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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 
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      責任者役職・氏名 取締役最高財務責任者 
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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３四半期財務・業績の概況（平成 17 年 10 月１日 ～ 平成 18 年６月 30 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３四半期 1,077  △7.4 △588   － △597   － △645   －

17 年９月期第３四半期 1,164 △18.9 △432   － △429   － △428   －

(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３四半期 △1,162.53 －

17 年９月期第３四半期 △775.90 －

(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３四半期会計期間における当社事業を取り巻く環境は、第 5次医療法改正による、いわゆる「混合診療」に

係る規制緩和をはじめ、制度面での大きな変化が予想されるなど、免疫細胞療法をはじめとする先端医療の普及を

促進する環境が整いつつあるものの、現行の医療制度の枠組みの中では、免疫細胞療法を含む細胞医療の位置付け

は未だ明確なものとなっていないこと、また、免疫細胞療法の臨床効果に係る評価方法及び Evidence の在り方を

巡って議論があることなどの理由により、がん疾患を対象とした免疫細胞療法の有用性につき、医師・医療機関に

十分な理解を得られていない状況に、まだ大きな変化は現れておりません。 

 そのような環境を踏まえ、当社は、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促進し、有力な医師・医療機関との強固なネットワークを構築することによ

り、業績拡大の基盤を確固たるものとするべく、学術営業本部の人員を質的・量的に強化し、大学病院や地域の中

核医療機関に対する学術営業をより一層積極的に進めております。また、平成 17 年 10 月 11 日には、東京大学医

学部附属病院との間で、同院新中央診療棟の「22 世紀医療センター」内に、CPC（Cell Processing Center；細胞

加工施設）を備えた「免疫細胞治療部門」を新設し、当社が「免疫細胞療法総合支援サービス」を提供することで

合意しており、本年秋頃の本格稼動に向け、着実に準備を進めております。このような取り組みは、当期業績への

直接的な貢献はそれほど大きくはないものの、免疫細胞療法を EBM（Evidence Based Medicine）として確立し、身

近な医療として普及させるための基本的かつ最も重要な活動であり、医療チャネルの拡大を図る上で、極めて大き

な意味を持つものであります。 

 当第３四半期会計期間においては、学術営業による医師・医療機関開拓の効果が徐々に現れてきており、契約医

療機関との医療連係により免疫細胞療法を行う連係医療機関が新規に 3施設増加しました。また、前年同期に比べ

て新規治療開始患者数が増加し、それに伴う売上も回復傾向にあります。しかしながら、新規治療開始患者数の増

加ペースが当初想定より緩やかであったことにより、売上高は 1,077 百万円（前年同期比 7.4％減）と前年同期を

下回る結果となりました。 
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 当第３四半期会計期間における研究開発活動については、前事業年度に引き続き、「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おります。特に、Evidence の強化については、大学病院や各地

域の中核医療機関との共同臨床研究を積極的に推進しており、当第３四半期会計期間においては、新たに日赤医療

センター、横浜市立大学、東京大学との共同臨床研究を開始いたしました。一方、営業活動においては、前述のと

おり人員拡充をはじめとする学術営業活動の強化を図ってまいりました。以上の結果、当第３四半期会計期間の販

売費及び一般管理費は 1,206 百万円（前年同期比 13.4％増）となり、営業損失は 588 百万円（前年同期は営業損失

432 百万円）となりました。 

 営業外損益については、為替差益の増加等による営業外収益の増加、投資事業組合損失の増加等による営業外費

用の増加により、経常損失は 597 百万円（前年同期は経常損失 429 百万円）となりました。 

 特別損益については、国庫補助金収入が前期に比べて減少したこと等により、税引前四半期純損失は 597 百万円

（前年同期は税引前四半期純損失 407 百万円円）となりました。 

 法人税等については、平成 18 年３月中間期に繰延税金資産の回収可能性をあらためて検討した結果、繰延税金

資産を全て取り崩したことにより、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」を合わせた税金費用は 47

百万円（前年同期は 20 千百万円）となり、四半期純損失は 645 百万円（前年同期は四半期純損失 428 百万円）と

なりました。 

 
(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３四半期 4,252 3,939 92.6 7,084.59

17 年９月期第３四半期 5,267 4,922 93.4 8,914.24

(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３四半期 △583 △286 8 2,848

17 年９月期第３四半期 △361 173 △15 3,822

(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３四半期末の総資産は、4,252百万円（前期末比670百万円減）となりました。流動資産は3,096百万

円と前期末比839百万円減少しており、そのうち現金及び預金の減少は262百万円、有価証券の減少は599百万円で

あります。固定資産は1,155百万円と前期末比168百万円増加しておりますが、これは主に、東大22世紀医療センタ

ーCPCの増設、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、株式会社細胞科学研究所への出

資及び株式会社東京ベイ・メディカルフロンティア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67百万円減）等により、流動負債が前期末比28百万円減の293

百万円となり、長期借入金の減少（前期末比15百万円減）等により固定負債が20百万円（前期末比20百万円減）と

なりました。 

 資本の部については、第３四半期純損失を計上したこと等により、前期末比 621 百万円減の 3,939 百万円となり

ました。この結果、自己資本比率は 92.6％と前期末と比べて増減はありません。 

 

（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583百万円（前年同期比61.6%増）となりました。 

 これは主に、税引前第３四半期純損失が597百万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286百万円（前年同期は173百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、東大22世紀医療センターCPCの増設、研究開発用設備の増設等による有形固定資産の取得178百万円、

オーダーメイド医療管理システムの改修等による無形固定資産の取得74百万円、株式会社細胞科学研究所の株式の

取得27百万円及び株式会社東京ベイ・メディカルフロンティアの株式の取得10百万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8百万円（前年同期は15百万円の使用）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 23 百万円及び長期借入金の返済 15 百万円によるものであります。

- 2 - 



 
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

通   期 1,520 △860 △910 ― 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次医療法改正による、いわゆる「混合診療」に係る規制緩和をはじめ、制度面での大きな

変化が予想されるなど、免疫細胞療法をはじめとする先端医療の普及を促進する環境が整いつつあります。また、

がん医療のトレンドは、あらゆる治療技術を組み合わせた集学的治療の必要性、各種専門医が連携したチーム医療

の重要性が強く認識されているとともに、より低侵襲で効果的な治療が志向されており、その意味でも、免疫細胞

療法が有力な治療オプションとして認識されるための土壌ができつつあります。しかしながら、現行の医療制度の

枠組みの中では、免疫細胞療法を含む細胞医療の位置付けが未だ明確なものとなっていないこと、また、免疫細胞

療法の臨床効果に係る評価方法及び Evidence の在り方を巡って議論があることなどの理由により、医師・医療機

関に十分な理解が為されていない状況に、大きな変化は見られません。 

 そのような環境の中、当社は、引き続き、がん治療における免疫細胞療法の位置付けや期待される効果について、

医師・医療機関の認知と理解を促進し、有力な医師・医療機関との強固なネットワークを構築することにより、業

績拡大の基盤を確固たるものとするべく、より積極的な取り組みを進めております。当第３四半期会計期間には、

既に日赤医療センター、横浜市立大学、東京大学との共同臨床研究を開始しておりますが、今後についても、国内

外、複数の有力医療機関との共同臨床研究の開始が予定されております。また、平成 17 年 10 月 11 日には、東京

大学医学部附属病院との間で、同院新中央診療棟の「22 世紀医療センター」内に、CPC（Cell Processing Center；

細胞加工施設）を備えた「免疫細胞治療部門」を新設し、当社が「免疫細胞療法総合支援サービス」を提供するこ

とで合意しており、本年秋頃の本格稼動へ向け、着実に準備を進めております。このような取り組みは、当期の業

績への直接的な貢献はそれほど大きくはないものの、免疫細胞療法を EBM（Evidence Based Medicine）として確立

し、身近な医療として普及させるための基本的かつ最も重要な活動であり、医療チャネルの拡大を図る上で、極め

て大きな意味を持つものであります。 

 以上のように、当期、当社は、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・医療機関を戦略

ターゲットとした学術営業活動により医療チャネルの拡大を図ることを基本方針として、引き続き主力事業である

免疫細胞療法総合支援サービスの拡充に努めております。通期業績予想につきましては、当第３四半期会計期間に

おいては、学術営業活動の効果は新規連係医療機関の増加という形で着実に現れ、新規治療患者数は増加してきて

はいるものの、学術営業活動の推進には、当初予想したよりも多くの時間を要しており、当初計画した売上数値を

達成するまでには至らない見込みであることから、当初計画した売上数値1,700百万円を達成するまでには至らず、

当期の売上高は、1,520 百万円（前年同期比 101.5%）となる見込みです。 

 また、研究開発活動についても、当期は、前期に引き続き、「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、より積極的に推進しております。特に、Evidence の強化については、先述のとおり、大学病院や各

地域の中核医療機関との共同臨床研究を積極的に実施しており、これからも複数の臨床研究プロジェクトに参加す

ることを計画しております。その他、東大病院 22 世紀医療センター内に設置する免疫細胞治療部門への設備投資

や、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、当期については、来期以降の当社と医師・医療機関との強固なネットワークを基盤とした売上増加と早期

の経常黒字化を実現することを目標とした、様々な先行投資を行っております。一方、売上が当初計画を 180 百万

円下回る見通しとなり、それによる売上総利益の減少分については、販売費及び一般管理費を削減し、当期におけ

る販売費及び一般管理費は、前期比 19.5％増となる 1,660 百万円を見込み、経常利益については当初見通しの△860

百万円（前年同期△579 百万円）から変更はありません。 

 また、平成 18 年３月中間期において、繰延税金資産の回収可能性をあらためて検討した結果、41 百万円の法人

税等調整額を計上したことにより通期の税金費用は当初見込みの 10 百万円から 50 百万円になる見込みであり、当

期純利益は、税金費用の増加分について、前回予想を 40 百万円下回る△910 百万円（前年同期△790 百万円）とな

る見込みです。 

 
 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３四半期
末） 

前年同四半期
（平成 17 年
９月期 
第３四半期
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 1,448,837 2,023,083 △574,245 △28.4 1,711,050

２．売掛金 142,385 132,906 9,479 7.1 109,845

３．有価証券 1,400,000 1,999,379 △599,379 △30.0 1,999,381

４．たな卸資産 40,378 7,533 32,844 435.9 11,543

５．その他 65,046 92,775 △27,729 △29.9 104,230

   貸倒引当金 0 △84 84 △100.0 △70

流動資産合計 3,096,648 4,255,594 △1,158,946 △27.2 3,935,981

Ⅱ 固定資産  

１．有形固定資産  

(1) 建物 295,943 338,592 △42,648 △12.6 325,520

(2) その他 234,051 121,917 112,133 92.0 109,360

有形固定資産合計 529,995 460,510 69,485 15.1 434,880

２．無形固定資産 137,036 86,036 50,999 59.3 87,338

３．投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 296,611 67,700 228,911 338.1 274,413

(2) その他 191,913 397,908 △205,994 △51.8 189,973

投資その他の資産合計 488,524 465,608 22,916 4.9 464,387

固定資産合計 1,155,556 1,012,154 143,401 14.2 986,606

資産合計 4,252,204 5,267,749 △1,015,544 △19.3 4,922,587
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（単位：千円、％） 

当四半期 
（平成 18 年
９月期 
第３四半期
末） 

前年同四半期
（平成 17 年
９月期 
第３四半期
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 67,451 57,236 10,215 17.8 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 19,879 26,736 △6,856 △25.6 31,800

４．賞与引当金 24,078 86,932 △62,853 △72.3 91,799

５．その他 161,765 113,426 48,339 42.6 115,745

流動負債合計 293,175 304,330 △11,154 △3.7 322,134

Ⅱ 固定負債  

１．長期借入金 20,000 40,000 △20,000 △50.0 35,000

２．その他 ― 978 △978 △100.0 5,101

固定負債合計 20,000 40,978 △20,978 △51.2 40,101

負債合計 313,175 345,309 △32,133 △9.3 362,236

（資本の部）  

Ⅰ 資本金 2,056,125 2,044,250 11,875 0.6 2,044,250

Ⅱ 資本剰余金  

資本準備金 3,468,647 3,456,772 11,875 0.3 3,456,772

資本剰余金合計 3,468,647 3,456,772 11,875 0.3 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 1,594,118 608,715 985,403 ― 970,804

利益剰余金合計 △1,585,743 △578,582 △1,007,161 ― △940,671

資本合計 3,939,029 4,922,440 △983,411 △20.0 4,560,351

負債・資本合計 4,252,204 5,267,749 △1,015,544 △19.3 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３四半期）

前年同四半期 

（平成 17 年９

月期 

 第３四半期）

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 1,077,884 1,164,284 △86,399 △7.4 1,498,840

Ⅱ 売上原価 459,281 533,384 △74,102 △13.9 692,731

売上総利益 618,602 630,899 △12,297 △1.9 806,109

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,206,784 1,063,828 142,955 13.4 1,389,544

営業損失 588,181 432,928 155,253 35.9 583,435

Ⅳ 営業外収益 9,845 5,473 4,371 79.9 6,405

Ⅴ 営業外費用 19,245 2,156 17,089 792.5 2,450

経常損失 597,582 429,611 167,970 39.1 579,480

Ⅵ 特別利益 ― 23,000 △23,000 △100.0 23,000

Ⅶ 特別損失 58 1,088 △1,029 △94.6 1,092

税金等調整前四半期（当

期）純損失 597,641 407,700 189,941 46.6 557,573

税金費用 47,430 20,752 26,678 128.6 232,968

四半期（当期）純損失 645,072 428,452 216,619 50.6 790,541
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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３四半期） 

前年同四半期 

（平成 17 年９月期 

 第３四半期） 

（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 △597,641 △407,700 △557,573

減価償却費 105,599 100,696 136,659

貸倒引当金の増減額（△減少） △70 4 △10

賞与引当金の減少額 △67,720 △44,733 △39,866

受取利息及び受取配当金 △2,363 △2,945 △4,226

投資事業組合損失 17,300 ― ―

為替差益 △4,419 △1,127 △708

支払利息 682 1,281 1,576

固定資産除却損 58 1,088 1,092

売上債権の増減額（△増加） △32,540 22,401 45,462

たな卸資産の増加額 △28,834 △526 △4,535

仕入債務の増減額（△減少） 4,661 △18,236 △12,682

未払金の減少額 △9,267 △48,468 △22,014

未払消費税等の減少額 ― △6,246 △9,134

その他 46,696 △1,973 △34,149

小  計 △567,859 △406,484 △500,110

利息及び配当金の受取額 2,795 2,026 3,650

利息の支払額 △660 △1,269 △1,553

法人税等の支払額又は還付額 △18,154 44,343 47,330

営業活動によるキャッシュ・フロー △583,879 △361,383 △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 △178,168 △38,686 △41,160

無形固定資産の取得による支出 △74,412 △5,659 △14,202

無形固定資産の売却による収入 ― 72 72

有価証券の償還による収入 ― 300,000 500,000

投資有価証券の取得による支出 ― △31,320 △188,733

関係会社株式の取得による支出 △37,500 ― △49,300

貸付金の貸付による支出 ― △120,340 △120,340

貸付金の回収による収入 5,000 70,000 70,000

差入保証金の差入による支出 △1,706 △545 △545

差入保証金の返還による収入 322 400 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,464 173,921 156,190

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 △15,000 △15,000 △20,000

株式の発行による収入 23,750 ― ―

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,750 △15,000 △20,000

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △861,594 △202,462 △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 2,848,837 3,822,462 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３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（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３四半期会計期間から「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３四半期末） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期末） 

（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 
 

 499,405千円 
  

 
385,701千円

  

 
 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３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（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 2,363千円 
 

受取利息 2,316千円
 

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 682千円 
 

支払利息 1,281千円

 
 

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

  

 
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

  

 
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 84,677千円 

無形固定資産 20,921   
  

 
有形固定資産 82,313千円

無形固定資産 18,382  
  

 
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３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（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18年６月30日現在） （平成17年６月30日現在） （平成17年９月30日現在）
 

 （千円） 

現金及び預金勘定 1,448,837 

有価証券勘定 1,400,000 

現金及び現金同等物 2,848,837 

  

  
  

 
 （千円）

現金及び預金勘定 2,023,083

有価証券勘定 1,999,379

現金及び現金同等物 4,022,462

運用が3ケ月を越える短

期投資 
△200,000

現金及び現金同等物 3,822,462
  

 
 （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３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（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) 

その他 
（機械装置） 

53,348 38,529 14,818 

その他 
（工具器具備
品） 

299,960 164,093 135,867 

無形固定資産
（ソフトウエ
ア） 

652 619 32 

合計 353,961 203,242 150,718 

  

  

 

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)

その他 
（機械装置）

53,348 29,638 23,710

その他 
（工具器具備
品） 

293,374 119,988 173,385

無形固定資産
（ソフトウエ
ア） 

652 489 163

合計 347,374 150,115 197,259

  

  

 

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)

その他 
（機械装置） 

53,348 31,860 21,487

その他 
（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 60,056千円 

１年超 98,514千円 

合計 158,571千円 
  

 
１年内 58,429千円

１年超 146,745千円

合計 205,175千円
 

 
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 49,697 

減価償却費相当額 44,773 

支払利息相当額 4,283 
  

  
 千円

支払リース料 49,158 

減価償却費相当額 44,365 

支払利息相当額 5,600 
  

  
 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３四半期末） 

 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 

173,430 

1,400,000 

 

ＣＰ、信託受益権 

 

 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 123,180  

当第３四半期会計期間において、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

の株式を追加取得し、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、その他有価証券の非上場

株式からの変更分と合わせて 35,500 千円増加しております。 

 

前年同四半期（平成 17 年９月期第３四半期末） 

 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 

1,999,379 

 

FFF、CP、信託受益権及び外国投資信託

 

（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３四半期）、前年同四半期（平成 17 年９月期第３四半期）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３四半期） 

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） 31,998 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 20,689 

（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３四半期） 

関連会社に対する投資の金額（千円） 59,700 

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） 34,652 

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 29,281 

 
 
 

（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３四半期） 

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（参考）平成17年９月期 

 
１株当たり純資産額 7,084.59円 

１株当たり四半期純損失 1,162.53円 
  

 
１株当たり純資産額 8,914.24円

１株当たり四半期純損失 775.90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３四半期）
前年同四半期 

（平成17年９月期第３四半期） 
（参考）平成17年９月期

四半期（当期）純損失（千円） 645,072 428,452 790,541 

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） 645,072 428,452 790,541 

期中平均株式数（株） 554,888 552,200 552,200 

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（新株引受権の残

高3,750千円）並びに新

株予約権3種類（新株予

約権の数16,000個、普

通株式23,605株） 

 第４回新株引受権付

社債（新株引受権の残

高3,750千円）並びに新

株予約権2種類（新株予

約権の数7,962個、普通

株式19,350株） 

 第４回新株引受権付

社債（新株引受権の残

高3,750千円）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） 
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５．事業部門別売上高 

当四半期 
（平成18年９月期第３四半期）

前年同四半期 
（平成17年９月期第３四半期） 

（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 1,077,046 95.9% 1,122,810 79.1% 1,456,496 77.7% 

そ の 他 838 2.0% 41,473 272.3% 42,343 259.7% 

合 計 1,077,884 92.6% 1,164,284 81.1% 1,498,840 79.3% 
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