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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　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

　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19年９月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年10月１日～平成18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 ％

19年９月期第１四半期 356 13.6 △168 － △161 － △164 －

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

（参考）18年９月期 1,526 1.9 △778 － △782 － △821 －

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

19年９月期第１四半期 △295 60  －

18年９月期第１四半期 △407 31  －

（参考）18年９月期 △1,479 51  －

　（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］

　当社は、主力事業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、前期に引き続き、医療チャ

ネルの拡充に向け、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、臨床開発の成果に

基づく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た継続的な情報発信によって需要喚起を

図り、市場の顕在化及び拡大に努めております。このような取り組みの中、当第１四半期においては、当社が医療機関と

ともに進めてまいりました複数の臨床研究が着実に実を結んできており、その成果を学会発表するとともに、主要な学会

では各種免疫細胞療法に係るランチョンセミナーを開催するなど、積極的な学会活動を進めてまいりました。特に、平成

18年10月には、第14回日本消化器関連学会週間（DDW-Japan 2006）及び第44回日本癌治療学会総会学術集会において発表

されました「切除不能局所進行膵がんを対象疾患とする免疫細胞療法と化学療法との併用治療に係る臨床研究」の結果は、

きわめて予後の悪い進行膵がんに対する免疫細胞療法を用いた新たな治療法の大きな可能性を示しており、このような臨

床研究の成果は、今後の学術営業活動において、確実にプラスに働くものと考えております。さらに、これら学術営業活

動に加えて、各種メディアやWebサイトを活用した患者向け情報提供を充実させたこと等による患者認知度の向上もあり、

当第１四半期の売上高は、前年同期を13.6％上回る結果となりました。　
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　一方、研究開発活動についても、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」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が、平成18年10月には、当社と他４社の共同で、細胞加工・

培養プロセスの安全性と効率性を大幅に高め、個別最適条件での細胞培養を可能とする培養評価機能付きの自動細胞加工

培養システムを開発いたしました。また、平成18年11月には、当社が開発いたしました「融合蛋白質技術を用いた抗原デ

リバリーシステム」（特許出願済）をベースに、これまでの医薬品とは全く作用機序の異なる腫瘍特異的免疫治療医薬品

の開発を目的として、オンコセラピー・サイエンス株式会社と共同研究を開始し、創薬分野への展開を開始いたしました。

　以上の結果、当第１四半期の業績は、売上高は356百万円（前年同期比13.6％増）、経常損失は161百万円（前年同期は

経常損失223百万円）、四半期純損失は164百万円（前年同期は四半期純損失225百万円）となりました。

(2）財政状態の変動状況

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

19年９月期第１四半期 3,909 3,600 92.1 6,472 31

18年９月期第１四半期 4,671 4,343 93.0 7,846 44

（参考）18年９月期 4,237 3,764 88.8 6,768 03

(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

19年９月期第１四半期 △227 154 △4 2,244

18年９月期第１四半期 △221 △132 3 3,360

（参考）18年９月期 △641 △752 5 2,321

［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、3,909百万円（前期末比328百万円減）となりました。流動資産は2,494百万円と前期末

比319百万円減少しており、そのうち現金及び預金の増加は23百万円、有価証券の減少は300百万円であります。固定資産

は1,414百万円と前期末比9百万円減少しておりますが、これは主に、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却等による

ものであります。

　負債の部については、未払金の減少（前期末比93百万円減）及び賞与引当金の減少（前期末比56百万円減）等により、

流動負債が前期末比159百万円減の298百万円となり、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10百万

円（前期末比５百万円減）となりました。

　純資産の部については、第１四半期純損失を計上したこと等により、前期末比163百万円減の3,600百万円となりました。

この結果、自己資本比率は92.1％と前期末比3.3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227百万円（前年同期比2.6％増）となりました。

　これは主に、税引前第１四半期純損失が162百万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）

　投資活動の結果獲得した資金は154百万円（前年同期は、132百万円の使用）となりました。

　これは主に、償還期限3ヶ月超の信託受益権の償還による収入200百万円、前期に取得した固定資産の未払金の減少29百

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）

　財務活動の結果使用した資金は４百万円（前年同期は、3百万円の獲得）となりました。

　これは、長期借入金の返済５百万円等によるものであります。
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３．平成19年９月期の業績予想（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中　　間　　期 700 △660 △665

通　　　　　期 1,620 △1,060 △1,070

［業績予想に関する定性的情報等］

　当期においては、前期から積極的に推進してきた国内外、複数の有力医療機関との共同臨床研究が順調に進み、一部の

臨床研究については、既に安全性と有効性について一定の成果が得られていることから、それらの治療技術を免疫細胞療

法総合支援サービスの中で提供する方向で準備を進めております。このような共同臨床研究を含む研究開発の成果につい

ては、学会、論文、医療従事者向けセミナー等を通じて積極的に発表することにより、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、これまで以上の訴求力で臨床医の認知と理解を促し、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してまいります。また、前期、東京大学医学部附属病

院22世紀医療センター免疫細胞治療部門に提供したCPC（Cell Processing Center；細胞加工施設）は、当期より本格的に

稼動を開始し、本施設において複数の臨床研究がスタートする見込みです。当社は、本施設を免疫細胞療法をEBM（Evidence 

Based Medicine）として確立し、身近な医療として普及させるとともに、医療チャネルの拡大を図る上での重要な戦略拠

点と位置付けております。

　以上のように、当期、当社は、主力事業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、前期

に引き続き、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、臨床開発の成果に基づく

訴求力の高い学術営業活動を展開することにより、医療チャネルの拡大に努めてまいります。しかしながら、業績予想に

つきましては、実際の事業の進展が医療制度や規制等の外部環境に影響されることも多く、細胞医療市場がいまだ需要顕

在化促進段階にあり、予想が困難であることから、売上高については、学術営業の効果を期待するものの、増加は緩やか

なものと見込んでおります。

　一方、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」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まいります。特に、Evidenceの強化については、東大病院

22世紀医療センター免疫細胞治療部門と連携して新たな取り組みを開始するほか、前期同様、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まいります。また、前期に開始をした米国MaxCyte社とのがん免疫細胞療法に

係る樹状細胞加工プロセスの共同開発についても、上期を目処に基本的な技術評価を完了し、樹状細胞加工プロセスの新

技術の創出と同技術を用いた免疫細胞療法の臨床研究の開始に向け、準備を進めてまいります。基礎研究については、国

内外の企業、研究機関とのコラボレーションを積極的に検討し、より効率的に長期的な研究開発が可能となる体制を構築

するとともに、受託研究、ライセンシングによる収益拡大も目指してまいります。一方では、研究開発施設の統合を含め、

研究開発体制の見直しを行なう等、研究開発の質を落とさずに中長期的な観点でコスト削減を図るべく検討してまいりま

す。

　その他、医師・医療機関を戦略ターゲットとした学術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、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平成21年９月期の

経常黒字化を実現することを目標とした先行投資を計画しております。

　以上の取り組みの結果、平成19年９月期の業績は、平成18年11月７日に公表しましたとおり、売上高1,620百万円（前年

同期比106.1%）、経常利益△1,060百万円（前年同期△782百万円）、当期利益△1,070百万円（前年同期△821百万円）と

なるものと見込んでおります。

　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。

４．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年９月期 ― ― ―

19年９月期（実績） ― ―
―

19年９月期（予想） ― ―
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 【添付資料】

５．四半期財務諸表

（1）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期末

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 1,344,426 3,061,066 △1,716,640 △56.1 1,321,275

２．売掛金 129,377 121,974 7,403 6.1 161,000

３．有価証券 899,743 299,374 600,369 200.5 1,200,000

４．たな卸資産 27,278 18,961 8,317 43.9 10,694

５．その他 93,643 97,124 △3,480 △3.6 120,656

流動資産合計 2,494,469 3,598,501 △1,104,031 △30.7 2,813,627

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 451,242 314,091 137,151 43.7 461,006

(2）その他 138,338 152,113 △13,775 △9.1 135,227

有形固定資産合計 589,580 466,205 123,375 26.5 596,234

２．無形固定資産 137,579 114,038 23,540 20.6 144,703

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 499,368 301,913 197,454 65.4 495,451

(2）その他 188,257 191,014 △2,757 △1.4 187,431

投資その他の資産合
計

687,625 492,928 194,697 39.5 682,882

固定資産合計 1,414,785 1,073,172 341,613 31.8 1,423,820

資産合計 3,909,255 4,671,673 △762,418 △16.3 4,237,448
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科目

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期末

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．買掛金 58,006 52,781 5,225 9.9 77,558

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 5,111 16,095 △10,984 △68.2 13,710

４．賞与引当金 38,556 38,903 △346 △0.9 94,595

５．その他 177,129 165,317 11,811 7.1 252,205

流動負債合計 298,803 293,097 5,705 1.9 458,070

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 10,000 30,000 △20,000 △66.7 15,000

２．その他 － 5,101 △5,101 △100.0 －

固定負債合計 10,000 35,101 △25,101 △71.5 15,000

負債合計 308,803 328,199 △19,395 △5.9 473,070
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科目

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成18年９月期末

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 2,048,500 － － －

Ⅱ　資本剰余金      

資本準備金 － 3,461,022 － － －

資本剰余金合計 － 3,461,022 － － －

Ⅲ　利益剰余金      

１．任意積立金 － 8,375 － － －

２．四半期（当期）未処
理損失

－ 1,174,423 － － －

利益剰余金合計 － △1,166,048 － － －

資本合計 － 4,343,474 － － －

負債資本合計 － 4,671,673 － － －

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 2,057,000 － － － 2,056,750

２．資本剰余金      

（1）資本準備金 3,469,522 － － － 3,469,272

資本剰余金合計 3,469,522 － － － 3,469,272

３．利益剰余金      

（1）その他利益剰余金      

固定資産圧縮積立金 4,213 － － － 4,213

特別償却準備金 715 － － － 715

繰越利益剰余金 △1,931,037 － － － △1,766,612

利益剰余金合計 △1,926,108 － － － △1,761,682

株主資本合計 3,600,414 － － － 3,764,339

Ⅱ　新株予約権 37 － － － 37

純資産合計 3,600,451 － － － 3,764,377

負債純資産合計 3,909,255 － － － 4,237,448
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（2）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成19年９月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年９月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 356,666 313,887 42,778 13.6 1,526,930

Ⅱ　売上原価 154,642 150,332 4,309 2.9 688,571

売上総利益 202,024 163,555 38,468 23.5 838,359

Ⅲ　販売費及び一般管理費 370,437 390,753 △20,315 △5.2 1,616,774

営業損失 168,413 227,197 △58,784 △25.9 778,415

Ⅳ　営業外収益 6,665 4,299 2,365 55.0 15,568

Ⅴ　営業外費用 229 342 △113 △33.0 19,688

経常損失 161,977 223,240 △61,262 △27.4 782,535

Ⅵ　特別損失 267 58 208 357.4 58

税引前四半期（当
期）純損失

162,245 223,298 △61,053 △27.3 782,594

法人税、住民税及び
事業税

2,180 2,078 102 4.9 8,346

過年度未払法人税等
取崩額

－ － － － △11,125

法人税等調整額 － － － － 41,196

四半期（当期）純損
失

164,425 225,376 △60,951 △27.0 821,011
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（3）四半期株主資本等変動計算書

当四半期（平成19年９月期第１四半期）

株主資本

資本金

資本剰余金  利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計
固定資産圧
縮積立金

特別償却準
備金

繰越利益剰
余金

平成18年９月30日　残高（千円） 2,056,750 3,469,272 4,213 715 △1,766,612 △1,761,682 3,764,339

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 250 250     500

四半期純損失     △164,425 △164,425 △164,425

当第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
250 250 － － △164,425 △164,425 △163,925

平成18年12月31日　残高（千円） 2,057,000 3,469,522 4,213 715 △1,931,037 △1,926,108 3,600,414

新株予約権 純資産合計

平成18年９月30日　残高（千円） 37 3,764,377

当第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行  500

四半期純損失  △164,425

当第１四半期会計期間中の変動額

合計（千円）
－ △163,925

平成18年12月31日　残高（千円） 37 3,600,451

－ 8 －



（4）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成19年９月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期）

（参考）
平成18年９月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 △162,245 △223,298 △782,594

減価償却費 29,544 34,864 142,680

貸倒引当金の減少額 － △70 △70

賞与引当金の増減額（△減少） △56,038 △52,895 2,796

受取利息及び受取配当金 △1,712 △1,014 △5,734

投資事業組合損失 － － 17,300

為替差益 △4,609 △1,613 △7,712

支払利息 135 267 848

固定資産除却損 267 58 58

売上債権の増減額（△増加） 31,623 △12,129 △51,155

たな卸資産の増減額（△増加） △16,584 △7,417 849

仕入債務の増減額（△減少） △19,552 △10,008 14,768

未払金の増減額（△減少） △64,442 24,856 71,809

未払消費税等の増加額 2,825 － －

その他 43,031 43,840 △34,987

小計 △217,758 △204,560 △631,141

利息及び配当金の受取額 1,489 1,158 5,805

利息の支払額 △128 △254 △817

法人税等の支払額 △10,779 △17,782 △15,310

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,177 △221,438 △641,463

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 △28,921 △62,780 △250,599

無形固定資産の取得による支出 △16,507 △41,655 △77,212

有価証券の取得による支出 － － △200,000

有価証券の償還による収入 200,000 － －

投資有価証券の取得による支出 － － △196,350

関係会社株式の取得による支出 － △27,500 △37,500

貸付金の回収による収入 － － 10,000

差入保証金の差入による支出 － △156 △1,756

差入保証金の返還による収入 － 40 726

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,571 △132,051 △752,692

－ 9 －



 
当四半期

（平成19年９月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期
第１四半期）

（参考）
平成18年９月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

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 500 8,500 25,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,500 3,500 5,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △77,106 △349,990 △1,389,155

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,321,275 3,710,431 3,710,431

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 2,244,169 3,360,441 2,321,275
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会計処理の変更

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18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。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から「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。

――――― ――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会

　平成17年12月９日　企業会計基準第５号）及

び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

3,764,339千円であります。

　なお、当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。
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（5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期末）

（参考）平成18年９月期末

※１　有形固定資産の減価償却累計額

551,392千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

442,649千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

529,055千円

※２　消費税等の取扱い

　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。

※２　消費税等の取扱い

　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。

※２

―――――

（四半期損益計算書関係）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18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 704千円 受取利息 767千円 受取利息 3,215千円

※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 135千円 支払利息 267千円 支払利息 848千円

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

建物除却損 267千円 工具器具備品除却損 58千円 工具器具備品除却損    58千円

※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額 ※４　減価償却実施額

有形固定資産 22,420千円

無形固定資産 7,123

有形固定資産 27,912千円

無形固定資産 6,951

有形固定資産  114,328千円

無形固定資産 28,352

（四半期株主資本等変動計算書関係）

当四半期（平成19年９月期第１四半期）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当第１四半期会計期間増

加株式数（株）

当第１四半期会計期間減

少株式数（株）

当第１四半期会計期間末

株式数（株）

普通株式　（注） 556,200 80 － 556,280

（注）普通株式の株式数の増加80株は、新株予約権の行使による新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の

目的となる株

式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当第１四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度末
当第１四半期会

計期間増加

当第１四半期会

計期間減少

当第１四半期会

計期間末

提出会社 平成13年第４回無担保社債

（新株引受権付）の新株引受

権（注）

普通株式 4,000 － － 4,000 37

（注）平成13年第４回無担保社債（新株引受権付）の新株引受権は、権利行使可能なものであります。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18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12月31日現在） （平成17年12月31日現在） （平成18年９月30日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 1,344,426

有価証券勘定 899,743

現金及び現金同等物 2,244,169

 （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 1,321,275

有価証券勘定 1,200,000

 2,521,275

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 2,321,275

（リース取引関係）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18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 42,975 10,373

工具器具備
品

379,288 185,221 194,066

合計 432,637 228,196 204,440

 

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)

期末残
高相当
額
(千円)

機械装置 53,348 40,752 12,596

工具器具備
品

373,729 169,242 204,486

合計 427,077 209,994 217,082

(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   76,013千円

１年超   136,605千円

合計   212,618千円

１年内 61,069千円

１年超 128,468千円

合計 189,538千円

１年内   74,361千円

１年超    151,062千円

合計    225,423千円

(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 20,605

減価償却費相当額 18,837

支払利息相当額 1,525

 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 67,710

減価償却費相当額 62,543

支払利息相当額 5,594

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

当四半期（平成19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 376,187  

(2）その他 899,743 CP、信託受益権及び外国投資信託

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 123,180  

 

前年同四半期（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 188,733  

(2）その他 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、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。

（参考）平成18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）投資事業組合出資金 372,270  

(2）その他 1,200,000 CP及び信託受益権

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  

　当事業年度において、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。

（デリバティブ取引関係）

当四半期（平成19年９月期第１四半期）、前年同四半期（平成18年９月期第１四半期）及び（参考）平成18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19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） 24,880

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 7,934

　（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。

 

（参考）平成18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） 32,814

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 19,874

　（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。

（１株当たり情報）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18年９月期

１株当たり純資産額   6,472.31円

１株当たり四半期純損失 295.60円

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 6,768.03円

１株当たり当期純損失  1,479.51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19年９月期第１四半期）
前年同四半期

（平成18年９月期第１四半期）
（参考）平成18年９月期

四半期（当期）純損失（千円） 164,425 225,376 821,011

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）
164,425 225,376 821,011

期中平均株式数（株） 556,245 553,328 554,922

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３種類（新株予約権

の数15,463個、普通株式 

22,795 株）

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３種類（新株予約権

の数15,670個、普通株式23,080

株）
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（重要な後発事象）

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）
平成18年９月期

　平成19年２月６日開催の取締役会に

おいて、Deutsche Bank AG, London 

Branchを割当先とする第三者割当によ

る当社普通株式9,000株の発行及び新株

予約権90,000個（普通株式90,000株）

の発行を決議いたしました。

　なお、詳細については、以下に記載

のとおりであります。

 ―――――  ―――――

 　①新株式発行の内容

募集方法 第三者割当

株式の種類 普通株式

株式の数 9,000株

発行価額 １株につき11,130円

発行価額の総額 100,170,000円

資本組入額の総額 50,085,000円

払込期日 平成19年２月21日

配当起算日 平成18年10月１日

資金の使途 主に研究開発資金に充当する予定であります。
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 　②第１回新株予約権の内容

 　　(1)募集の条件

募集方法 第三者割当

新株予約権の数 30,000個

発行価額の総額 2,850,000円

発行価格 95円

払込期日 平成19年２月21日

 　　(2)新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の目的である株式の数は、30,000株（本新株

予約権１個当たり１株）とする。なお、当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予

約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じ

たときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目

的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価額の総額

422,850,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項により、

行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の総

額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使可

能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新

株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額

は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

１　新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１

株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株

の払込金額は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にか

かる各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別

記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の

数で除した額とする。 

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における

増加する資本金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金

等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加

する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月22日
至　平成22年２月21日

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 
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自己の新株予約権の取得の事由及び消却の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新

株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定め

たときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前ま

でに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約

権１個当たり95円の価額で、当該取得日に残存する本新株

予約権の全部または一部を取得することができる。本新株

予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的

な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

資金の使途

設備投資、研究開発資金及びM&A、アライアンス等の事業拡

大に係る投資に充当する予定であります。但し、本新株予

約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点に

おいて本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期

を資金計画に織り込むことは困難であり、金額及び使途に

ついては、行使による財産の出資がなされた時点の状況に

応じて変更する可能性があります。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法　　　

 （1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数を乗

じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。　

 （2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額(以下「行使

価額」という。)は、当初、14,000円（以下「当初行使価額」という。）とする。

２．行使価額の修正

　当社は平成19年２月22日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正

を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通

知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日

（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日の前日当日を含む）までの３連続取引日

（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株

式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値の93％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正

される。上記３連続取引日の間に次項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該３連続営業日の

取引所における当社普通株式の普通取引の終値を当該事由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出す

る。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価

額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、7,000円とする。下限行使価額は、次項の規定を準用して調

整される。

３．行使価額の調整

 （1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 

既発行普通株式数

 

＋

 

交付普通株式数

 

×

１株あたりの払込金

額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
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 （2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。　　　

 ①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、当

社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。）、

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終

日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。　　

 ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主

に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社

普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社

普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②

に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付

社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む）、調整後の行使価額は、発

行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当

初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、

その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株

式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行さ

れた時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点

の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力

の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、

本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適

用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

＝

（調整前行使価格 － 調整後行使価格） × 調整前行使価額により当該期間内に交付

された普通株式数

調整後行使価額

 　この場合に１株未満の端数を生じた場合はこれを切捨て、現金による調整は行わない。

 （3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行

使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

 （4）①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、

調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式

で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。
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 （5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

 ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

 ③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 （6）本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれか

の修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この

場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 （7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号

の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
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 　③第２回新株予約権の内容

 　　(1)募集の条件

募集方法 第三者割当

新株予約権の数 30,000個

発行価額の総額 2,550,000円

発行価格 85円

払込期日 平成19年２月21日

 　　(2)新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の目的である株式の数は、30,000株（本新株

予約権１個当たり１株）とする。なお、当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予

約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じ

たときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目

的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価額の総額

497,550,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項により、

行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の総

額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使可

能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新

株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額

は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

１　新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１

株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株

の払込金額は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にか

かる各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別

記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の

数で除した額とする。 

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における

増加する資本金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金

等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加

する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月22日
至　平成22年２月21日

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 
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自己の新株予約権の取得の事由及び消却の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新

株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定め

たときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前ま

でに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約

権１個当たり85円の価額で、当該取得日に残存する本新株

予約権の全部または一部を取得することができる。本新株

予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的

な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

資金の使途

設備投資、研究開発資金及びM&A、アライアンス等の事業拡

大に係る投資に充当する予定であります。但し、本新株予

約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点に

おいて本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期

を資金計画に織り込むことは困難であり、金額及び使途に

ついては、行使による財産の出資がなされた時点の状況に

応じて変更する可能性があります。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法　　　

 （1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数を乗

じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。　

 （2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額(以下「行使

価額」という。)は、当初、16,500円（以下「当初行使価額」という。）とする。

２．行使価額の修正

　当社は平成19年２月22日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正

を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通

知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日

（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日の前日当日を含む）までの３連続取引日

（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株

式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値の93％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正

される。上記３連続取引日の間に次項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該３連続営業日の

取引所における当社普通株式の普通取引の終値を当該事由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出す

る。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価

額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、8,250円とする。下限行使価額は、次項の規定を準用して調

整される。

３．行使価額の調整

 （1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 

既発行普通株式数

 

＋

 

交付普通株式数

 

×

１株あたりの払込金

額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数
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 （2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。　　　

 ①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、当

社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。）、

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終

日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。　　

 ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主

に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社

普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社

普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②

に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付

社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む）、調整後の行使価額は、発

行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当

初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、

その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株

式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行さ

れた時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点

の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力

の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、

本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適

用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

＝

（調整前行使価格 － 調整後行使価格） × 調整前行使価額により当該期間内に交付

された普通株式数

調整後行使価額

 　この場合に１株未満の端数を生じた場合はこれを切捨て、現金による調整は行わない。

 （3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行

使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

 （4）①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、

調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式

で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。
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 （5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

 ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

 ③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 （6）本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれか

の修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この

場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 （7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号

の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
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 　④第３回新株予約権の内容

 　　(1)募集の条件

募集方法 第三者割当

新株予約権の数 30,000個

発行価額の総額 2,400,000円

発行価格 80円

払込期日 平成19年２月21日

 　　(2)新株予約権の内容等

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数

本新株予約権の目的である株式の数は、30,000株（本新株

予約権１個当たり１株）とする。なお、当社が株式分割ま

たは株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の

数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予

約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目

的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

　調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じ

たときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目

的となる株式数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額 （注）

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価額の総額

572,400,000円

別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄第２項により、

行使価額が修正された場合には、上記株式の発行価額の総

額は増加又は減少する。また、本新株予約権の権利行使可

能期間内に行使が行われない場合及び当社が取得した本新

株予約権を消却した場合には、上記株式の発行価額の総額

は減少する。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額

１　新株予約権の行使により株式を交付する場合の株式１

株の払込金額

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式１株

の払込金額は、行使請求にかかる各本新株予約権の行使

に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求にか

かる各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別

記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の

数で除した額とする。 

２　新株予約権の行使により株式を発行する場合における

増加する資本金に関する事項

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場

合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条

第１項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の２

分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる

場合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金

等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加

する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使期間
自　平成19年２月22日
至　平成22年２月21日

新株予約権の行使の条件 各本新株予約権の一部行使はできない。 
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自己の新株予約権の取得の事由及び消却の条件

当社は、本新株予約権の割当日以降、当社取締役会が本新

株予約権を取得する日（以下「取得日」という。）を定め

たときは、取得の対象となる本新株予約権の新株予約権者

に対し、取得日の通知又は公告を当該取得日の１ヶ月前ま

でに行うことにより、取得日の到来をもって、本新株予約

権１個当たり80円の価額で、当該取得日に残存する本新株

予約権の全部または一部を取得することができる。本新株

予約権の一部の取得をする場合には、抽選その他の合理的

な方法により行うものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要

するものとする。

資金の使途

設備投資、研究開発資金及びM&A、アライアンス等の事業拡

大に係る投資に充当する予定であります。但し、本新株予

約権の行使は本新株予約権者の判断によるため、現時点に

おいて本新株予約権の行使による財産の出資及びその時期

を資金計画に織り込むことは困難であり、金額及び使途に

ついては、行使による財産の出資がなされた時点の状況に

応じて変更する可能性があります。

（注）１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法　　　

 （1）各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する）に割当株式数を乗

じた額とする。ただし、これにより１円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。　

 （2）本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株あたりの価額(以下「行使

価額」という。)は、当初、19,000円（以下「当初行使価額」という。）とする。

２．行使価額の修正

　当社は平成19年２月22日以降、資金調達のため必要があるときは、当社取締役会の決議により行使価額の修正

を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権者に通

知するものとし、当該通知が行われた日の翌営業日以降、行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日

（以下「修正日」という。）において、当該修正日の前日（当該修正日の前日当日を含む）までの３連続取引日

（ただし、終値のない日は除く。）の株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）における当社普通株

式の普通取引の終値（気配表示を含む。）の平均値の93％に相当する金額の１円未満の端数を切下げた額に修正

される。上記３連続取引日の間に次項に基づく調整の原因となる事由が発生した場合には、当該３連続営業日の

取引所における当社普通株式の普通取引の終値を当該事由を勘案して調整した上で、修正後の行使価額を算出す

る。ただし、かかる修正後の行使価額が下限行使価額(以下に定義する。)を下回ることとなる場合には、行使価

額は下限行使価額とする。「下限行使価額」は当初、9,500円とする。下限行使価額は、次項の規定を準用して調

整される。

３．行使価額の調整

 （1）当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普

通株式数に変更を生じる場合または変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式（以下「行使価額

調整式」という。）をもって行使価額を調整する。

 

既発行普通株式数

 

＋

 

交付普通株式数

 

×

１株あたりの払込金

額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 × 時価

既発行普通株式数＋交付普通株式数

－ 26 －



 （2）行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合およびその調整後の行使価額の適用時期については、次

に定めるところによる。　　　

 ①本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合（ただし、当

社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合または当社普通株式の交付を請求できる

新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券もしくは権利の請求または行使による場合を除く。）、

調整後の行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終

日とする。以下同じ。）の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降こ

れを適用する。　　

 ②株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合

調整後の行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主

に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当につい

て普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主（普通株主を除く。）に当社

普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

 ③取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社

普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合（無償割当の場合を含む）または本項第(4)号②

に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付

社債その他の証券もしくは権利を発行する場合（無償割当ての場合を含む）、調整後の行使価額は、発

行される取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当

初の行使価額で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用

して算出するものとし、払込期日（新株予約権または新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場

合は効力発生日）の翌日以降これを適用する。ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、

その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求または行使に際して交付される当社普通株

式の対価が取得請求権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利が発行さ

れた時点で確定していない場合、調整後の行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求

権付株式、新株予約権もしくは新株予約権付社債その他の証券または権利の全てが当該対価の確定時点

の条件で請求または行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算

出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

 ④本号①ないし③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力

の発生が当該基準日以降の株主総会または取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、

本号①ないし③の定めにかかわらず、調整後の行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適

用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行

使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

＝

（調整前行使価格 － 調整後行使価格） × 調整前行使価額により当該期間内に交付

された普通株式数

調整後行使価額

 　この場合に１株未満の端数を生じた場合はこれを切捨て、現金による調整は行わない。

 （3）行使価額調整式により算出された調整後の行使価額と調整前の行使価額との差額が１円未満にとどまる限

りは、行使価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行

使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を

差引いた額を使用する。

 （4）①行使価額調整式の計算については、１円未満の端数を四捨五入する。

 ②行使価額調整式で使用する時価は、調整後の行使価額を適用する日（ただし、本項第(2)号④の場合は基

準日）に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値

（当日付けで終値のない日数を除く。）とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第２位まで

算出し、小数第２位を四捨五入する。

 ③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、

調整後の行使価額を適用する日の１ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における

当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式

で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式

数を含まないものとする。
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 （5）本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額

の調整を行う。

 ①株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株

式交換のために行使価額の調整を必要とするとき。

 ②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必

要とするとき。

 ③行使価額を調整すべき事由が２つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の行使価額の算出に

あたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

 （6）本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後の行使価額を初めて適用する日がいずれか

の修正日と一致する場合には、本項第(2)号に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この

場合も、下限行使価額については、本項第(2)号に従った調整を行うものとする。

 （7）本項に定めるところにより行使価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにそ

の事由、調整前の行使価額、調整後の行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日ま

でに本新株予約権者に通知する。ただし、本項第(2)号②に示される株式分割の場合その他適用の日の前日

までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。また、本項第(6)号

の規定が適用される場合には、かかる通知は下限行使価額の調整についてのみ効力を有する。
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（6）事業部門別売上高

区分

当四半期
（平成19年９月期第１四半期）

前年同四半期
（平成18年９月期第１四半期）

（参考）平成18年９月期

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
345,950 110.3 313,606 76.1 1,464,247 100.5

その他 10,715 3,811.2 281 19.6 62,682 148.0

合計 356,666 113.6 313,887 75.9 1,526,930 101.9
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