸借対照表計上額（千円） 摘要 

関連会社株式 113,180  

 

当第１四半期において、従来その他有価証券で保有していた非上場株式について、同社の株式を

取得したことにより持株比率が増加したことに伴い関連会社株式に変更しております。これにより、

その他有価証券の非上場株式が 8,000 千円減少し、関連会社株式が同額増加しております。 

 

前年同四半期（平成 17 年９月期第１四半期末） 

 時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 摘要 

(1) 非上場株式 

(2) その他 

8,000 

1,500,013 

 

FFF、CP 及び信託受益権 

 

（参考）平成 17 年９月期末 

 時価評価されていない有価証券 

 その他有価証券 

内容 貸借対照表計上額（千円） 摘要 

(1) 非上場株式 

(2) 投資事業組合出資金 

(3) その他 

8,000 

188,733 

1,999,381 

 

 

FFF、CP、信託受益権及び外国投資信託

 

（デリバティブ取引関係） 

当四半期（平成 18 年９月期第 1 四半期）、前年同四半期（平成 17 年９月期第 1 四半期）及び

（参考）平成 17 年９月期 

 当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

当四半期（平成 18 年９月期第１四半期） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 77,680 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 46,373 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 6,314 

（注） 利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社については、記載を省
略しております。 

 

前年同四半期（平成 17 年９月期第１四半期） 

 利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性が乏しい関連会社であるため、記載を省略して
おります。 
 

（参考）平成 17 年９月期 

関連会社に対する投資の金額（千円） 77,680 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 52,688 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 29,772 

 

（１株当たり情報） 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 

 
１株当たり純資産額 7,846.44円 

１株当たり四半期純損失 407.31円 
  

 
１株当たり純資産額 9,535.10円

１株当たり四半期純損失 155.04円
  

 
１株当たり純資産額 8,258.51円

１株当たり当期純損失 1,431.62円
  

 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期

純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額については、潜在株式

は存在するものの１株当たり四半期

純損失が計上されているため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損

失が計上されているため記載してお

りません。 

（注）１株当たり四半期（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当四半期 

（平成18年９月期第１四半期）
前年同四半期 

（平成17年９月期第１四半期） 
（参考）平成17年９月期

四半期（当期）純損失（千円） 225,376 85,610 790,541 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る四半期（当期）純損失（千円） 225,376 85,610 790,541 

期中平均株式数（株） 553,328 552,200 552,200 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり四半期（当期）純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要 

 第４回新株引受権付

社債並びに新株予約権

2種類（新株予約権の数

7,543 個 、普通株式

17,605株） 

 第４回新株引受権付

社債並びに新株予約権

1種類（新株予約権の数

312個） 

 第４回新株引受権付

社債並びに新株予約権

2種類（新株予約権の数

7,767 個 、 普 通株式

19,155株） 

 

５．事業部門別売上高 

当四半期 
（平成18年９月期第１四半期）

前年同四半期 
（平成17年９月期第１四半期） 

（参考）平成17年９月期 
区分 

金額(千円) 前年同期比 金額(千円) 前年同期比 金額(千円) 前年同期比

免疫細胞療法総合支援サービス 313,606 76.1% 412,252 87.8% 1,456,496 77.7% 

そ の 他 281 19.6% 1,435 583.4% 42,343 259.7% 

合 計 313,887 75.9% 413,687 88.0% 1,498,840 79.3% 
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