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１．平成19年９月期第３四半期の業績（平成18年10月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

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３四半期 1,129 4.8 △638 － △618 － △625 －

18年９月期第３四半期 1,077 △7.4 △588 － △597 － △645 －

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３四半期 △1,110 27  －

18年９月期第３四半期 △1,162 53  －

18年９月期 △1,479 51  －

(2）財政状態  

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３四半期 3,726 3,375 90.4 5,862 56

18年９月期第３四半期 4,252 3,939 92.6 7,084 59

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３四半期 △711 120 213 1,943

18年９月期第３四半期 △583 △286 8 2,848

18年９月期 △641 △752 5 2,321

２．配当の状況
１株当たり配当額

（基準日） 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

18年９月期  －  － 0 00

19年９月期  －  ―――――
0 00

19年９月期（予想）  ―――――  －

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）

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 1,620 6.1 △1,050 － △1,060 － △1,070 － △1,890 29
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４．その他

(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　　　　：　有

（注）詳細は、14ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。

(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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　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。

㈱メディネット（2370）平成 19 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結）
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　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、平成19年２月には、東京大学医学部附

属病院と免疫細胞療法総合支援サービス契約を締結し、同院の22世紀医療センター内に開設された「免疫細胞治療学講

座（免疫細胞治療部門）」に対する免疫細胞療法総合支援サービスの提供を開始いたしました。平成19年５月には、当

社が技術支援する韓国のINNOMEDISYS Inc.が、免疫細胞療法におけるCD3-LAKの医薬品としての製造・販売承認を、韓国

食品医薬品安全庁から取得いたしました。また、平成19年６月には、独立行政法人国立病院機構大阪医療センターにお

ける免疫細胞療法の導入及び実施に伴い、同センターと技術支援を行なうことで合意し、ライセンス契約を締結いたし

ました。さらに、当第３四半期会計期間においては、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、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唆しており、このような臨床研究の成果は、今後の学術営業

活動及びがんに対する新たな治療法の確立において、確実にプラスに働くものと考えております。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免疫細胞療法に係る患者認

知度の向上もあり、当第３四半期会計期間の売上高は、前年同期を4.8％上回る結果となりました。

　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。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。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。また、平成19年３月には、株式会社バイオイミュランスと業務提携を行ない、Th1細胞を用いた新たな免疫細

胞加工技術の共同開発を開始いたしました。さらに、平成19年４月には、前期、米国MaxCyte社と共同開発を開始したが

ん免疫細胞療法に係る樹状細胞加工プロセスが、少量培養において従来法に比べ樹状細胞の大幅な機能向上をもたらす

ことを確認できたことを受け、大量培養法の確立に向けた“共同開発第２ステージ”に移行することで、MaxCyte社と合

意いたしました。Evidenceの強化については、当第３四半期会計期間に開始した順天堂大学医学部附属病院、東京大学

医学部附属病院との新たな共同臨床研究をはじめ、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

しております。

　以上の結果、当第３四半期会計期間の業績は、売上高は1,129,528千円（前年同期比4.8％増）、経常損失は618,433千

円（前年同期は経常損失597,582千円）、四半期純損失は625,255千円（前年同期は四半期純損失645,072千円）となりま

した。

㈱メディネット（2370）平成 19 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結）
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２．財政状態に関する定性的情報

　当社の当第３四半期会計期間末の総資産は、3,726,797千円（前期末比510,650千円減）となりました。流動資産は

2,405,969千円と前期末比407,657千円減少しており、そのうち現金及び預金の減少は77,521千円、有価証券の減少は

500,000千円であります。固定資産は1,320,828千円と前期末比102,992千円減少しておりますが、これは、有形固定資産

の取得59,477千円、有形固定資産及び無形固定資産の減価償却98,648千円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91,688千円減）及び賞与引当金の減少（前期末比57,332千円減）等に

より、流動負債が前期末比107,115千円減の350,955千円となり、長期借入金の減少（前期末比15,000千円減）により固

定負債が無くなりました。

　純資産の部については、四半期純損失625,255千円、第三者割当の新株の発行100,170千円、第三者割当の新株予約権

の発行7,800千円及び第三者割当の新株予約権の行使による新株の発行126,000千円等により、前期末比388,535千円減の

3,375,842千円となりました。この結果、自己資本比率は90.4％と前期末比1.6ポイント増加しました。

　当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前四半期純損失が618,713千円

となるなどの営業活動によるキャッシュ・フローの減少、償還期限３ヶ月超の信託受益権の償還等による投資活動によ

るキャッシュ・フローの増加、第三者割当の新株の発行等による財務活動によるキャッシュ・フローの増加等により当

第３四半期会計期間末には1,943,754千円となりました。その結果、資金残高は前事業年度末より377,521千円減少して

おります。

　当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（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711,592千円（前年同期比21.9％増）となりました。

　これは主に、税引前四半期純損失が618,713千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120,296千円（前年同期は286,464千円の使用）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200,000千円、研究開発用設備の増設等による有形固定

資産の取得83,203千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213,773千円（前年同期比2,343.1％増）となりました。

　これは、第三者割当の新株の発行、第三者割当の新株予約権の行使等の株式の発行による収入224,375千円、長期借入

金の返済15,000千円等によるものであります。

㈱メディネット（2370）平成 19 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結）
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３．業績予想に関する定性的情報

　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加え、学術情報季刊誌

『Fourth』及び当社Webサイト医療従事者向けページ等を活用し、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

することで、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、

既に開始されたものを含む複数の臨床研究が、本施設を利用して実施される予定です。当社は本施設を、免疫細胞療法

をEBM（EvidenceBased 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、少量培養において従来法に比べ大幅な性能向上をもたら

すことを確認し、大量培養法の確立に向けた第２ステージに移行することを同社と合意いたしました。今後はさらに、

新たな樹状細胞加工プロセスの開発と同プロセスを用いた免疫細胞療法の臨床応用に向け、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。

　上記の取り組みの結果、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。

㈱メディネット（2370）平成 19 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結）
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 1,448,837 1,243,754 △205,083 △14.2 1,321,275

２．売掛金 142,385 297,911 155,525 109.2 161,000

３．有価証券 1,400,000 700,000 △700,000 △50.0 1,200,000

４．たな卸資産 40,378 53,719 13,341 33.0 10,694

５．その他 65,046 110,584 45,537 70.0 120,656

流動資産合計 3,096,648 2,405,969 △690,678 △22.3 2,813,627

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 295,943 422,767 126,823 42.9 461,006

(2）その他 234,051 152,784 △81,267 △34.7 135,227

有形固定資産合計 529,995 575,552 45,556 8.6 596,234

２．無形固定資産 137,036 125,934 △11,102 △8.1 144,703

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 296,611 519,242 222,631 75.1 495,451

(2）その他 191,913 100,099 △91,813 △47.8 187,431

投資その他の資産合
計

488,524 619,341 130,817 26.8 682,882

固定資産合計 1,155,556 1,320,828 165,271 14.3 1,423,820

資産合計 4,252,204 3,726,797 △525,406 △12.4 4,237,448
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 67,451 75,200 7,748 11.5 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 19,879 9,833 △10,046 △50.5 13,710

４．賞与引当金 24,078 37,262 13,184 54.8 94,595

５．その他 161,765 208,658 46,893 29.0 252,205

流動負債合計 293,175 350,955 57,780 19.7 458,070

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 20,000 － △20,000 △100.0 15,000

固定負債合計 20,000 － △20,000 △100.0 15,000

負債合計 313,175 350,955 37,780 12.1 473,070
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科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期末）

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 2,056,125 －   －

Ⅱ　資本剰余金      

資本準備金 3,468,647 －   －

資本剰余金合計 3,468,647 －   －

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

1,594,118 －   －

利益剰余金合計 △1,585,743 －   －

資本合計 3,939,029 －   －

負債資本合計 4,252,204 －   －

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 － 2,171,637   2,056,750

２．資本剰余金      

（1）資本準備金 － 3,584,160   3,469,272

資本剰余金合計 － 3,584,160   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 － △2,391,867   △1,766,612

利益剰余金合計 － △2,386,937   △1,761,682

株主資本合計 － 3,368,859   3,764,339

Ⅱ　新株予約権 － 6,982   37

純資産合計 － 3,375,842   3,764,377

負債純資産合計 － 3,726,797   4,237,448
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(2）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成18年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

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 1,077,884 1,129,528 51,643 4.8 1,526,930

Ⅱ　売上原価 459,281 495,076 35,794 7.8 688,571

売上総利益 618,602 634,451 15,848 2.6 838,359

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,206,784 1,273,196 66,411 5.5 1,616,774

営業損失 588,181 638,744 50,563 8.6 778,415

Ⅳ　営業外収益 9,845 29,852 20,006 203.2 15,568

Ⅴ　営業外費用 19,245 9,540 △9,704 △50.4 19,688

経常損失 597,582 618,433 20,851 3.5 782,535

Ⅵ　特別損失 58 279 220 374.4 58

税引前四半期（当
期）純損失

597,641 618,713 21,072 3.5 782,594

法人税、住民税及び
事業税

6,234 6,541 307 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 － △41,196 △100 41,196

四半期（当期）純損
失

645,072 625,255 △19,817 △3.1 821,011
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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３四半期）

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行 114,887 114,887    － 229,775

四半期純損失     △625,255 △625,255 △625,255

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
       

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
114,887 114,887 － － △625,255 △625,255 △395,480

平成19年６月30日　残高（千円） 2,171,637 3,584,160 4,213 715 △2,391,867 △2,386,937 3,368,859

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

第３四半期会計期間中の変動額

新株の発行  229,775

四半期純損失  △625,255

株主資本以外の項目の第３四半

期会計期間中の変動額（純額）
6,945 6,945

第３四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
6,945 △388,535

平成19年６月30日　残高（千円） 6,982 3,375,842
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（平成18年９月期）

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17年９月30日　残高
（千円）

2,044,250 3,456,772 27,985 2,147 △970,804 △940,671 4,560,351

事業年度中の変動額

新株の発行 12,500 12,500    － 25,000

固定資産圧縮積立金の取崩し   △2,730  2,730 － －

固定資産圧縮積立金の取崩し
（注）

  △21,041  21,041 － －

特別償却準備金の取崩し    △715 715 － －

特別償却準備金の取崩し
（注）

   △715 715 － －

当期純損失     △821,011 △821,011 △821,011

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

       

事業年度中の変動額合計
（千円）

12,500 12,500 △23,771 △1,431 △795,807 △821,011 △796,011

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

新株予約権 純資産合計

平成17年９月30日　残高
（千円）

37 4,560,388

事業年度中の変動額

新株の発行  25,000

固定資産圧縮積立金の取崩し  －

固定資産圧縮積立金の取崩し
（注）

 －

特別償却準備金の取崩し  －

特別償却準備金の取崩し
（注）

 －

当期純損失  △821,011

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

－ －

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ △796,011

平成18年９月30日　残高
（千円）

37 3,764,377

（注）平成17年12月の定時株主総会における損失処理項目であります。
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成18年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

（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 △597,641 △618,713 △782,594

減価償却費 105,599 98,648 142,680

貸倒引当金の減少額 △70 － △70

賞与引当金の増減額（△減少） △67,720 △57,332 2,796

受取利息及び受取配当金 △2,363 △13,491 △5,734

投資事業組合損失 17,300 3,201 17,300

為替差益 △4,419 △18,606 △7,712

支払利息 682 338 848

固定資産除却損 58 279 58

株式交付費 － 5,547 －

社債発行費等 － 2,546 －

売上債権の増加額 △32,540 △136,910 △51,155

たな卸資産の増減額（△増加） △28,834 △43,025 849

仕入債務の増減額（△減少） 4,661 △2,358 14,768

未払金の増減額（△減少） △9,267 △52,331 71,809

未払消費税等の増加額 － 8,294 －

その他 46,696 107,092 △34,987

小計 △567,859 △716,822 △631,141

利息及び配当金の受取額 2,795 13,893 5,805

利息の支払額 △660 △317 △817

法人税等の支払額 △18,154 △8,346 △15,310

営業活動によるキャッシュ・フロー △583,879 △711,592 △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 △178,168 △83,203 △250,599

無形固定資産の取得による支出 △74,412 △16,507 △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 － △10,000 △196,350

関係会社株式の取得による支出 △37,500 － △37,500

貸付金の回収による収入 5,000 30,000 10,000

差入保証金の差入による支出 △1,706 △127 △1,756

差入保証金の返還による収入 322 135 726

投資活動によるキャッシュ・フロー △286,464 120,296 △752,692
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前年同四半期

（平成18年９月期
第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期
第３四半期）

（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 △15,000 △15,000 △20,000

株式の発行による収入 23,750 224,375 25,000

新株予約権の発行による収入 － 4,398 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,750 213,773 5,000

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △861,594 △377,521 △1,389,155

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 2,848,837 1,943,754 2,321,275
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会計処理方法の変更

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（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。

――――― （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。

――――― （固定資産の減価償却方法の変更）

　平成19年度の法人税法の改正（(所得税法等

の一部を改正する法律　平成19年３月30日　　

法律第６号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令　平成19年３月30日政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

　これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。

 ―――――
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(5）注記事項等

（四半期貸借対照表関係）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期末）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期末）

（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

499,405千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

606,349千円

※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

資産の「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

負債の「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）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（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 2,363千円 受取利息 2,530千円 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 682千円

投資事業組合損失 17,300

支払利息 338千円

株式交付費 5,770

社債発行費等 2,546

支払利息 848千円

投資事業組合損失 17,300

※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

工具器具備品除却損 58千円 工具器具備品除却損 12千円

建物除却損 267千円

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 84,677千円

無形固定資産 20,921

有形固定資産 77,611千円

無形固定資産 21,037

有形固定資産 114,328千円

無形固定資産 28,352
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（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３四半期）

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３四半期会計期間増

加株式数（株）

当第３四半期会計期間減

少株式数（株）

当第３四半期会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 556,200 18,440 － 574,640

合計 556,200 18,440 － 574,640

（注）普通株式の発行済株式総数の増加18,440株は、第三者割当による新株の発行による増加9,000株、新株予約権の権

利行使による新株の発行による増加9,440株であります。

 

２．新株予約権及び自己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３四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度末
当第３四半期会

計期間増加

当第３四半期会

計期間減少

当第３四半期会

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）１

普通株式 4,000 － － 4,000 37

平成19年第１回新株予約権

（注）２，３，４
普通株式 － 30,000 9,000 21,000 1,995

平成19年第２回新株予約権

（注）２，３
普通株式 － 30,000 － 30,000 2,550

平成19年第３回新株予約権

（注）２，３
普通株式 － 30,000 － 30,000 2,400

合計 － 4,000 90,000 9,000 85,000 6,982

（注）１．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。

２．平成19年第１回、第２回及び第３回新株予約権は、権利行使可能なものであります。

３．平成19年第１回、第２回及び第３回新株予約権の当第３四半期会計期間増加は、新株予約権の発行によるも

のであります。

４．平成19年第１回新株予約権の当第３四半期会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。
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（参考）平成18年９月期

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）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式（注） 552,200 4,000 － 556,200

合計 552,200 4,000 － 556,200

（注）普通株式の株式数の増加4,000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．新株予約権及び自己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） 当事業年度
末残高
（千円）前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

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

合計 － 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。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（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６月30日現在） （平成19年６月30日現在） （平成18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 1,243,754

　　有価証券勘定 700,000

　　現金及び現金同等物 1,943,754

 （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ケ月を超える短

　　期投資

 

△200,000

　　現金及び現金同等物 2,321,275
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（リース取引関係）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（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)

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 47,420 5,927

その他
（工具器具備
品）

373,681 208,899 164,781

合計 427,029 256,320 170,709

 

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 40,752 12,596

その他
（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 60,056千円

１年超 98,514千円

合計 158,571千円

１年内   73,979千円

１年超   104,062千円

合計   178,041千円

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 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 61,310

減価償却費相当額 56,083

支払利息相当額 4,142

 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）

前年同四半期（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 173,430  

(2）その他 1,400,000 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。

当四半期（平成19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 386,061  

(2）非上場株式 10,000  

(3）その他 700,000 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  

（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）

前年同四半期（平成18年９月期第３四半期）、当四半期（平成19年９月期第３四半期）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行っておりませんので、該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当四半期（平成19年９月期第３四半期末）

該当事項はありません。

 

（参考）平成18年９月期末

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数

当社取締役３名

当社監査役１名

当社従業員22名

外部協力者９名

当社取締役２名

当社監査役３名

当社従業員139名

外部協力者34名

当社取締役３名

当社監査役３名

当社従業員138名

外部協力者34名

ストック・オプション数 普通株式　15,520株 普通株式　8,210株 普通株式　9,555株

付与日 平成14年７月26日 平成17年１月28日 平成18年１月27日

権利確定条件 （注）１ （注）２ （注）２

対象勤務期間
平成14年７月26日から平成17

年９月30日まで

平成17年１月28日から平成18

年12月31日まで

平成18年１月27日から平成19

年12月31日まで

権利行使期間
平成17年10月１日から平成20

年９月30日まで

平成19年１月１日から平成22

年12月31日まで

平成20年１月１日から平成23

年12月31日まで

（注）１．①新株予約権の発行時において当社の取締役、監査役、従業員または契約社員であった新株予約権者は、新

株予約権の権利確定日において、当社の取締役、監査役、従業員または契約社員であることを要する。た

だし、当社の取締役、監査役が任期満了により若しくは法令変更により退任した場合、または当社の従業

員、契約社員が定年により退職した場合にはこの限りではない。

　　　　　②新株予約権の発行時において当社の契約医療機関の医師、看護婦または従業員であった新株予約権者は、

新株予約権の権利確定日において、当社の契約医療機関の医師、看護婦または従業員であることを要する。

ただし、当社の契約医療機関の医師、看護婦、従業員が定年により退職した場合はこの限りではない。

　　　　　③新株予約権の発行時において当社と顧問契約を締結している顧問であった新株予約権者は、新株予約権の

権利確定日において、当社と顧問契約を締結している顧問であることを要する。ただし、当該新株予約権

者が、新株予約権の権利確定日において、当社の顧問でない場合であっても、新株予約権の権利確定に先

立ち、当該新株予約権の数及び権利確定の時期につき当社取締役会の承認を得た場合には、この限りでは

ない。

　　　　　④新株予約権の発行時において②③以外の当社外部協力者であった新株予約権者は、新株予約権の権利確定

に先立ち、当該新株予約権の数及び権利確定の時期につき、当社取締役会の承認を要する。

　　　２．①新株予約権の割当を受けた対象者は、新株予約権の権利確定日において、当社及び当社子会社等に継続し

て雇用されている若しくは委任関係を保持していることを要するものとする。

但し、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この

限りではない。

　　　　　②新株予約権の割当を受けた当社の外部協力者である対象者は、新株予約権の権利確定日において、当社と

継続して取引関係にあることを要するものとする。

但し、当該新株予約権者が新株予約権の権利確定に先立ち、権利確定の時期につき取締役会の承認を得た

場合は、この限りではない。

㈱メディネット（2370）平成 19 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 20 －



（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度（平成18年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプショ

ンの数については、株式数に換算して記載しております。

①ストック・オプションの数

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利確定前　　　　　　（株）    

前事業年度末 － 7,475 －

付与 － － 9,555

失効 － 805 745

権利確定 － － －

未確定残 － 6,670 8,810

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 11,680 － －

権利確定 － － －

権利行使 4,000 － －

失効 80 － －

未行使残 7,600 － －

②単価情報

平成14年
ストック・オプション

平成16年
ストック・オプション

平成17年
ストック・オプション

権利行使価格　　　　　　（円） 6,250 62,900 33,890

行使時平均株価　　　　　（円） 31,244 － －

公正な評価単価（付与日）（円） － － －
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（持分法損益等）

前年同四半期（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。

当四半期（平成19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） 10,589

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） 22,225

　（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）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（参考）平成18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 5,862.56円

１株当たり四半期純損失 1,110.27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。

 
前年同四半期

（平成18年９月期第３四半期）
当四半期

（平成19年９月期第３四半期）
（参考）平成18年９月期

四半期（当期）純損失（千円） 645,072 625,255 821,011

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）
645,072 625,255 821,011

期中平均株式数（株） 554,888 563,156 554,922

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16,000個、普通株式23,605

株）

第４回新株引受権付社債並びに

新株予約権６種類（新株予約権

の数96,209個、普通株式

103,190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）

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（参考）
平成18年９月期

 ―――――  当社の関係会社である細胞医薬品製

造・販売会社Innomedisys Inc.は、平

成19年７月12日、財務基盤の強化を目

的として、Korea Hinet Co., Ltd

による、Innomedisys Inc.の発行済株

式総数の95％を対価とする現物出資に

よる第三者割当増資の決定を受け、

Korea Hinet Co., Ltdの子会社になる

ことに合意いたしました。 

　これを受けて当社は、平成19年８月

１日の取締役会において、

Innomedisys Inc.の財務基盤強化の実

現による同社の活動支援を目的として、

Korea Hinet Co., Ltdによる有償第三

者割当増資の割当に対して、当社が保

有するInnomedisys Inc.の全株式を対

価として、これに応じることを決議い

たしました。

　株式取得日：平成19年８月10日

 ―――――
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(6）事業部門別売上高

区分

前年同四半期
（平成18年９月期第３四半期）

当四半期
（平成19年９月期第３四半期）

（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
1,077,046 95.9 1,100,075 102.1 1,464,247 100.5

その他 838 2.0 29,452 3,512.9 62,682 148.0

合計 1,077,884 92.6 1,129,528 104.8 1,526,930 101.9
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