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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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5月期第3四半期 221 18.7 △966 ― △1,001 ― △1,657 ―
20年5月期第3四半期 186 ― △880 ― △931 ― △1,065 ―

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5月期第3四半期 △10,374.33 ―
20年5月期第3四半期 △9,024.50 ―

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5月期第3四半期 650 338 51.9 1,968.98
20年5月期 1,998 1,715 85.8 10,956.38

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  337百万円 20年5月期  1,715百万円

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5月期 ― ― ― ― ―
21年5月期 ― ― ―
21年5月期 

（予想）
― ―

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,658 657.9 △250 ― △256 ― △873 ― △5,576.84
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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  無  

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(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 
 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第3四半期 171,640株 20年5月期  156,540株
② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  ―株 20年5月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 159,783株 20年5月期第3四半期 118,040株
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  当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業並びに総合美容事業において事業を展

開しております。 当第３四半期連結累計期間の売上高は221,371千円、営業損失は966,321千円、経常

損失は1,001,694千円、四半期純損失は1,657,639千円となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

■創薬及び創薬関連事業  

 「癌治療薬ECI301開発プロジェクト」の研究成果報告の対価、抗炎症薬開発を目指す「フロント

(FROUNT)創薬開発プロジェクト」における共同研究協力金収入、創薬関連事業である喘息と慢性閉塞性

肺疾患(COPD)に対する「オーダーメイド医療の実現」を目指したAstraZeneca社(英)との共同研究契約

収入等により売上高74,746千円を計上しました。営業損失は608,586千円となりました。  

■創薬ツール供給事業  

 包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケアバイオサイエンス株式会社

（以下GEHC社）等への売上80,148千円を計上しました。営業損失は120,615千円となりました。 

■総合美容事業 

  子会社の㈱セルテにおける健康食品卸売事業等において売上高66,476千円を計上しました。営業損失

は25,727千円となりました。 

  

 (1) 財政状態の分析  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は650,708千円(前連結会計年度末比1,347,343千円減少）とな

りました。流動資産は400,624千円（同1,222,350千円減少）、これは現金及び預金が562,710千円、前

渡金が577,978千円それぞれ減少したことなどによります。固定資産は250,084千円（同124,992千円減

少）となっております。  

 負債は311,916千円（前連結会計年度末比28,976千円増加）となりました。流動負債は160,522千円

（同9,662千円増加）、これは一年内返済予定の長期借入金40,000千円が減少、買掛金が70,667千円増

加したことなどによります。固定負債は151,394千円（同19,314千円増加）、これは長期預り金が

19,314千円増加したことによります。  

 純資産は338,792千円（前連結会計年度末比1,376,319千円減少）、これは利益剰余金が1,657,639千

円減少したことによります。  

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会

計期間末と比べて562,710千円減少し、98,930千円となりました。 

・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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は857,837千円となりました。こ

れは主に、税金等調整前四半期純損失1,656,488千円、前渡金の増加額が30,021千円、仕入債務の増加

額が70,667千円によるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間において、投資活動の結果得られた資金は39,609千円となりました。これ

は主に、保険積立金の解約による収入36,243千円によるものです。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は260,310千円となりました。こ

れは、長期預り金による収入19,314千円、長期借入金の返済による支出40,000千円、株式の発行による

収入279,935千円によるものです。  

  

  

 通期業績予想は、１ページに記載のとおりであり、平成20年７月発表から変更しておりません。な
お、業績の修正をしない理由は、下記のとおりです。 

①業績予想と実績の差異 

 
  

② 当第３四半期累計期間における業績予想と実績の差異の理由 
 創薬ツール供給事業における差異については、売上予想に大きな比重を占めるTAXIScan-FLの完成が当第
３四半期会計期間までずれ込み、本格的販売が第４四半期に入ってからとなったためです。また創薬及び創
薬関連事業におきましては、更新を見込んでいたAstraZeneka社との共同研究契約が昨年12月に終了となっ
たためです。癌治療薬ECI301のアライアンス契約につきましては、当初から第４四半期での計上を見込んで
いるため、当第３四半期累計期間での実績はありません。 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当第３四半期
累計業績予想
（百万円）

当第３四半期
累計実績 
(百万円)

予算実績
差異 

（百万円)

第４四半期
業績予想 
(百万円)

通期実績
見通し 
(百万円)

通期予算 
  

(百万円)

予実差異
進捗率 
(%)

(A) (B) (C=A-B) (D) (E=B+D) (F) (G=E/F)

売上高

 創薬ツール供給事業 502 80 △ 421 200 280 829 33.8

 創薬及び 
 創薬関連事業

115 74 △ 40 75 149 155 96.1

 ECI301アライアンス ― ─ ─ 1,000 1,000 500 200.0

 総合美容事業 57 66 9 75 141 172 82.0

計 676 221 △ 454 1,350 1,571 1,658 94.8

売上原価 560 665 △ 105 350 1,015 856 118.6

売上総利益又は 
売上総損失（△）

115 △ 444 △ 559 1,000 556 801 69.4

販売管理費 840 521 318 250 771 1,052 73.3

営業利益又は 
営業損失（△）

△ 724 △ 966 △ 242 750 △ 216 △ 250 86.4

経常利益又は 
計上損失（△）

△ 729 △ 1,001 △ 272 750 △ 251 △ 256 98.0

当期純利益又は 
当期純損失（△）

△ 1,345 △ 1,657 △ 312 750 △ 907 △ 873 103.9
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③通期の見通し 

創薬ツール供給事業においては、第４四半期から本格的に販売を開始したTAXScan-FLの売り上げが期待
できますが、減額修正の公算が濃厚です。また、創薬及び創薬関連事業におきましては、アステラス製薬
との共同研究が寄与する見込みですが、その他の共同研究収入が見込めないため、業績予想を達成できな
い可能性があります。しかし、癌治療薬ECI301のアライアンス契約については、ECI301の臨床試験が4月
末に予定されている治験申請を受けて５月より開始される見通しであることから、海外大手製薬企業との
ライセンスアウト契約が急速に進む動きが出てきており、契約一時金の売上金額も当初予想を大きく上回
る公算が強まりつつあります。この契約による売上により、他の事業における業績予想の未達をカバーで
きる見込みであります。 
  
  

  

 該当事項はありません。 
  

  

 該当事項はありません。 
  

  

① 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。 

  

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、これによる損益に与える影響はありま

せん。 

  

③ 消費税等の会計処理について、従来、連結子会社においては税込方式によっておりましたが、第

１四半期連結会計期間より課税事業者となったため税抜方式に変更しました。これにより、当第３

四半期連結累計期間において、営業損失は173千円、経常損失は133千円、税金等調整前四半期純損

失は346千円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載

しております。 

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)

(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

(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
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１【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３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 98,930 661,640

売掛金 25,559 31,848

商品及び製品 109,728 95,906

仕掛品 5,440 27,706

原材料及び貯蔵品 43,996 46,092

前渡金 82,195 660,174

前払費用 15,410 29,726

未収入金 － 16,324

未収消費税等 18,932 18,268

短期貸付金 － 65,000

その他 430 2,787

貸倒引当金 － △32,500

流動資産合計 400,624 1,622,974

固定資産   

有形固定資産   

建物 33,414 102,063

減価償却累計額 △12,285 △18,526

減損損失累計額 － △59,820

建物（純額） 21,128 23,716

工具、器具及び備品 884,658 903,780

減価償却累計額 △736,576 △685,206

減損損失累計額 △378 △22,006

工具、器具及び備品（純額） 147,702 196,567

有形固定資産合計 168,831 220,284

無形固定資産   

ソフトウエア 2,737 3,989

無形固定資産合計 2,737 3,989

投資その他の資産   

投資有価証券 6,166 10,174

敷金及び保証金 72,349 104,324

保険積立金 － 36,243

破産更生債権等 89,186 －

その他 1,400 61,460

貸倒引当金 △90,586 △61,400

投資その他の資産合計 78,515 150,802

固定資産合計 250,084 375,077

資産合計 650,708 1,998,052
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 74,493 3,825

1年内返済予定の長期借入金 － 40,000

未払金 32,101 36,576

前受金 20,024 54,793

未払法人税等 5,300 9,371

その他 28,602 6,291

流動負債合計 160,522 150,859

固定負債   

長期預り金 151,394 132,080

固定負債合計 151,394 132,080

負債合計 311,916 282,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,290,896 2,150,655

資本剰余金 3,417,532 3,277,291

利益剰余金 △5,370,473 △3,712,833

株主資本合計 337,955 1,715,112

新株予約権 837 －

純資産合計 338,792 1,715,112

負債純資産合計 650,708 1,998,052
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 221,371

売上原価 665,766

売上総損失（△） △444,395

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 521,925

営業損失（△） △966,321

営業外収益  

受取利息 737

その他 882

営業外収益合計 1,620

営業外費用  

支払利息 1,054

株式交付費 324

為替差損 6,228

貸倒引当金繰入額 29,386

営業外費用合計 36,994

経常損失（△） △1,001,694

特別損失  

持分買取損失 608,000

商品廃棄損 11,132

事務所移転費用 4,336

投資有価証券評価損 4,008

固定資産除却損 15

貸倒引当金繰入額 27,300

特別損失合計 654,793

税金等調整前四半期純損失（△） △1,656,488

法人税、住民税及び事業税 1,151

法人税等合計 1,151

四半期純損失（△） △1,657,639
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28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（△） △1,656,488

減価償却費 68,941

持分買取損失 608,000

事務所移転費用 4,551

投資有価証券評価損益（△は益） 4,008

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,686

有形固定資産除却損 15

株式交付費 324

受取利息及び受取配当金 △737

支払利息 1,054

為替差損益（△は益） 4,839

売上債権の増減額（△は増加） 6,466

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,540

前渡金の増減額（△は増加） △30,021

未収消費税等の増減額（△は増加） △664

その他の流動資産の増減額（△は増加） 17,157

仕入債務の増減額（△は減少） 70,667

預り金の増減額（△は減少） 1,659

前受金の増減額（△は減少） △34,769

未払金の増減額（△は減少） 1,683

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,711

小計 △849,372

利息及び配当金の受取額 737

利息の支払額 △1,054

事務所移転費用の支払額 △6,387

法人税等の支払額 △1,761

営業活動によるキャッシュ・フロー △857,837

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 △16,250

敷金及び保証金の差入による支出 △2,257

敷金及び保証金の回収による収入 16,675

保険積立金の解約による収入 36,243

貸付金の回収による収入 5,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 39,609
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期預り金による収入 19,314

長期借入金の返済による支出 △40,000

株式の発行による収入 279,935

新株予約権の発行による収入 1,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,310

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △562,710

現金及び現金同等物の期首残高 661,640

現金及び現金同等物の四半期末残高 98,930
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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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日） 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において1,657,639千円の四半期純損失ならびに営業活動

によるキャッシュフローのマイナスを計上しております。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の費

用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じま

す。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社においても、癌治療薬

ECI301の前臨床試験等の研究開発費を先行投資しております。また、研究協力金及び細胞動態解析装置

の販売による収入で、研究開発費及び運転資金を賄うことができない状況が続いております。  

 以上を鑑み、当社グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が生じています。当該状況に対応

すべく、当社は事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおります。  

 事業資金の調達につきましては、平成20年９月５日開催の当社取締役会において、第９回新株予約権

の発行を決議し、平成20年９月22日にその払込金額1,362千円の払込が完了致しました。 本新株予約権

は第三者割当方式にて投資会社にその全てを割当てました。当該投資会社及び当該投資会社より当該新

株予約権を譲渡された先による行使は、平成21年３月31日現在で606,295千円に達し、未行使分113,038

千円となっております。また、当社の運転資金と研究開発資金に余裕を持たせるため、平成21年３月３

日開催の当社取締役会において、第10回新株予約権の発行を決議し、平成21年３月23日にその払込金額

2,640千円の払込が完了しました。本新株予約権は第三者割当の方式にて、業務提携先のマレーシア政

府系バイオ研究機関Inno Bio Ventures社に予約権20個、投資会社に10個、個人投資家3名に各々10個ず

つ割り当てました。第9回新株予約権未行使分及び第10回新株予約権による600,000千円につきましても

権利行使が順調に進むものと予想しております。  

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下致し

ます。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、世界のビッグファーマとライセンス契約

締結交渉を進めて参ります。契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリ

ティ収入が期待できます。創薬ツール供給事業は提携先であるGEヘルスケアバイオサイエンス社ととも

に国内及び海外向け販路の拡大を目指します。又、平成21年初めに発売を開始した新製品、蛍光細胞動

態解析装置(TAXIScan-FL)の販売促進を積極的に行います。  

 経費削減につきましては、子会社株式会社セルテのリストラが一段落し、高額であった賃料の負担も

大幅に軽減されました。又、研究開発に関連する取引先とも友好な関係を維持しながらのコスト削減交

渉を進めております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進め

る中で、安定した経営基盤の確立を図って参ります。  

 上記の施策を条件に、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断しております。四

半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連

結財務諸表には反映しておりません。  

   

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 
  

 
  

３  四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の③に記載のとおり、連結子会

社において第１四半期会計期間より課税事業者となったため、税抜方式に変更しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合と比べ、売上高は3,332千円、営業損失は173千円減少しております。 
  
  

【所在地別セグメント情報】 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日）    

 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。   

  

【海外売上高】 

   当第３四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日）    
  

   
（注）１．国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 
   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

    （1）アジア・オセアニア・・・・・韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 
    （2）北米・欧州・・・・・・・・・・・・・アメリカ、イギリス 

  

(5) セグメント情報

創薬及び創薬
関連事業 
(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

74,746 80,148 66,476 221,371 ― 221,371

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 74,746 80,148 66,476 221,371 ─ 221,371

営業損失（△） △608,586 △120,615 △25,727 △754,930 （211,391） △966,321

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

総合美容事業 総合的再生美容サービス、健康食品

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 4,728 66,225 70,954

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 221,371

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

2.1 29.9 32.1
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 当社は、平成20年９月22日付で、セノーテキャピタル株式会社から第三者割当による新株予約権発
行の払い込み（1,362千円）を受けました。この一部権利行使等により、当第３四半期連結累計期間
において資本金が140,241千円、資本準備金が140,241千円増加し、当第３四半期連結会計期間末にお
いて資本金が2,290,896千円、資本準備金が3,417,532千円となっております。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

  (1) （要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成19年６月１日  
至 平成20年２月29日)

金額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高 186,572 100.0

Ⅱ 売上原価 278,264 149.1

   売上総損失（△） △ 91,691 △ 49.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 788,799 422.8

   営業損失（△） △ 880,490 △ 471.9

Ⅳ 営業外収益 5,868 3.1

Ⅴ 営業外費用 56,390 30.2

   経常損失（△） △ 931,012 △ 499.0

Ⅵ 特別利益 611 0.3

Ⅵ 特別損失 133,722 71.6

   税金等調整前第３四半期純損失（△） △ 1,064,124 △ 570.3

   法人税、住民税及び事業税 1,128 0.6

   第３四半期純損失（△） △ 1,065,252 △ 570.9
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  (2) (要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年６月１日  
 至 平成20年２月29日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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（△） △1,064,124

   減価償却費 134,751

      有価証券売却益 △584

   減損損失 73,124

   有形固定資産売却益 △26

   受取利息 △3,920

   支払利息 1,606

   為替差損 52,216

   株式交付費 152

   有形固定資産除却損 53,023

   事務所移転費用 7,574

   売上債権の減少額または増加額（△） △16,441

   たな卸資産の減少額または増加額（△） 21,944

   未収消費税等の増加額 38,448

   その他の流動資産の増加額 △504,073

   仕入債務の増加額又は減少額（△） △133,295

   預り金の増加額又は減少額（△） 790

   前受金の増加額又は減少額(△) 17,137

   その他流動負債の増加額 63,286

    小計 △1,258,409

   利息及の受取額 3,920

   利息の支払額 △2,195

   事務所移転費用の支払額 △6,863

   法人税等の支払額 △1,910

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,265,457
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前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年６月１日  
 至 平成20年２月29日)

区分 金額(千円)

Ⅱ 投資活動のよるキャッシュ・フロー

   有価証券の売却による収入 100,958

   有形固定資産の取得による支出 △24,261

   無形固定資産の取得による支出 △1,344

   貸付による支出 △65,000

   貸付金の回収による収入 1,132

   敷金保証金の返還による収入 19,081

  投資活動によるキャッシュ・フロー 30,566

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 15,231

   長期借入金の返済による支出 △ 80,000

   新株予約権の発行による収入 10,010

   その他 △ 152

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 54,911

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 52,201

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,342,003

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,769,735

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 427,732
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  (3) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

     前四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日） 

当社グループは、当第３四半期連結会計期間において、1,065百万円の当期純損失ならびに1,265百万円の営

業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。また、平成19年11月末日までに予定してお

りました第三者割当増資、または新規借入等による資金調達を実行することが出来ませんでした。  

以上を鑑み、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。  

当該状況に対応すべく、まずは、可及的速やかな資金調達実行に全力を尽します。さらに当面の資金を確保し

た後は、中長期の視点から捉えた安定的かつより効率的な資金調達を、増資等によるファイナンスを中心に進

めてまいります。  

 売上の回復については、創薬及び関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下します。具体的に

は癌治療薬開発プロジェクト（eMIP/ECI301)及び抗炎症薬開発プロジェクト（FROUNT)を主軸としてまいりま

す。特に計画より遅れていますeMIP/ECI301は臨床試験のステージへ1日でも早く進めるようプロジェクト管理

を徹底します。創薬ツール供給事業は提携先であるGEHC社とともに国内はもとより海外展開を積極的に推進し

ます。中国、韓国からさらには米国、ヨーロッパとGEHC社のネットワークを活用し、全世界への販路拡大を図

ってまいります。  

 経費の削減については、平成19年9月に本社を移転し中央ラボ（目黒区青葉台）統合し家賃負担の削減を実

施しました。家賃負担についてはさらに賃貸面積の縮小等による削減を検討してまいります。合わせて人件費

等の削減により更なる固定費削減に努めます。  

 又、研究開発に関連する外注先とも友好な関係を維持しつつもコスト削減のため粘り強い交渉を進めてまい

ります。子会社㈱セルテの総合美容事業に関してはクリニック・エステ事業より撤退し、今後は、化粧品製造

販売事業を中心の事業展開を図り、早期にキャッシュを生み出す事業への成長を実現します。  
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  (4) セグメント情報 

   ａ．事業の種類別セグメント情報 

  前第３四半期連結累計期間 (自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
(注) １． 事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２． 各区分に属する主な製品等 
  

   
３． 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は311百万円であり、その主なもの

は当社の管理部門に係る費用であります。 

  

   ｂ．所在地別セグメント情報 

  前第３四半期連結累計期間 (自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日) 

  在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

  

   ｃ．海外売上高 

  前第３四半期連結累計期間 (自 平成19年６月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
(注) １． 国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

２． 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1) アジア・オセアニア……韓国、台湾、マレーシア、中国、オーストラリア 

(2) 北米・欧州………………アメリカ、イギリス 

創薬及び 
創薬関連事業 

(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

総合美容事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

75,911 78,961 31,698 186,572 ─ 186,572

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 75,911 78,961 31,698 186,572 ─ 186,572

  営業費用 381,007 245,690 129,343 756,041 311,021 1,067,063

  営業損失（△） △305,095 △166,729 △97,644 △569,469 △311,021 △880,490

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

総合美容事業 総合的再生美容サービス、化粧品製造販売

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,725 75,270 81,995

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 186,572

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.6 40.3 44.0
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