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平成19年5月期 中間決算説明補足資料✓
～平成19年1月19日～



中間決算（連結） ハイライト

売 上 高

経常損失

中間純損失

今中間期実績

73百万円

△648百万円

△816百万円



中間決算（連結） 経営成績
■ 当中間連結会計期間

（自 平成18年6月1日 至 平成18年11月30日）

注）当社は平成18年5月期末より連結財務諸表を作成しているため、平成17年11月中間期の数値及び
対前年中間期増減率については記載しておりません。

302.0220,443・研究開発費

△1,118.1

△888.2

△897.8

695.7

21.6
78.4

100.0

百分比：%

平成19年5月 中間期

△655,459営業利益又は営業損失

507,905販売費及び一般管理費

15,805・創薬ツール供給事業

57,200・創薬及び創薬関連事業

△816,264

△648,441

73,006

金額：千円

中間純利益又は当期純損失

経常利益又は経常損失

売 上 高

平成18年5月期

金額：千円 百分比：%

699,638

608,589

91,048

922,813

431,997 61.7

△390,944

△396,191

△929,882

100.0

87.0

13.0

131.9

△55.9

△52.8

△132.9



中間決算（連結） 財政状態

4,9934,758・無形固定資産

4,509,5813,572,475資産合計

317,846201,159流動負債

174,027156,324固定負債

491,873357,483負債合計

（単位：千円）（単位：千円）

平成18年5月期末平成19年5月中間期末

238,411242,944・投資その他の資産

4,509,581

4,017,707

250,406
493,810

3,366,579

4,015,770

530,836・有形固定資産

778,539固定資産

2,356,937・うち現金及び預金

3,572,475

3,214,992

2,793,935

負債純資産合計

純資産合計

流動資産

■ 当中間連結会計期間末

（平成18年11月30日）

注）当社は平成18年5月期末より連結財務諸表を作成しているため、平成17年11月中間期の数値及び
対前年中間期増減率については記載しておりません。



創薬及び創薬関連事業
対象は製薬会社等

ECI

創薬ツール供給事業
対象は大学・研究機関ならびに製薬会社等

MSS

①医薬品の開発

②創薬シードの供給

③知的財産から派生する権利の収益化

④受託・共同研究

①EZ-TAXIScanTMの販売、技術指導

②CYTORECONTMの販売

総合美容事業MSS
①総合美容サービス事業

(平成19年初春 開業予定)

事業セグメント

注）MSS…当社子会社である㈱メディシスサイエンスを示す。



事業部門別売上及び過去業績推移

▲ 929,882

▲ 369,191

699,638

平成18年
5月期

（連結）

78,246

79,866

833,580

平成17年
5月期

▲ 120,905

▲ 117,691

25,833

平成15年
5月期

当 期 純 利 益 又 は

当 期 純 損 失

経 常 利 益 又 は

経 常 損 失

売 上 高

▲ 1,380,000
～ ▲ 2,020,000

75,380千円

▲ 1,380,000
～ ▲ 2,020,000

77,051千円

1,040,000
～510,000

478,805千円

平成19年
5月期

（連結)予想

平成16年
5月期

単位

当中間期実績
当初予想

（業績修正前）

73,006
440,000

～210,000

（単位：千円）

■ 創薬及び創薬関連事業 ： 57,200千円

•・英国アストラゼネカ社（英）との共同研究契約による対価として、42百万円
を売上に計上しました。

•・癌治療薬ECI301開発プロジェクトにおいて、研究成果報告の対価として、
10百万円を売上に計上しました。

■ 創薬ツール供給事業 ： 15,805千円

•・簡易型細胞動態測定装置EZ-TAXIScan™及び、細胞自動計測装置
CYTORECON™を販売し、装置販売全体として15百万円を計上いたしました。



財 務 表

■ 一株あたり指標

863円 92銭▲8,246円 06銭▲6,986円77銭当期純利益又は当期純損失

578円 78銭－－潜在株式調整後

108,770株115,980株117,340株■ 発行済株式数

93.889.190.0自己資本比率（%）

4,843,8264,017,7073,214,992純資産

5,165,0184,509,5813,572,475総資産

■ 会計年度末

212,141431,997220,443研究開発費

78,246▲929,882▲816,264当期純利益又は当期純損失

64,625▲390,944▲655,459営業利益又は営業損失

210,68291,04815,805創薬ツール供給事業

622,898608,58957,200創薬及び創薬関連事業

833,580699,63873,006売上高

平成17年5月期末平成18年5月期末平成18年11月中間期＜会計年度＞

（単位：千円）



今期の連結業績見通しは、以下の要因を勘案し策定しております。

今期は、これまでに引続き、癌治療薬ECI301開発プロジェクトの開発協力金、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。癌治療薬ECI301開発プロジェクトにつきましては、GMPレベルの環境での原薬・治験
薬製造をおこない、前臨床試験を進めた後、治験申請を行う予定です。これに伴い、CMC(Chemistry Manufacturing Control)・
前臨床試験・治験申請等に費用が見込まれることから、研究開発への先行投資額が大幅に拡大する見通しとなっております。
なお、臨床試験については、米国の公的研究機関との共同で行う準備を進めており、大幅な経費削減を目指します。
また、子会社の（株）メディシスサイエンスでは、創薬ツール供給事業の拡大とともに、再生医療の基礎技術を応用した総合美
容ビジネスを開始する予定で準備を進めております。売上高の寄与は見込めますが、費用先行的な側面があるため利益面で
の寄与は限定的と見込んでおります。

売 上 高 経常利益 当期純利益

1,040
（上段／上限、下段／下限） ～510 ～▲2,020 ～▲2,020

平成19年5月期（今期見通し／個別） 940 ▲1,370 ▲1,370

平成18年5月期 （当期実績／連結） 699 ▲369 ▲929

（上段／上限、下段／下限） ～460 ～▲1,950 ～▲1,950

平成18年5月期 （当期実績／個別） 699 ▲357 ▲615

平成19年5月期（今期見通し／連結） ▲1,380 ▲1,380

・業績見通し

・Point

（自 平成18年6月1日 至 平成19年5月31日）

平成19年5月期 業績見通し（連結・個別）

（単位：百万円）
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製薬会社等との共同研究

TAXIScan™

遺伝子
Gene

蛋白質
Protein

細胞の動態
Cell

薬の多くは蛋白（タンパク）質をターゲットと
したもの

↓

細胞の動態を解析することで、蛋白質の相
互作用を調べ、薬のもととなる候補物質を
特定する（創薬シードの創出）

創薬シードの創出

・既存医薬品の評価
・化合物ライブラリーの評価
・天然化合物の評価…etc

医薬品の開発へ

（当社の基盤技術）

コードする遺伝子
の特定

特異的に作用す
る蛋白質の特定

解析結果

ライブラリーの提供

技術提供

ライセンスフィー

大手製薬会社等



主な研究プロジェクトの進捗状況

カテゴリー プロジェクト 収益形態 進捗段階（状況）

癌治療薬開発プロジェクト

（ ECI301 ）
開発協力金による収入 タンパク製剤調製段階 ①

抗炎症薬開発プロジェクト

（FROUNT)
－ リード化合物の探索段階

抗アレルギー薬開発プロジェクト

（脱顆粒）
－ 創薬候補化合物の探索段階 ②

アストラゼネカ社との共同研究

（診断法の確立）

ライセンスフィーによる収入 共同研究実施中

富山化学工業（株）との共同研究

（リード化合物の探索）
－ スクリーニング系の構築・実施

ATS等を用いた自社研究

（創薬候補化合物の探索）
－ スクリーニング系の構築・実施

膵臓再生プロジェクト － 基礎研究実施中 ③

肝細胞様細胞供給プロジェクト － 追加試験・技術改良実施中

Regenerative Medicine
（細胞分化技術）

Cell-based 
drug discovery
（ヒトの細胞を使用した

細胞機能解析技術）

Bio-phamaceutical
(バイオ医薬品の開発、

創薬シードの創出）

① eMIPの放射線療法との併用による抗腫瘍効果の発表が日本癌治療学会においてiPos賞を受賞（平成１８年１０月）

② 金印社との共同研究内容を、日本フードファクター学会発表及び日経ヘルス誌上に掲載（平成１８年１１月）
東京大学大学院薬学研究科との共同研究内容を、さきがけライブ2006において発表（平成１８年１２月）

③ 肝性幹細胞(ES細胞）を用いた生体内での膵臓再生に関する研究成果を日本癌学会において発表
および糖尿病の専門科学雑誌「Diabetalogia」に掲載（平成１８年９月）



創薬ツール販売事業

MSS の販売力および人的ネットワークを有効に活用し、

創薬ツール供給事業の拡大を進めていく為、

機器販売をMSS 経由で行っております。

・ 当社の開発製品であるEZ-TAXIScan™、

CYTORECON ™ 等の販売

・日本国内にて現在未販売のバイオ･ヘルスケア

関連製品の代理販売

EZ-TAXIScanTMの販売

弊社の基盤技術である画像による細

胞動態解析技術（TAXIScan™テク

ノロジー）を各研究者個人が使用でき

る様に簡易小型化した製品

CYTORECONTMの販売

細胞を画面上に表示し、細胞数を自

動的に計測する装置

総合美容事業

昨今、様々な業界で注目されているアンチエイジング

（抗加齢、抗老化）の事業化として、総合美容ビジネス

を開始いたします。

・ クリニックと連携した美容形成システムの構築・運営

総合美容ビジネス事業

(平成19年初春 開業予定)
細胞移植による皺取り療法（施術は提携クリニックに
おいて実施）、低放射線によるホルミシス効果が得ら
れるフォルミスパ（活性酸素の除去、免疫機能の活性
化）、リンパ液・体液の循環を良くすることで肌を活性
化するエステティック、全身の筋・骨格・筋肉のゆがみ
を直すボディコンディショニングを組み合わせた総合的
な美容サービス

メディシスサイエンス 事業紹介



（本資料に関するお問い合わせ先）

株式会社 エフェクター細胞研究所

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16－11 7階

（担当部署）経営企画部 （Mail）ir@effectorcell.co.jp

TEL:03-5428-2252（代） FAX:03-5428-2253（代）

http://www.effectorcell.co.jp

下記サイトにて、ニュースメールの登録を受付中です。

https://www.dirnet.jp/4567


