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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）平成20年12月期第1四半期については四半期財務諸表を作成していないため、記載を省略しております。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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12月期第1四半期 205 ― 44 ― 16 ― 8 ―
20年12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12月期第1四半期 0.87 0.78
20年12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12月期第1四半期 1,056 721 68.3 65.09
20年12月期 722 427 59.1 42.39

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  721百万円 20年12月期  427百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間 382 ― 35 ― 0 ― △3 ― △0.28

通期 904 65.6 188 71.9 151 41.4 85 43.0 7.86
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(2) 四半期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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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12月期第1四半期 11,082,000株 20年12月期  10,082,000株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  0株 20年12月期  0株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 10,148,666株 20年12月期第1四半期 10,082,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．.本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいて 
  おり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項 
  等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、米国発の世界的な金融市場の混乱等による全世界的な景

気悪化の影響を受けました。需要の急減に加え円高の進行による企業収益の減少や株価の急落が生じたこ

とから、所得及び雇用の調整が進み、個人消費も低迷してきております。昨年来のGDPのマイナス成長か

らの脱却にはまだ時間がかかると思われ、当面は先行き不透明な状況が続くと予想されます。 

このような経営環境の下、当社はがんワクチン療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法」の研究開

発、「アイマックスがん治療」の普及を進めることで、安定的な成長を継続するべく、前事業年度に引き

続き、全国の医療機関に対する営業開拓活動や契約医療機関の医療の質を高めるための包括的な支援、セ

ミナー等を通じた患者に対する情報提供活動を行ってまいりました。 

全国の医療機関に対する営業開拓活動については、平成20年10月に医療法人社団 博心厚生会（東北地

区）、平成21年２月に独立行政法人国立病院機構 鹿児島医療センター（九州地区）と提携契約の締結、

平成21年３月に新横浜かとうクリニック（関東地区）と提携契約の改定を行い※、当社技術・ノウハウの

提供開始に向けて準備を進めております。これにより、当社の契約医療機関数は12になりました。 

また、契約医療機関の医療の質を高めるための包括的な支援により、前事業年度後半より治療が開始さ

れた「国立大学法人信州大学医学部附属病院」、「ミッドランドクリニック」、「特定医療法人 北楡会

札幌北楡病院」を含めて、各契約医療機関での集患が順調に推移したことから、当第１四半期会計期間の

樹状細胞ワクチン療法の症例数が約230となり、当社設立以降の累計で1,100を超えました。 

患者に対する情報提供活動については、「セレンクリニック」、「クリニックサンルイ」、「ミッドラ

ンドクリニック」、「医療法人社団 博心厚生会 九段クリニック」等の協力を得て、東京都、京都府、愛

知県等で患者向けセミナーを開催し、当社技術・ノウハウの認知度・理解度の向上に努めました。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の営業収入は205,561千円、営業利益は44,821千円、経常利益は

16,938千円となり、また、四半期純利益は8,786千円となりました。 

  
※新横浜かとうクリニックについては、平成20年７月に提携契約を締結し、活性化リンパ球療法の技術・ノウハウの

みを提供しておりましたが、平成21年３月に従来の提携契約を改定し、樹状細胞ワクチン療法の技術・ノウハウ提

供も併せて開始することとなりました。 

  

①財政状態の分析 

 （流動資産） 

当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は613,139千円で、前事業年度末と比べ253,290千円

増加しております。これは主に、現金及び預金が株式公開時の公募増資による増加284,808千円と運転

資金、設備投資、社債の償還等による減少7,359千円を合わせて277,448千円増加したことや、売掛金の

減少19,657千円によるものです。 

 （固定資産） 

当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は443,277千円で、前事業年度末と比べ80,566千円

増加しております。これは主に、リース取引に関する会計基準の適用によるリース資産の増加84,135千

円、特許実施権の増加14,895千円、貸倒引当金の計上による減少10,689千円によるものです。 

 （流動負債） 

当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は177,300千円で、前事業年度末と比べ418千円増加

しております。これは主に、未払金の増加23,017千円、リース取引に関する会計基準の適用による一年

以内返済リース債務の増加19,239千円、未払法人税等の減少39,345千円によるものです。 

 （固定負債） 

当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は157,798千円で、前事業年度末と比べ39,452千円

増加しております。これは主に、リース取引に関する会計基準の適用によるリース債務の増加66,677千

円、社債の償還による減少17,500千円、長期割賦未払金の支払いによる減少6,075千円、預り敷金の返

還による減少3,650千円によるものです。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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 （純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産の残高は721,317千円で、前事業年度末と比べ293,986千円増

加しております。これは主に、株式公開時の公募増資に伴う資本金及び資本剰余金の増加285,200千

円、四半期純利益の計上8,786千円によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの分析 

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、前事業年度末に比べ

277,448千円増加し、440,147千円となりました。 

当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は58,375千円となりました。その主な内訳は、税引前四半期純利益

15,655千円、減価償却費23,588千円、売上債権の減少19,657千円、法人税等の支払46,685千円によるも

のです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は30,306千円となりました。その主な内訳は基盤提携医療機関支援の為

の有形固定資産の取得による支出24,456千円、無形固定資産の取得による支出5,850千円によるもので

す。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により獲得した資金は249,379千円となりました。その主な内訳は、株式の発行による収入

284,808千円、社債の償還による支出17,500千円、株式の発行による支出7,213千円によるものです。 

  

平成21年12月期の業績予想につきましては、広告宣伝費等で第１四半期の当初予算に未消化の費用があ

り、この未消化の費用を第２四半期において、計上する見込みでございますので、平成21年３月26日に公

表いたしました業績予想に変更はありません。 

なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

当事業年度より「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

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

当事業年度の第１四半期会計期間から平成19年３月30日改正の「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法

に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する

方法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前事業年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利息相当

額控除後）を取得価額として取得したものとしてリース資産に計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、貸借対照表については、有形固定資産が84,135千

円、流動負債が19,239千円、固定負債が66,677千円増加し、損益計算書については、営業利益が741

千円増加、経常利益が498千円減少し、税引前四半期純利益が1,781千円減少しております。 

キャッシュ・フロー計算書については、従来、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に計

上されていたリース料のうち、リース債務の返済相当額の支払は「財務活動によるキャッシュ・フロ

ー」の区分に計上する方法に変更しました。 

  以上の変更により「営業活動によるキャッシュ・フロー」が4,640千円増加し、「財務活動による

キャッシュ・フロー」が4,640千円減少しております。 

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

②リース取引に関する会計基準の適用
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 440,147 162,698

売掛金 158,887 178,545

商品 － 2,176

前払費用 7,774 6,941

繰延税金資産 712 3,645

未収入金 5,065 5,089

その他 551 751

流動資産合計 613,139 359,849

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 185,513 193,105

工具、器具及び備品（純額） 105,072 106,188

リース資産（純額） 84,135 －

有形固定資産合計 374,721 299,294

無形固定資産   

ソフトウエア 2,325 1,695

特許実施権 40,208 25,312

無形固定資産合計 42,533 27,007

投資その他の資産   

敷金 26,539 30,189

繰延税金資産 4,653 699

保険積立金 5,519 5,519

貸倒引当金 △10,689 －

投資その他の資産合計 26,022 36,408

固定資産合計 443,277 362,710

資産合計 1,056,416 722,559
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,745 1,503

1年内償還予定の社債 35,000 35,000

リース債務 19,239 －

未払金 79,692 56,675

割賦未払金 24,300 24,300

未払法人税等 8,472 47,817

その他 8,850 11,585

流動負債合計 177,300 176,881

固定負債   

社債 47,500 65,000

リース債務 66,677 －

長期未払金 7,875 7,875

長期割賦未払金 14,175 20,250

長期預り敷金 21,571 25,221

固定負債合計 157,798 118,346

負債合計 335,099 295,228

純資産の部   

株主資本   

資本金 390,228 247,628

資本剰余金 262,675 120,075

利益剰余金 68,413 59,627

株主資本合計 721,317 427,331

純資産合計 721,317 427,331

負債純資産合計 1,056,416 722,559
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業収入 205,561

営業原価 51,731

営業総利益 153,829

販売費及び一般管理費 109,008

営業利益 44,821

営業外収益  

受取利息 125

不動産賃貸収入 14,413

助成金収入 6,442

その他 92

営業外収益合計 21,074

営業外費用  

支払利息 1,239

社債利息 310

不動産賃貸原価 14,413

株式交付費 10,329

株式公開費用 11,646

貸倒引当金繰入額 10,689

その他 326

営業外費用合計 48,957

経常利益 16,938

特別損失  

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,283

特別損失合計 1,283

税引前四半期純利益 15,655

法人税、住民税及び事業税 7,889

法人税等調整額 △1,020

法人税等合計 6,868

四半期純利益 8,786
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 15,655

減価償却費 23,588

リース会計基準の適用に伴う影響額 1,283

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,689

受取利息及び受取配当金 △125

支払利息及び社債利息 1,550

助成金収入 △6,442

株式交付費 10,329

株式公開費用 11,646

売上債権の増減額（△は増加） 19,657

前払費用の増減額（△は増加） △832

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,176

未収入金の増減額（△は増加） 24

仕入債務の増減額（△は減少） 241

未払金の増減額（△は減少） 9,664

未払費用の増減額（△は減少） 1,992

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,529

その他 8,541

小計 100,113

利息及び配当金の受取額 125

利息の支払額 △1,989

助成金の受取額 6,811

法人税等の支払額 △46,685

営業活動によるキャッシュ・フロー 58,375

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 △24,456

無形固定資産の取得による支出 △5,850

敷金の回収による収入 50

長期預り金の返還による支出 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,306

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △17,500

割賦債務の返済による支出 △6,075

株式の発行による収入 284,808

株式の発行による支出 △7,213

リース債務の返済による支出 △4,640

財務活動によるキャッシュ・フロー 249,379

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 277,448

現金及び現金同等物の期首残高 162,698

現金及び現金同等物の四半期末残高 440,147
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、平成21年３月25日公募増資による払込を受け、平成21年３月26日付けで株式会社ジャスダッ

ク証券取引所「ＮＥＯ」に上場いたしました。この結果、当第１四半期会計期間において資本金が

142,600千円、資本準備金142,600千円増加し、当第１四半期会計期間末において資本金が390,288千

円、資本準備金が262,675千円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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