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１．平成20年９月期第１四半期の業績（平成19年10月１日　～　平成19年12月31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 ％

20年９月期第１四半期 453 27.1 △147 － △144 － △146 －

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

19年９月期 1,606 5.2 △823 － △827 － 100 －

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

20年９月期第１四半期 △250 96 － －

19年９月期第１四半期 △295 60 － －

19年９月期 176 90 174 62

(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

20年９月期第１四半期 3,931 3,577 90.8 6,084 89

19年９月期第１四半期 3,909 3,600 92.1 6,472 31

19年９月期 4,501 4,088 90.7 7,065 01

(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

20年９月期第１四半期 △171 △169 121 1,692

19年９月期第１四半期 △227 154 △4 2,244

19年９月期 △851 192 250 1,911

２．配当の状況
１株当たり配当額

（基準日） 第１四半期末 中間期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年９月期 － － － － 0 00

20年９月期 － － ―――――
0 00

20年９月期（予想） ――――― － －

３．平成20年９月期の業績予想（平成19年10月１日　～　平成20年９月30日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 860 19.8 △385 － △395 － △400 － △682 29

通期 1,810 12.7 △680 － △690 － △700 － △1,194 02

－ 1 －



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　　　　：　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。

※　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。
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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10月には、これまで研究開発

を行ってきたガンマ・デルタＴ細胞療法に係る技術の実用化に成功し、当社の契約医療機関である医療法人社団滉志会

瀬田クリニックグループの４医療機関に対して、サービスの提供を開始いたしました。また、前期より行ってきた各種

メディアやWebサイトを活用した患者向け情報提供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１四半期

会計期間の売上高は、前年同期を27.1％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19年11月には、第37回日本免疫学会総会・学

術集会において、当社と豪州クイーンズランド州立大学とで行っているガンマ・デルタＴ細胞療法に係る共同研究の成

果について、「Vγ9Vδ2T細胞の癌細胞傷害能はモノクロナール抗体治療薬（リツキシマブ、トラスツツマブ）により増

強する」をテーマに、当社と豪州クイーンズランド州立大学が共同で発表いたしました。Evidenceの強化については、

当第１四半期会計期間に開始した東京大学との結腸・直腸がんの肺転移に対する共同臨床研究、東京大学医学部附属病

院との膵がんに対する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。また、平成19年11月には、研究開発の効率化による研究開発力の向上と研究開発のスピードアップを図るこ

とを目的として、それまで３ヶ所に分散していた研究開発拠点を東京都世田谷区に統合し、新たに「研究開発センター」

として研究開発を推進しております。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は453,433千円（前年同期比27.1％増）、営業損失は147,035千

円（前年同期は営業損失168,413千円）、経常損失は144,453千円（前年同期は経常損失161,977千円）、四半期純損失は

146,634千円（前年同期は四半期純損失164,425千円）となりました。
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２．財政状態に関する定性的情報

　当社の当第１四半期会計期間末の総資産は、3,931,829千円（前期末比569,307千円減）となりました。流動資産は

2,079,432千円と前期末に比べ274,983千円減少しており、そのうち現金及び預金の減少は619,521千円、有価証券の増加

は400,000千円であります。固定資産は1,852,397千円と前期末に比べ294,324千円減少しておりますが、これは、有形固

定資産及び無形固定資産の取得36,511千円、投資有価証券の取得189,800千円、投資有価証券の評価差額△491,726千円

等によるものであります。

　負債の部については、買掛金の減少（前期末比14,794千円減）及び賞与引当金の減少（前期末比45,707千円減）等に

より、流動負債が前期末比58,197千円減の354,643千円となり、固定負債は前期末同様ありません。

　純資産の部については、四半期純損失146,634千円、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、

その他有価証券評価差額金△491,726千円等により、前期末比511,110千円減の3,577,186千円となりました。この結果、

自己資本比率は90.8％と前期末に比べ0.1ポイント増加しました。

　当第１四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144,453千円

となるなどの営業活動によるキャッシュ・フローの減少、有形・無形固定資産の取得、投資有価証券の取得等による投

資活動によるキャッシュ・フローの減少、第三者割当の新株予約権の行使による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１四半期会計期間末には1,692,404千円となりました。その結果、資金残高は前

期末より219,521千円減少しております。

　当第１四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171,675千円（前年同期比24.4％減）となりました。

　これは主に、税引前四半期純損失が144,453千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）

　投資活動の結果使用した資金は169,160千円（前年同期は154,571千円の獲得）となりました。

　これは主に、研究開発設備等の有形固定資産の取得10,583千円、投資有価証券の取得193,845千円、短期貸付金の回収

45,227千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121,314千円（前年同期は4,500千円の使用）となりました。

　これは、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126,314千円、長期借入金の返済5,000千円による

ものであります。
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３．業績予想に関する定性的情報

　当社は、医療機関における免疫細胞療法の治療効果向上及び、個々の患者の症例に適したより効果的な治療選択肢の

提供を実現すべく、免疫細胞療法に係る新規技術の開発を推進しており、平成19年10月には、その中から新たな免疫細

胞治療技術であるガンマ・デルタＴ細胞療法について、当社の免疫細胞療法総合支援サービスの中で提供を開始いたし

ました。ガンマ・デルタT細胞療法が加わることで、当社は４技術、５種類の免疫細胞療法に係るサービスを提供するこ

とになり、医療機関における患者の治療選択肢拡充に寄与し、免疫細胞療法の需要拡大につながるものと考えておりま

す。

　また、学術営業活動につきましては、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、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活動を展開してまいります。具体的には、共同臨床研究を含む研究開発の成果につい

て、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。これらにより、売上高は、上

期については、前年同期比19.8％増の860百万円、通期については、前期比12.7％増の1,810百万円を見込んでおりま

す。

　一方、研究開発活動についても、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、東京大学医学部附属

病院の22世紀医療センター免疫細胞治療部門との連携を始めとして、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、前期に締結した米国MaxCyte社とのライセンス契約に基づき、平成

20年春を目処に、同社のエレクトロポレーション技術を用いた新たな樹状細胞加工プロセスを実用化する予定です。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、

平成19年11月に実施した研究開発拠点の「研究開発センター」への統合等により、研究開発力の強化を図りながら、中

長期的な観点でコスト削減を図ってまいります。

　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

動など、当期についても、引き続き、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。以上のことにより、販売費及び一般管

理費は、前期比1.9％増の1,740百万円を見込んでおります。

　以上の取り組みにより、平成20年９月期通期の業績は、売上高1,810百万円（前年同期比112.7%）、営業利益△680百

万円（前年同期△823百万円）、経常利益△690百万円（前年同期△827百万円）、当期純利益△700百万円（前年同期100

百万円）となるものと見込んでおります。
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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19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 1,344,426 392,404 △952,021 △70.8 1,011,926

２．売掛金 129,377 297,089 167,712 129.6 319,140

３．有価証券 899,743 1,300,000 400,256 44.5 900,000

４．たな卸資産 27,278 39,824 12,545 46.0 31,770

５．その他 93,643 50,113 △43,530 △46.5 91,577

流動資産合計 2,494,469 2,079,432 △415,037 △16.6 2,354,415

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物 451,242 417,297 △33,945 △7.5 406,761

(2）その他 138,338 140,257 1,919 1.4 145,292

有形固定資産合計 589,580 557,554 △32,026 △5.4 552,053

２．無形固定資産 137,579 60,957 △76,621 △55.7 60,842

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 499,368 1,072,616 573,248 114.8 1,379,801

(2）その他 188,257 161,267 △26,989 △14.3 154,024

投資その他の資産合
計

687,625 1,233,884 546,258 79.4 1,533,825

固定資産合計 1,414,785 1,852,397 437,611 30.9 2,146,722

資産合計 3,909,255 3,931,829 22,574 0.6 4,501,137
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科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期末）

増減
（参考）

平成19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 80,236 22,230 38.3 95,030

２．一年内返済予定
長期借入金

20,000 10,000 △10,000 △50.0 15,000

３．未払法人税等 5,111 5,755 644 12.6 18,949

４．賞与引当金 38,556 40,092 1,535 4.0 85,800

５．その他 177,129 218,558 41,429 23.4 198,060

流動負債合計 298,803 354,643 55,839 18.7 412,840

Ⅱ　固定負債      

１．長期借入金 10,000 － △10,000 △100.0 －

固定負債合計 10,000 － △10,000 △100.0 －

負債合計 308,803 354,643 45,839 14.8 412,840

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 2,057,000 2,257,082 200,082 9.7 2,193,030

２．資本剰余金      

（1）資本準備金 3,469,522 3,669,605 200,082 5.8 3,605,552

資本剰余金合計 3,469,522 3,669,605 200,082 5.8 3,605,552

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 2,675 △1,537 △36.5 2,675

特別償却準備金 715 － △715 △100.0 －

繰越利益剰余金 △1,931,037 △1,810,757 120,280 － △1,664,122

利益剰余金合計 △1,926,108 △1,808,081 118,027 － △1,661,447

株主資本合計 3,600,414 4,118,606 518,192 14.4 4,137,135

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券
評価差額金

－ △547,262 △547,262 － △55,535

評価・換算差額等合計 － △547,262 △547,262 － △55,535

Ⅲ　新株予約権 37 5,842 5,805 － 6,697

純資産合計 3,600,451 3,577,186 △23,265 △0.6 4,088,296

負債純資産合計 3,909,255 3,931,829 22,574 0.6 4,501,137
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(2）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 356,666 453,433 96,767 27.1 1,606,986

Ⅱ　売上原価 154,642 181,657 27,015 17.5 722,146

売上総利益 202,024 271,775 69,751 34.5 884,840

Ⅲ　販売費及び一般管理費 370,437 418,811 48,373 13.1 1,708,812

営業損失 168,413 147,035 △21,378 △12.7 823,972

Ⅳ　営業外収益 6,665 11,053 4,388 65.8 14,237

Ⅴ　営業外費用 229 8,471 8,242 － 17,793

経常損失 161,977 144,453 △17,524 △10.8 827,528

Ⅵ　特別利益 － － － － 936,901

Ⅶ　特別損失 267 － △267 △100.0 414

税引前四半期純損失(△)

又は税引前当期純利益
△162,245 △144,453 17,791 － 108,957

法人税、住民税及び
事業税

2,180 2,181 0 0.0 8,722

四半期純損失(△)又は当

期純利益
△164,425 △146,634 17,791 － 100,235
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(3）四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期（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

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

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
       

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

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

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
－ －

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
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当四半期（平成20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

繰越利益剰余金

平成19年９月30日　残高（千円） 2,193,030 3,605,552 2,675 △1,664,122 △1,661,447 4,137,135

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行 64,052 64,052    128,105

四半期純損失    △146,634 △146,634 △146,634

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
      

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
64,052 64,052 － △146,634 △146,634 △18,529

平成19年12月31日　残高（千円） 2,257,082 3,669,605 2,675 △1,810,757 △1,808,081 4,118,606

評価・換算差額
等 

新株予約権 純資産合計
 その他有価証券

評価差額金

平成19年９月30日　残高（千円） △55,535 6,697 4,088,296

第１四半期会計期間中の変動額

新株の発行   128,105

四半期純損失   △146,634

株主資本以外の項目の第１四半

期会計期間中の変動額（純額）
△491,726 △855 △492,581

第１四半期会計期間中の変動額合

計（千円）
△491,726 △855 △511,110

平成19年12月31日　残高（千円） △547,262 5,842 3,577,186
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（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（平成19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

事業年度中の変動額

新株の発行 136,280 136,280     272,560

固定資産圧縮積立金の取崩し   △1,537  1,537 － －

特別償却準備金の取崩し    △715 715 － －

当期純利益     100,235 100,235 100,235

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） 136,280 136,280 △1,537 △715 102,489 100,235 372,795

平成19年９月30日　残高（千円） 2,193,030 3,605,552 2,675 － △1,664,122 △1,661,447 4,137,135

評価・換算差額
等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年９月30日　残高（千円） － 37 3,764,377

事業年度中の変動額

新株の発行   272,560

固定資産圧縮積立金の取崩し   －

特別償却準備金の取崩し   －

当期純利益   100,235

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△55,535 6,660 △48,875

事業年度中の変動額合計（千円） △55,535 6,660 323,919

平成19年９月30日　残高（千円） △55,535 6,697 4,088,296
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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19年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

（参考）
平成19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(△)又は税引前当期純利益 △162,245 △144,453 108,957

減価償却費 29,544 30,894 134,832

賞与引当金の減少額 △56,038 △45,707 △8,795

受取利息及び受取配当金 △1,712 △2,227 △8,471

関係会社株式交換益 － － △936,901

投資事業組合利益 － △7,694 △4,727

為替差損益（△差益） △4,609 4,679 7,649

支払利息 135 49 410

固定資産除却損 267 － 414

株式交付費 － 905 6,205

社債発行費等 － 30 2,546

売上債権の増減額（△増加） 31,623 22,051 △158,139

たな卸資産の増加額 △16,584 △8,053 △21,076

仕入債務の増減額（△減少） △19,552 △14,794 17,472

未払金の減少額 △64,442 △3,364 △50,861

未払消費税等の増減額（△減少） 2,825 △14,898 19,145

その他 43,031 17,360 39,490

小計 △217,758 △165,222 △851,848

利息及び配当金の受取額 1,489 2,311 8,698

利息の支払額 △128 △42 △381

法人税等の支払額 △10,779 △8,722 △8,346

営業活動によるキャッシュ・フロー △227,177 △171,675 △851,877

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 △10,583 △89,640

無形固定資産の取得による支出 △16,507 △2,618 △18,607

無形固定資産の売却による収入 － － 60,250

有価証券の償還による収入 200,000 － 200,000

投資有価証券の取得による支出 － △193,845 △10,000

貸付金の回収による収入 － 45,227 50,000

差入保証金の差入による支出 － △7,592 △127

差入保証金の返還による収入 － 250 185

投資活動によるキャッシュ・フロー 154,571 △169,160 192,059
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前年同四半期

（平成19年９月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

（参考）
平成19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 500 126,314 266,354

新株予約権の発行による収入 － － 4,113

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,500 121,314 250,468

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △77,106 △219,521 △409,349

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 2,321,275 1,911,926 2,321,275

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期末）残高 2,244,169 1,692,404 1,911,926
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会計処理方法の変更

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19年９月期

――――― ――――― （企業結合に係る会計基準等）

　当事業年度から「企業結合に係る会計基準」

（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準第

７号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用

指針第10号）を適用しております。

――――― ――――― （固定資産の減価償却方法の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平

成19年４月１日以降に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　これにより営業損失及び経常損失は、それぞ

れ169千円増加し、税引前当期純利益は、169千

円減少しております。

追加情報

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19年９月期

――――― 　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用により取得価

額の５％に到達した事業年度の翌事業年度より、

取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて

計上しております。

　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19年９月期第１四半期末）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期末）

（参考）平成19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

656,945千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

633,399千円

※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

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19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19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 284千円 受取利息 4,183千円

※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 49千円 支払利息 410千円

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

建物除却損 267千円 建物除却損    267千円

機械装置除却損 80

工具器具備品除却損 67

※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 23,546千円

無形固定資産 7,348

有形固定資産 106,725千円

無形固定資産 28,106
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前年同四半期（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）

発行済株式

普通株式（注） 556,200 80 － 556,280

合計 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

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。

当四半期（平成20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）

発行済株式

普通株式（注） 577,720 9,200 － 586,920

合計 577,720 9,200 － 586,920

（注）普通株式の発行済株式総数の増加9,200株は、新株予約権の権利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）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
普通株式 18,000 － 9,000 9,000 855

平成19年第２回新株予約権

（注）２
普通株式 30,000 － － 30,000 2,550

平成19年第３回新株予約権

（注）２
普通株式 30,000 － － 30,000 2,400

合計 － 82,000 － 9,000 73,000 5,842

（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回新株予約権の当第１四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19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） 556,200 21,520 － 577,720

合計 556,200 21,520 － 577,720

（注）普通株式の株式数の増加21,520株は、第三者割当による新株の発行による増加9,000株、新株予約権の行使による新

株の発行による増加12,520株であります。

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）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 12,000 18,000 1,710

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 12,000 82,000 6,697

（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回新株予約権の当事業年度増加は、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回新株予約権の当事業年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19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19年12月31日現在） （平成19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 392,404

　　有価証券勘定 1,300,000

　　現金及び現金同等物 1,692,404

 （千円）

　　現金及び預金勘定 1,011,926

　　有価証券勘定 900,000

　　現金及び現金同等物 1,911,926
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（リース取引関係）

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19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 42,975 10,373

その他
（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)

その他
（機械装置）

53,348 51,866 1,481

その他
（工具器具備
品）

373,082 241,025 132,056

合計 426,430 292,891 133,538

 

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 49,643 3,704

その他
（工具器具備
品）

373,082 224,712 148,369

合計 426,430 274,356 152,074

(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   63,395千円

１年超   76,176千円

合計   139,572千円

１年内   70,245千円

１年超    88,581千円

合計    158,826千円

(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 20,210

減価償却費相当額 18,535

支払利息相当額 956

 千円

支払リース料 81,542

減価償却費相当額 74,638

支払利息相当額 5,244

(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  

　

当四半期（平成20年９月期第１四半期末）

１．その他有価証券で時価があるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 1,018,529 471,267 △547,262

小計 1,018,529 471,267 △547,262

合計 1,018,529 471,267 △547,262

２．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）非上場会社 10,000  

(2）投資事業組合出資金 545,849  

(3）その他 1,300,000  CP、信託受益権及び譲渡性預金

　　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 45,500  
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（参考）平成19年９月期末

１．その他有価証券で時価があるもの

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

貸借対照表計上額が

取得原価を超えない

もの

(1）株式 1,018,529 962,993 △55,535

小計 1,018,529 962,993 △55,535

合計 1,018,529 962,993 △55,535

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

　　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

10,000

361,307

900,000

 

 

 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 45,500  

（デリバティブ取引関係）

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期）、当四半期（平成20年９月期第１四半期）及び（参考）平成19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）

前年同四半期（平成19年９月期第１四半期末）

該当事項はありません。

 

当四半期（平成20年９月期第１四半期末）

該当事項はありません。

 

（参考）平成19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。
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（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 － 6,670 8,810

付与 － － －

失効 － 70 425

権利確定 － 6,600 －

未確定残 － － 8,385

権利確定後　　　　　　（株）    

前事業年度末 7,600 － －

権利確定 － 6,600 －

権利行使 520 － －

失効 － 85 －

未行使残 7,080 6,515 －

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） 12,409 － －

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。

当四半期（平成20年９月期第１四半期）

関連会社に対する投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） －

　（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19年９月期

関連会社に対する投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資の金額（千円） －

持分法を適用した場合の投資損失の金額（千円） －

　（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19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19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金額 295.60円

１株当たり純資産額 6,084.89円

１株当たり四半期純損失金額 250.96円

１株当たり純資産額 7,065.01円

１株当たり当期純利益金額 176.90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。

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額
174.62円

　（注）１株当たり四半期純損失金額又は１株当たり当期純利益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19年９月期第１四半期）
当四半期

（平成20年９月期第１四半期）
（参考）平成19年９月期

１株当たり四半期純損失又は１株当たり当

期純利益
   

四半期純損失(△)又は当期純利益（千

円）
△164,425 △146,634 100,235

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る四半期純損失(△)又は当

期純利益（千円）
△164,425 △146,634 100,235

期中平均株式数（株） 556,245 584,283 566,628

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
   

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千円） － － 7,398

　（うち新株引受権付社債） (－) (－) (3,705)

　（うち新株予約権） (－) (－) (3,693)

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６種類（新株予約権

の数83,832個、普通株式90,540

株） 

新株予約権５種類（新株予約権

の数92,900個、普通株式92,900

株） 
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（重要な後発事象）

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）
平成19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。（※）

 ―――――  ―――――

※　前年同四半期（平成19年９月期第１四半期）の重要な後発事象の詳細については、当四半期の決算発表における開示

の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

　当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）　　　　

http://www.medinet-inc.co.jp/IR/IR_05_02.html

（東京証券取引所ホームページ）

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html

 

(6）事業部門別売上高

区分

前年同四半期
（平成19年９月期第１四半期）

当四半期
（平成20年９月期第１四半期）

（参考）平成19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
345,950 110.3 443,491 128.2 1,535,246 104.8

その他 10,715 3,811.2 9,941 92.8 71,740 114.5

合計 356,666 113.6 453,433 127.1 1,606,986 105.2
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