
平成18年5月期　第3四半期財務・業績の概況（非連結）
 平成18年4月7日

上場会社名　株式会社エフェクター細胞研究所 （コード番号：4567　名証セントレックス）

（ＵＲＬ　http://www.effectorcell.co.jp/　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　　　金ヶ崎　士朗  

　　　　　　責任者役職・氏名　執行役員経営企画部長　本間　紀幸  TEL：（03）5428－2307　　　　　

１．四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項

①　会計処理の方法の最近会計年度における認識の方法との相違の有無 ：  有

　　固定資産の減損に係る会計基準を採用しております。これによる損益に与える影響はありません。

②　連結及び持分法の適用範囲の異動の状況　　　　　　　           　：　無

 

２．平成18年5月期第3四半期財務・業績の概況（平成17年6月1日～平成18年2月28日/9ヶ月間累計）

(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 ％

平成18年5月期第3四半期 512 123.3 △200 ― △201 ― △214 ―

平成17年5月期第3四半期 229 ― △294 ― △313 ― △314 ―

（参考）平成17年5月期 833  64  79  78  

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

平成18年5月期第3四半期 △1,917 94 ―  

平成17年5月期第3四半期 △3,603 66 ―  

（参考）平成17年5月期 863 92 578 78

（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しております。

［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

  当第3四半期会計期間（平成17年6月1日～平成18年2月28日/9ヶ月間累計）の業績は、売上高512百万円、経常損失201百

万円、四半期純損失214百万円となりました。

　事業別の概況は、以下のとおりです。

 

■創薬および創薬関連事業

　平成17年12月にマレーシア政府系のInnoBioグループ（マレーシア/セランゴール州）と「技術移転及びライセンス契　

約」（アップフロントフィー：300万㌦）ならびに「ジョイントベンチャー契約」を締結いたしました。

　また、AstraZeneca PLC（以下「アストラゼネカ社」 本社：英国/ロンドン、売上高239億㌦/2005年実績）とは最大467

万㌦（契約期間：最低3年間）の共同研究契約を平成17年12月に締結いたしました。現在、喘息（ぜんそく）、慢性閉塞性

肺疾患（COPD）、その他の自己免疫疾患の分野において、当社独自のTAXIScan™テクノロジーや長年培ってきた走化性研究

のノウハウ及び知的財産を提供し、患者のプロファイリング、セグメンテーションによる診断方法の確立を目指し、共同

研究を実施しております。

 

■創薬ツール供給事業

　MDヘパ細胞™の供給については、同細胞がターゲットとする最大の市場である薬物代謝試験用途においては、代謝に重要

な酵素（CYP）についてより強い活性が必要であることがマーケティング調査の結果わかったことから、細胞の機能（ス

ペック）においてより質の高い製品として供給するために、現在、追加試験を実施しているところです。CYP活性について、

製薬企業等の求める一定の基準をクリアすることができ次第、供給を開始する予定です。
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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

平成18年5月期第3四半期 5,201 4,732 91.0 40,822 22

平成17年5月期第3四半期 1,389 856 61.6 9,724 21

（参考）平成17年5月期 5,165 4,843 93.8 44,532 74

【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
第３四半期末（期末）残高

百万円 百万円 百万円 百万円

平成18年5月期第3四半期 △52 △885 145 3,584

平成17年5月期第3四半期 △324 △22 309 1,078

（参考）平成17年5月期 △305 △100 3,665 4,376

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

　営業活動によるキャッシュ・フローは52百万円のマイナスとなりました。これは主に、減価償却費91百万円、売上債権

の減少額140百万円、前受金の増加額102百万円の一方、税引前四半期純損失212百万円、たな卸資産の増加額84百万円等に

よるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは885百万円のマイナスとなりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出174百万円、定期預金の担保差入れによる支出500百万円によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは145百万円のプラスとなりました。これは主に、新株予約権の行使による増加101

百万円によるものです。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第3四半期末残高は、前期末残高より792百万円減少し、3,584百万円となりました。

３．平成18年5月期の業績予想（平成17年6月1日～平成18年5月31日）

予想売上高 予想経常利益 予想当期純利益
１株当たり予
想当期純利益

百万円 百万円 百万円 円 銭

通期 1,047～612 △83～△479 △97～△493 － － 

［業績予想に関する定性的情報等］　

　当会計年度第4四半期（3ヶ月間）での売上高については、主に癌治療薬開発プロジェクトにおける開発協力金、アスト

ラゼネカ社との共同研究に基づくライセンスフィーによる収入等を見込んでおります。この結果、通期の業績見通しにつ

きましては、前回発表の業績予想（平成18年2月28日）と変わらず、売上高1,047～612百万円、経常損失83～479百万円、

当期純損失97～493百万円を見込んでおります。

　上記の予想は、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ので、この業績予想に全面的に依拠して投資等の

判断を行うことは差し控えてください。また、業績の予想につきましては、随時見直しを行い、開示ルールに従って公表

していく所存です。

以　上

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書など
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１．（要約）四半期貸借対照表
（単位：千円、％）

科目

当第3四半期会計期間末

平成18年2月28日

前第3四半期会計期間末

平成17年2月28日
増減

（参考）

平成17年5月期

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 4,084,570 1,078,931 3,005,638 278.6 4,376,906

２．売掛金 430,783 83,451 347,331 416.2 571,267

３．たな卸資産 117,847 28,325 89,521 316.0 33,403

４．その他 63,811 17,562 46,249 263.3 6,082

流動資産合計 4,697,012 1,208,271 3,488,740 288.7 4,987,660

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

　（1）建物 19,069 230 18,839 8,189.5 178

  （2）工具器具及び備品 267,113 113,179 153,933 136.0 169,102

  （3）建設仮勘定 ― 58,973 △58,973 △100.0 ―

 　有形固定資産合計 286,183 172,383 113,800 66.0 169,280

２．無形固定資産 3,129 2,676 452 16.9 2,500

３．投資その他の資産 214,952 5,740 209,212 3,644.7 5,577

固定資産合計 504,265 180,799 323,465 178.9 177,357

資産合計 5,201,277 1,389,071 3,812,206 274.4 5,165,018
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（単位：千円、％）

科目

当第3四半期会計期間末

平成18年2月28日

前第3四半期会計期間末

平成17年2月28日
増減

（参考）

平成17年5月期

金額 金額 金額 増減率 金額

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

 買掛金 33,882 21,800 12,082 55.4 61,081

 １年内返済長期借入金 40,000 ― 40,000 ― ―

 未払法人税等 3,376 2,868 507 17.7 13,111

 新株引受権 56 1,002 △946 △94.4 64

 その他 187,065 107,184 79,881 74.5 46,935

流動負債合計 264,380 132,854 131,525 99.0 121,191

Ⅱ　固定負債      

 長期借入金 203,969 400,000 △196,031 △49.0 200,000

固定負債合計 203,969 400,000 △196,031 △49.0 200,000

負債合計 468,349 532,854 △64,505 △12.1 321,191

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 1,884,900 844,250 1,040,650 123.3 1,832,850

 Ⅱ　資本剰余金      

 １．資本準備金 3,011,536 353,540 2,657,996 751.8 2,960,278

 資本剰余金合計 3,011,536 353,540 2,657,996 751.8 2,960,278

 Ⅲ　利益剰余金      

 １．当期未処分利益又は
     第３四半期未処理損
 　　失（△）

△163,508 △341,573 178,065 ― 50,698

 利益剰余金合計 △163,508 △341,573 178,065 ― 50,698

資本合計 4,732,927 856,216 3,876,711 452.8 4,843,826

負債資本合計 5,201,277 1,389,071 3,812,206 274.4 5,165,018
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２．（要約）四半期損益計算書
（単位：千円、％）

科目

当第3四半期会計期間

（9ヶ月間累計）

　 自　平成17年6月1日

　 至　平成18年2月28日

前年第3四半期会計期間

（9ヶ月間累計）

　 自　平成16年6月1日

　 至　平成17年2月28日

増減
（参考）

平成17年5月期

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ　売上高 512,237 229,443 282,794 123.3 833,580

Ⅱ　売上原価 89,647 151,736 △62,089 △40.9 236,270

売上総利益 422,590 77,706 344,884 443.8 597,310

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

622,676 372,393 250,282 67.2 532,684

営業利益又は営業損
失（△）

△200,085 △294,687 94,601 ― 64,625

Ⅳ　営業外収益 3,890 4,692 △802 △17.1 86,731

Ⅴ　営業外費用 5,029 23,011 △17,982 △78.1 71,491

経常利益又は経常損
失（△）

△201,224 △313,006 111,781 ― 79,866

Ⅵ　特別損失 11,596 ― 11,596 ― ―

税引前当期純利益又
は税引前四半期純損
失（△）

△212,820 △313,006 100,185 ― 79,866

法人税、住民税及び
事業税

1,385 1,020 365 35.9 1,620

当期純利益又は四半
期純損失（△）

△214,206 △314,026 99,819 ― 78,246

前期繰越利益又は前
期繰越損失（△）

50,698 △27,547 ― ― △27,547

当期未処分利益又は
第３四半期未処理損
失（△）

△163,508 △341,573 ― ― 50,698
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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）

当第3四半期会計期間
（9ヶ月間累計）

　　自　平成17年6月1日
　　至　平成18年2月28日

前年第3四半期会計期間
（9ヶ月間累計）

　　自　平成16年6月1日
　　至　平成17年2月28日

（参考）
平成17年5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

   

税引前当期純利益又は税
引前四半期純損失（△）

△212,820 △313,006 79,866

減価償却費 91,256 50,186 77,223

受取利息 △104 △14 △19

支払利息 3,223 4,240 6,225

新株発行費 1,759 ― 37,618

事務所移転費用 4,162 ― ―

有形固定資産除却損 66 ― ―

売上債権の減少額又は増
加額（△） 

140,484 △58,948 △546,764

たな卸資産の増加額 △84,443 △10,503 △15,581

未収消費税等の増加額 △27,010 △9,996 ―

その他流動資産の増加額
（△）又は増加額

△31,267 3,900 6,006

仕入債務の増加額又は減
少額（△）

△27,198 17,565 56,846

未払消費税等の増加又は
減少額（△）

△5,561 ― 5,561

預り金の増加額又は減少
額（△）

902 △14,692 △14,180

前受金の増加額又は減少
額（△）

102,920 △9,344 △15,880

その他流動負債の増加額
又は減少額（△）

△780 21,764 25,514

小計 △44,409 △318,847 △297,564

利息の受取額 104 14 19

利息の支払額 △2,675 △4,560 △6,775

事務所移転費用 △4,084 ― ―

法人税等の支払額 △1,620 △1,360 △1,360

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△52,684 △324,753 △305,681
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（単位：千円）

当第3四半期会計期間
（9ヶ月間累計）

　　自　平成17年6月1日
　　至　平成18年2月28日

前年第3四半期会計期間
（9ヶ月間累計）

　　自　平成16年6月1日
　　至　平成17年2月28日

（参考）
平成17年5月期

区分 金額 金額 金額

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

有価証券の取得による支
出

△120,198 ― ―

有形固定資産の取得によ
る支出

△174,254 △19,016 △97,051

無形固定資産の取得によ
る支出

△1,224 △3,000 △3,000

敷金保証金の差入れによ
る支出

△42,583 ― ―

敷金保証金の返還による
収入

4,391 ― ―

定期預金の担保差入によ
る支出

△500,000 ― ―

保険積立金の積立による
支出

△51,291 ― ―

その他 ― △909 △753

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△885,161 △22,925 △100,804

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金の純減額 ― △100,000 △100,000

長期借入れによる収入 43,969 400,000 200,000

株式の発行による収入 101,540 9,000 3,565,781

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

145,509 309,000 3,665,781

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
加額又は減少額（△）

△792,336 △38,678 3,259,296

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

4,376,906 1,117,610 1,117,610

Ⅶ　現金及び現金同等物の第
３四半期末（期末）残高

3,584,570 1,078,931 4,376,906
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