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平成 20 年７月 25 日 

各  位 

 

 

 

 

 

 

 

（追加）「平成 20 年５月期 決算短信」の一部追加に関するお知らせ 

 

当社は、平成 20 年７月 15 日発表の「平成 20 年５月期 決算短信」の一部に下記のと

おり追加がありましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

1. 追加箇所 

 （1）54 ページ 連結財務諸表に関する注記事項の「重要な後発事象」に追加 

 （2）72 ページ 個別財務諸表に関する注記事項の「重要な後発事象」に追加 

 

会社名 株式会社エフェクター細胞研究所

代表者名 代表取締役社長CEO　鈴木　幹雄

問合せ先

電話番号 03-5452-0662

経営管理部長CFO　　江口　淳

　（コード番号　4567　名証セントレックス）
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2. 追加内容 

追加箇所は、下線で表示しております。 

（1）54 ページ  連結財務諸表に関する注記事項の「重要な後発事象」 

（重要な後発事象） 

追加前 追加後 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年６月１日 

  至 平成 20 年５月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 19 年６月１日 

    至 平成 20 年５月 31 日） 

韓国のファイナンスアンドテクノロジー社との譲渡

契約による支払代金 608 百万円を平成 21 年５月期の

第１四半期（平成 20 年６月 1 日～平成 20 年８月 31

日）において特別損失として計上致します。 

※ 譲渡（譲受）の契約の内容等 

①内容：癌治療薬 ECI301/eMIP 製剤 30％の持分権利

及び日本を除く東南アジアでの独占販売及びライセ

ンス権利を韓国のファイナンスアンドテクノロジー

社より当社が譲り受ける契約 

②譲渡契約締結日：平成 19 年９月 27 日 

③譲渡代金：608 百万円 

・平成 20 年５月末で支払い済みの金額：470 百万円

・最終支払日：平成 20 年６月 13 日 

・最終支払金額：138 百万円 

④権利譲渡（譲受）日：平成 20 年６月 13 日 

1.韓国のファイナンスアンドテクノロジー社との譲渡

契約による支払代金608百万円を平成21年５月期の第

１四半期（平成 20 年６月 1 日～平成 20 年８月 31 日）

において特別損失として計上致します。 

※ 譲渡（譲受）の契約の内容等 

①内容：癌治療薬 ECI301/eMIP 製剤 30％の持分権利及

び日本を除く東南アジアでの独占販売及びライセンス

権利を韓国のファイナンスアンドテクノロジー社より

当社が譲り受ける契約 

②譲渡契約締結日：平成 19 年９月 27 日 

③譲渡代金：608 百万円 

・平成 20 年５月末で支払い済みの金額：470 百万円 

・最終支払日：平成 20 年６月 13 日 

・最終支払金額：138 百万円 

④権利譲渡（譲受）日：平成 20 年６月 13 日 

 

2.当社グループは、平成 20 年 6 月 27 日開催の当社及

び連結子会社である株式会社セルテの取締役会におき

まして、株式会社セルテが新規事業を開始することを

決議致しました。 

①新規事業の内容：健康食品卸売事業 

②新規事業開始の時期：平成 20 年 6月 27 日 

③営業活動に及ぼす影響：平成 21 年 5月期において、

売上高 172 百万円、売上総利益 17 百万円の計上を見込

んでおります。 
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（2）72 ページ 個別財務諸表に関する注記事項の「重要な後発事象」 

（重要な後発事象） 

追加前 追加後 

第９期 

（自 平成 19 年６月１日 

  至 平成 20 年５月 31 日） 

第９期 

（自 平成 19 年６月１日 

    至 平成 20 年５月 31 日） 

韓国のファイナンスアンドテクノロジー社との譲渡

契約による支払代金 608 百万円を平成 21 年５月期の

第１四半期（平成 20 年６月 1 日～平成 20 年８月 31

日）において特別損失として計上致します。 

※ 譲渡（譲受）の契約の内容等 

①内容：癌治療薬 ECI301/eMIP 製剤 30％の持分権利

及び日本を除く東南アジアでの独占販売及びライセ

ンス権利を韓国のファイナンスアンドテクノロジー

社より当社が譲り受ける契約 

②譲渡契約締結日：平成 19 年９月 27 日 

③譲渡代金：608 百万円 

・平成 20 年５月末で支払い済みの金額：470 百万円

・最終支払日：平成 20 年６月 13 日 

・最終支払金額：138 百万円 

④権利譲渡（譲受）日：平成 20 年６月 13 日 

1.韓国のファイナンスアンドテクノロジー社との譲渡

契約による支払代金608百万円を平成21年５月期の第

１四半期（平成 20 年６月 1 日～平成 20 年８月 31 日）

において特別損失として計上致します。 

※ 譲渡（譲受）の契約の内容等 

①内容：癌治療薬 ECI301/eMIP 製剤 30％の持分権利及

び日本を除く東南アジアでの独占販売及びライセンス

権利を韓国のファイナンスアンドテクノロジー社より

当社が譲り受ける契約 

②譲渡契約締結日：平成 19 年９月 27 日 

③譲渡代金：608 百万円 

・平成 20 年５月末で支払い済みの金額：470 百万円 

・最終支払日：平成 20 年６月 13 日 

・最終支払金額：138 百万円 

④権利譲渡（譲受）日：平成 20 年６月 13 日 

 

2.当社は、平成 20 年 6月 27 日開催の取締役会におき

まして、連結子会社に対し貸付を行うことを決議しま

した。 

①貸付先の名称：株式会社セルテ 

②貸付金額：70 百万円 

③貸付実行日：平成 20 年 6 月 27 日 

④貸付理由：株式会社セルテにて開始する新規事業（健

康食品卸売事業）の仕入資金及び運転資金を援助する

ため。 

 

 

 

以 上 


