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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年９月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しており
ません。  

(2) 連結財政状態 

（注）当第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成20年９月期については記載しておりません。   

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第1四半期 598 ― 10 ― △51 ― △64 ―
20年9月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期純利
益

円 銭 円 銭

21年9月期第1四半期 △109.45 ―
20年9月期第1四半期 ― ―

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

21年9月期第1四半期 2,810 2,501 88.8 4,203.88
20年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  2,495百万円 20年9月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期連結累計期間 1,180 ― △90 ― △90 ― △95 ― △160.04
通期 2,520 ― 10 ― 10 ― 0 ― 0.00

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  593,600株 20年9月期  593,600株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  0株 20年9月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  593,600株 20年9月期第1四半期  584,283株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間、当社グループは、細胞医療支援事業の主力サービス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、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

な取り組みの成果として、当社グループの技術を用いて治療を実施する医療機関のネットワークは着実に拡充されて

きており、さらに各種メディアやWebサイトを活用した患者向け情報提供等により、免疫細胞療法に係る患者の認知

度・理解度も着実に向上しております。また、当第１四半期連結会計期間より、当社グループがこれまでに培った細

胞医療に係る様々なノウハウを活かし、当社グループの契約医療機関に対して、治療Evidenceの構築、新規治療法の

開発支援、医療情報の収集・提供、医療機関のブランド構築支援、患者及びその家族に向けた広報活動の企画・支援

などの新たなサービスの提供を開始いたしました。その他にも医療機関等に対する、医療設備等の賃貸、情報システ

ムサービスの提供、経営コンサルティング等の事業活動を展開しており、細胞医療支援事業の拡充に努めております。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は598百万円となりました。

　研究開発活動については、「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、平成20年10月には、国立がんセンターと、がん抗原特異的な細胞傷害性

T細胞（CTL）を効率的且つ大量に誘導できる新たな細胞培養技術の開発に向けた共同研究に係る契約を締結いたしま

した。同じく平成20年10月には、これまで継続的に取り組んできた研究テーマである「レギュラトリーT細胞を標的と

した免疫抑制解除法の確立」において、レギュラトリーT細胞の免疫抑制解除が期待されるモノクローナル抗体を取得

いたしました。

　その他では、医師・医療機関を戦略ターゲットとした学術営業活動の効果的な支援を行うべく、免疫細胞療法に対

するさらなる認知度及び理解度の向上を図り、需要喚起を促すためのセールスプロモーション活動を実施するととも

に、一方では、管理業務の効率化を図り、業務品質を維持しながら管理コストの最適化を図るなど経費抑制にも努め

ております。以上の結果、当第1四半期連結会計期間の営業利益は10,597千円となりました。

　このように、当社グループの事業は着実な進展を見ているものの、当第１四半期連結会計期間においては、米国の

経済状況の悪化による急激な円高の進展により、米国MASA Life Science Ventures, LPへの出資金の期末評価が大き

く下落するなど、61,936千円の為替差損を計上いたしました。また、保有する韓国KOSDAQ上場企業KOREA HINET Co., 

Ltdの全株式を売却したことによる投資有価証券売却損10,359千円を特別損失に計上いたしました。以上の結果、当第

１四半期連結会計期間の経常損失は△51,025千円、四半期純損失は△64,967千円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期末の総資産は、当連結会計年度期首に比べて199,095千円減少し、2,810,132千円となりました。流動

資産は1,486,539千円と当連結会計年度期首に比べ88,967千円減少しており、主な要因は現金及び預金の減少60,556千

円、売掛金の増加52,547千円、有価証券の減少200,000千円、流動資産のその他に含まれる短期貸付金の増加等であり

ます。固定資産は1,323,592千円と当連結会計年度期首に比べ110,128千円減少しておりますが、これは投資有価証券

の評価替え等によるものであります。

　当第１四半期末の負債は、当連結会計年度期首に比べて134,128千円減少し、308,904千円となりました。そのうち

流動負債は302,264千円で当連結会計年度期首に比べて140,768千円減少しております。主な要因は流動負債その他に

含まれる未払金の減少等であります。固定負債は、長期リース債務の増加により6,640千円となりました。

　当第１四半期末の純資産は、当連結会計年度期首に比べて当第１四半期純損失64,967千円が減少し、2,501,227千円

となりました。この結果、自己資本比率は88.8％となりました。

 

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末の現金及び現金同等物は、当連結会計年度期首に比べて260,556千円減少し902,097千円となりまし

た。

　営業活動に使用されたキャッシュ・フローは148,730千円となりました。これは主に、売上債権の増加△52,547千円、

未払金の減少118,288千円によるものであります。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは110,418千円となりました。これは主に、貸付けによる支出120,000千

円によるものであります。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは129千円となりました。これは主に、新株予約権の管理に係る手数料等

の支出によるものであります。

㈱メディネット (2370) 平成21年９月期 第１四半期決算短信
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の業績は、概ね計画通りに推移いたしました。第２四半期以降についても、引き続き医

師・医療機関とのネットワークの構築を着実に進めることにより、主力サービスである免疫細胞療法総合支援サービ

スを中心に、その他周辺事業も含め、細胞医療支援事業の拡充に努め、平成21年１月23日に開示いたしました予想値

の達成をめざしてまいります。

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　　　①　簡便な会計処理

　法人税等につきましては、連結会計年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額の算出に係る

加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。

　　　②　四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

㈱メディネット (2370) 平成21年９月期 第１四半期決算短信
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 902,097

売掛金 390,295

原材料 14,429

その他 179,716

流動資産合計 1,486,539

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 409,483

その他（純額） 119,495

有形固定資産合計 528,979

無形固定資産 56,104

投資その他の資産 738,508

固定資産合計 1,323,592

資産合計 2,810,132

負債の部  

流動負債  

買掛金 82,074

未払法人税等 5,930

引当金 36,313

その他 177,946

流動負債合計 302,264

固定負債  

その他 6,640

負債合計 308,904

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,267,332

資本剰余金 3,679,892

利益剰余金 △3,451,802

株主資本合計 2,495,422

新株予約権 5,805

純資産合計 2,501,227

負債純資産合計 2,810,132

㈱メディネット (2370) 平成21年９月期 第１四半期決算短信
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 598,599

売上原価 188,500

売上総利益 410,098

販売費及び一般管理費 399,501

営業利益 10,597

営業外収益  

受取利息 394

その他 79

営業外収益合計 473

営業外費用  

為替差損 61,936

その他 160

営業外費用合計 62,097

経常損失（△） △51,025

特別損失  

固定資産除却損 1,374

投資有価証券売却損 10,359

特別損失合計 11,733

税金等調整前四半期純損失（△） △62,759

法人税、住民税及び事業税 2,208

法人税等合計 2,208

四半期純損失（△） △64,967

㈱メディネット (2370) 平成21年９月期 第１四半期決算短信
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △62,759

減価償却費 29,169

賞与引当金の増減額（△は減少） △35,986

受取利息及び受取配当金 △394

投資有価証券売却損益（△は益） 10,359

為替差損益（△は益） 61,936

有形固定資産除却損 1,374

売上債権の増減額（△は増加） △52,547

たな卸資産の増減額（△は増加） △58

仕入債務の増減額（△は減少） △7,807

未払金の増減額（△は減少） △118,288

その他 34,761

小計 △140,241

利息及び配当金の受取額 279

法人税等の支払額 △8,768

営業活動によるキャッシュ・フロー △148,730

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 △4,880

無形固定資産の取得による支出 △6,630

投資有価証券の売却による収入 18,161

貸付けによる支出 △120,000

その他 2,931

投資活動によるキャッシュ・フロー △110,418

財務活動によるキャッシュ・フロー  

その他 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー △129

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △260,556

現金及び現金同等物の期首残高 1,162,654

現金及び現金同等物の四半期末残高 902,097

㈱メディネット (2370) 平成21年９月期 第１四半期決算短信
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当社及び連結子会社の事業は細胞医療支援事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。従って、

開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がありませんので、該当事項はありませ

ん。

〔海外売上高〕

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考」

当社は、第14期第１四半期より連結財務諸表を作成しており、それ以前については連結財務諸表を作成しておりま

せんので、前年同四半期に係る連結損益計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書に代わって、以下に前年同四半期

に係る個別損益計算書及び個別キャッシュ・フロー計算書を記載しております。

　また、同様に四半期連結貸借対照表に前連結会計年度末に係る要約貸借対照表を記載できませんので、以下に前事

業年度の個別要約貸借対照表を記載しております。

　なお、前事業年度の個別要約貸借対照表は、第13期の有価証券報告書に記載した貸借対照表を四半期財務諸表等規

則に従い要約しておりますが、これについては監査法人のレビューを受けておりません。

（１）（要約）四半期損益計算書

前第１四半期累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

科目

前四半期
（平成20年９月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 453,433

Ⅱ　売上原価 181,657

売上総利益 271,775

Ⅲ　販売費及び一般管理費 418,811

営業損失(△) △147,035

Ⅳ　営業外収益 11,053

Ⅴ　営業外費用 8,471

経常損失(△) △144,453

税引前四半期純損失
(△)

△144,453

法人税、住民税及び
事業税

2,181

四半期純損失(△) △146,634
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期累計期間（自　平成19年10月１日　至　平成19年12月31日）

 
前四半期

（平成20年９月期
第１四半期）

区分 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 △144,453

減価償却費 30,894

賞与引当金の減少額 △45,707

受取利息及び受取配当金 △2,227

投資事業組合利益 △7,694

為替差損 4,679

支払利息 49

株式交付費 905

社債発行費等 30

売上債権の減少額 22,051

たな卸資産の増加額 △8,053

仕入債務の減少額 △14,794

未払金の減少額 △3,364

未払消費税等の減少額 △14,898

その他 17,360

小計 △165,222

利息及び配当金の受取額 2,311

利息の支払額 △42

法人税等の支払額 △8,722

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,675

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 △10,583

無形固定資産の取得による支出 △2,618

投資有価証券の取得による支出 △193,845

貸付金の回収による収入 45,227

差入保証金の差入による支出 △7,592

差入保証金の返還による収入 250

投資活動によるキャッシュ・フロー △169,160

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

株式の発行による収入 126,314

財務活動によるキャッシュ・フロー 121,314

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △219,521

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,911,926

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,692,404
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（３）前事業年度の要約貸借対照表

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年９月30日）

区分 金額（千円）

資産の部

流動資産

現金及び預金 962,591

売掛金 336,813

有価証券 200,000

原材料 14,371

その他 122,492

流動資産合計 1,636,268

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 349,042

その他（純額） 113,503

有形固定資産合計 462,546

無形固定資産 59,297

投資その他の資産 805,846

固定資産合計 1,327,689

資産合計 2,963,958

負債の部

流動負債

買掛金 89,395

未払法人税等 13,247

引当金 72,300

その他 200,268

流動負債合計 375,212

負債合計 375,212

純資産の部  

株主資本  

資本金 2,267,332

資本準備金 3,679,892

利益剰余金 △3,364,284

株主資本合計 2,582,940

新株予約権 5,805

純資産合計 2,588,745

負債純資産合計 2,963,958
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