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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 114 2.7 △1,102 ― △1,113 ― △1,133 ―

20年3月期 111 8.1 △1,071 ― △1,049 ― △1,086 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △11,218.14 ― △38.1 △28.6 △961.1

20年3月期 △13,074.45 ― △40.3 △25.6 △959.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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3月期 3,453 2,418 70.0 23,886.06
20年3月期 4,327 3,532 81.6 34,957.33

（参考） 自己資本   21年3月期  2,418百万円 20年3月期  3,532百万円

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

21年3月期 △1,021 1,078 223 956
20年3月期 △981 △1,922 1,540 676

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

116 92.8 △677 ― △688 ― △690 ― △6,815.78

通期 361 214.8 △1,150 ― △1,173 ― △1,177 ― △11,626.86
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注） 詳細は、24ページ 「重要な会計方針」 をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、41ページ 「１株当たり情報」 をご覧ください。 

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3月期 101,251株 20年3月期 101,051株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し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仮定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、３ページ 「１． 経営成績（1）経営成績に関する分析」 をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

   当事業年度における我が国経済は、米国サブプライムローン問題を発端とした金融危機が世界規模での経済危機

となり、先進国で も大きな落ち込みを余儀なくされ、自動車及び一部のエレクトロニクス製品など輸出産業を中

心に大きな打撃を受けることとなりました。 

  このような経済環境において、我が国政府はバイオ産業の育成を重点施策として掲げ、各種支援策を提案しまし

た。平成19年４月に文部科学省、厚生労働省、経済産業省が合同で発表した「革新的医薬品・医療機器創出のため

の５か年戦略の概要」に基づき、平成20年度も開発環境、審査体制等の整備を進めました。文部科学省は、iPS細

胞技術に係る大きな研究投資を実行しました。厚生労働省は、未承認の医療技術であっても評価療養としていわゆ

る混合診療が認められる高度医療評価制度を導入すると同時に、再生医療産業の育成を目的とし、自家ならびに同

種製品に関する安全性評価基準の指針を策定しました。 

  一方で、当事業年度における我が国の再生医療分野の大きな進展は、当社自家培養表皮の保険収載のみであり、

確認申請に適合した製品、製造承認を取得した製品はありませんでした。国内の大手製薬メーカーは海外のバイオ

ベンチャーを買収することにより、精力的にパイプラインの拡充に努めました。夏以降の経済危機の影響もあり、

バイオベンチャーの中には事業から撤退あるいは資金繰りに窮する企業が発生しました。これを受け、経済産業省

が中心となり、有望なベンチャー企業の資金調達を広く支援するためにイノベーション創造機構の立ち上げが始動

しました。 

  このような環境のもと、当社は平成19年10月に製造承認を取得した自家培養表皮ジェイスの保険収載に向けた活

動を展開し、平成21年１月から保険が適用されることになりました。保険適用においては、算定限度、施設要件等

の留意事項が付与されましたが、重症熱傷患者さまへのジェイス提供が始まりました。自家培養軟骨は、独立行政

法人医薬品医療機器総合機構が提供する事前相談制度を活用し、製造販売承認申請の提出準備を進めましたが、当

期中の提出には至りませんでした。また、自家培養角膜上皮は、治験前の確認申請に当期中に適合することを目指

しましたが、主要な照会事項への対応に時間を要したため、適合には至りませんでした。一方で、技術導入元であ

るイタリアのベネトアイバンクと商圏に係る交渉を行った結果、旧契約では日本・韓国・台湾に限定されていた事

業テリトリーを、アジア全域に拡大することに成功しました。研究開発支援事業として４年目を迎えた研究用ヒト

培養組織ラボサイトシリーズについては、日本代替法評価センターが推進するバリデーション試験の遅れと経済危

機の影響を受けたものの、着実に販売実績を積み重ねました。 

  こうした結果、当事業年度における売上高は114,724千円（前年同期比2.7％増）となりましたが、再生医療製品

事業にかかる研究開発投資や減価償却費負担等から営業損失1,102,590千円（前年同期は1,071,773千円の営業損

失）、経常損失1,113,962千円（前年同期は1,049,967千円の経常損失）となり、当期純損失は1,133,985千円（前

年同期は1,086,238千円の当期純損失）となりました。 

（通期の見通し） 

 通期の業績予想といたしましては、自家培養表皮ジェイスの売上高が増え、大幅に売上高は増加する見込みです

が、人件費の増加及び製造販売後臨床試験の費用増加により、前年より損失は増大する見込みです。その結果、売

上高361百万円（前年同期比214.8％増）、営業損失1,150百万円、経常損失1,173百万円、当期純損失1,177百万円

を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末において、総資産は3,453,340千円（前年同期と比べ873,910千円減少）、負債は1,034,852千円

（前年同期と比べ240,074千円増加）、純資産は2,418,487千円（前年同期と比べ1,113,985千円減少）となってお

り、有利子負債は735,150千円（前年同期と比べ203,300千円増加）となっております。 

当事業年度における資産、負債及び純資産の状態に関する分析は以下のとおりであります。 

（流動資産） 

 当事業年度末における流動資産の残高は2,304,502千円となり、前事業年度から804,371千円減少いたしました。

この主な要因は、金融機関からの借入れ等資金調達をしたものの、当期純損失が1,133,985千円となったことで、

現金及び預金の残高が820,028千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

 当事業年度末における固定資産の残高は1,134,406千円となり、前事業年度から60,278千円減少いたしました。

この主な要因は、減価償却による減少などによるものであります。 

（流動負債） 

 当事業年度末における流動負債の残高は301,335千円となり、前事業年度から22,679千円増加いたしました。こ

の主な要因は、設備購入に係る支払手形の増加により支払手形が18,334千円増加したことなどによるものでありま

す。 

１．経営成績
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（固定負債） 

 当事業年度末における固定負債の残高は733,517千円となり、前事業年度から217,395千円増加いたしました。こ

の主な要因は、長期借入金の借入れなどによるものであります。 

（株主資本） 

 当事業年度末における株主資本の残高は2,418,487千円となり、前事業年度から1,113,985千円減少いたしまし

た。この主な要因は、当期純損失1,133,985千円によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べて279,971千円増加し、956,286千円となりま

した。 

 当事業年度のキャッシュ・フローの概況は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、本社社屋に係る減価償却費が102,650千円となったものの、税引前当期

純損失が1,130,185千円となり、△1,021,897千円となりました。 

（投資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・フローは、定期預金の預入による支出2,921,300千円に対し、定期預金の払戻によ

る収入4,021,300千円があったため、1,078,697千円となりました。 

（財務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・フローは、長期借入金の返済による支出96,700千円があったものの、長期借入れに

よる収入300,000千円及び株式の発行による収入が19,860千円（株式の発行による支出139千円を控除しておりま

す）があったため、223,160千円となりました。 

  

  

  自己資本比率                       ：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率           ：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ   ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注） １ 平成19年３月期の時価ベースの自己資本比率については、非上場で株価がないため記載しておりません。ま

た、株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

    ２ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

       ３ 有利子負債は貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としています。 

       ４ 平成19年３月期、平成20年３月期及び平成21年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレ 

        スト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、再生医療製品事業への先行投資の段階にあり、研究開発活動を継続的に実施していく必要があることか

ら、研究開発資金の確保を優先する方針です。しかしながら、当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題の

一つとして認識しており、将来の経営成績及び財政状態を勘案しつつ利益配当を検討する所存です。 

 当期の剰余金の配当につきましては、業績の向上に鋭意努めてまいりましたが、当期の業績を勘案いたしまし

て、誠に残念ではございますが、無配とさせていただく予定であります。 

 次期の配当につきましても、今後の業績見通しを勘案いたしまして、誠に残念ではございますが、無配とさせて

いただく予定であります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率            （％）  48.0  81.6  70.0

時価ベースの自己資本比率      （％）  －  296.6  161.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％）  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ  （倍）  －  －  －
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(4）事業等のリスク 

  以下に、当社の事業展開上のリスク要因と考えられる主な事項を記載しております。当社は、これらのリスク発

生の可能性を認識した上で、発生の回避に努めるとともに、発生した場合の適切な対応策を準備する方針ではあり

ますが、本株式に関する投資判断は、以下の記載事項及び本項以外の記載事項を慎重に検討した上で行われる必要

があると考えております。また、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクのすべてを網羅するものではあり

ませんので、ご留意ください。   

 [1] 当社の事業内容について 

  [A] 再生医療の現状について 

 日本では、再生医療は特定の医師、医療機関による高度な医療技術として臨床応用が行われてきました。

しかし、当社では、この有用な先端医療技術を、特定の医療機関による少数患者を対象とした治療としてで

はなく、既存の医薬品や医療機器のようにより多くの患者に、より高い品質・安全性を確保したうえで提供

するために、企業による製品としての供給体制が必要と考えております。そのためには、社内の信頼性保証

システムの構築、医薬品・医療機器の製造基準であるGMP（Good Manufacturing Practice）に適合した生産

体制の確立、品質保証体制の確立などが必要となります。 

 過去においては、国内で薬事法による製造販売承認を取得した再生医療製品は存在しませんでした。この

ような状況であるがゆえに、再生医療製品を受入れ、治療に使用するまでの社会基盤は未整備の状態であ

り、ビジネスモデルを構築するためには販売体制の整備、適正水準での保険収載、製造販売後のフォローア

ップ体制構築等、多くの課題を解決しなくてはならず、時間と多額の費用が掛かります。さらに、当社の想

定どおりに再生医療の市場が開拓できるという保証はありません。このような場合は、当社の事業戦略や経

営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 本再生医療領域は、バイオテクノロジーの急激な進歩に伴い、研究開発のスピードが大変速い領域であ

り、日々新しい研究成果や技術が生まれており、安全性や有効性に関する知見も進歩しています。そのた

め、これに伴い、新規の医薬品・医療機器に対応すべく、薬事法や指針等の追加・改正などが行われる可能

性があります。例えば、法律、指針等の追加・改正により、動物由来原材料の使用が全面的に禁止される可

能性も否定できません。ゆえに、事業化においては法律、指針等の追加・改正によりこのようなことがあれ

ば、製品開発等の方向性の変更を余儀なくされ、又は研究開発等に追加投資が必要となるなど、不測のコス

トが発生する可能性もあります。このような場合においては、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及

ぼす可能性があります。 

  

  [B] ヒト又は動物由来の原材料の使用について 

 医薬品や医療機器を製品として販売をするには、薬事法の規制があり、厚生労働省の製造販売承認の取得

が必要です。なお、書類の審査は厚生労働省が所管する独立行政法人医薬品医療機器総合機構が担当し、製

造販売承認申請後の製造販売承認審査プロセスは図（注1）のとおりであります。 

 また、ヒト細胞・組織を利用した医薬品又は医療機器は治験実施前に確認申請を要するといった更なる規

制が追加されております。 

 当社の再生医療製品はヒト細胞・組織を利用したものですが、ヒト細胞・組織を利用した医薬品又は医療

機器は、細胞・組織に由来する感染の危険性を完全には排除し得ないため、安全性に関するリスクが高いと

されています。また、当社の再生医療製品の原材料やその製造工程で使用する培地には動物由来原料を使用

しており、この動物由来原料の使用によって未知のウィルスによる被害等が発生する可能性を否定できませ

ん。このような場合、当社の業務及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。また、このよう

な事例において、当社の過失が否定されたとしても、ネガティブ・イメージによる業界全体及び当社製品に

対する信頼に悪影響が生じ、当社の事業に影響を与える可能性があります。なお、生物由来製品を適正に使

用したにもかかわらず発生した感染等による健康被害者に対して各種の救済給付を行い、被害者の迅速な救

済を図ることを目的とし、独立行政法人医薬品医療機器総合機構に基づく公的制度として「生物由来製品感

染等被害救済制度」が平成16年４月１日に創設されております。 

 当社においては、会社設立以来動物由来原材料を排除すべく研究開発を進めておりますが、現時点では排

除できるまでに至っておりません。現状では、可能な限り動物由来原材料の種類と使用量を減らすと同時

に、より安全性を高めるよう努めております。  
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（注１）医薬品・医療機器の製造販売承認審査プロセス 

 
出所）独立行政法人医薬品医療機器総合機構 

  

 [C] 各事業内容について 

      当社の再生医療製品事業及び研究開発支援事業における事業リスクは以下のように想定されます。 

① 自家培養表皮 

a) 製造販売後調査等に関すること 

 自家培養表皮は、1987（昭和62）年に米国で製品化されて以来今日までの約20年間、米国のみならず、欧

州、豪州などにおいて、多くの症例に使われてきた実績のある医療材料であります。 

 当社は、平成19年10月に厚生労働省より重症熱傷を対象とした自家培養表皮ジェイスの製造承認を取得し

ました。今回は、製造承認の条件として、治験症例がきわめて限られていることから、ジェイスの有効性及

び安全性を確認するための製造販売後臨床試験を早期に実施することを求められており、臨床試験の進捗状

況やその結果をまとめて速やかに厚生労働省へ報告する必要があります。この製造販売後臨床試験の結果に

より、安全性や有効性に問題が生じた場合は、承認が取り消されることもあり、当社の事業戦略や経営成績

に重大な影響を及ぼす可能性があります。またこれとは別に、治験症例がきわめて限られていることから、

原則として再審査期間（７年間）が終了するまでの間、全症例を対象とした使用成績調査を実施し、ジェイ

スの有効性及び安全性に関する情報を早期に収集し、その結果については定期的に厚生労働省に報告するこ

とが義務付けられています。また、自家培養表皮ジェイスの製造過程に用いられるマウス由来3T3-J2細胞に

かかる異種移植に伴うリスクを踏まえ、新たな取扱いの基準が定められるまでの間、 終製品のサンプル及

び使用に関する記録を少なくとも30年間保存するなど適切な取扱いが行われるように必要な措置を講じるこ

とも義務付けられております。これらの結果から、自家培養表皮ジェイスの安全性に重大な問題が明らかに

なった場合や有効性が認められなかった場合には、承認が取り消されることもあり、当社の事業戦略や経営

成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

b) 保険収載（保険適用）に関すること 

 自家培養表皮ジェイスは、平成20年12月26日付厚生労働省告示第571号にて、平成21年１月１日から新たに

保険適用となりました。しかしながら、厚生労働省保険局医療課長及び厚生労働省保険局歯科医療管理官よ

り発出された保険適用に関する通知（「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」及び

「診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について」の一部改正について；保医発第1226005

号、平成20年12月26日付）により、ジェイスの保険適用に条件が付与されることになり、その概要は以下の

とおりであります。 
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ア 自家植皮のための恵皮面積が確保できない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷面積として深達性Ⅱ度熱

傷創及びⅢ度熱傷創の合計面積が体表面積の３０％以上の熱傷の場合であって、創閉鎖を目的として

使用した場合に、一連につき２０枚を限度として算定する。 

イ 深達性Ⅱ度熱傷創への使用は、Ⅲ度熱傷と深達性Ⅱ度熱傷が混在し、分けて治療することが困難な場

合に限る。 

ウ 凍結保存皮膚を用いた皮膚移植術を行うことが可能であって、広範囲熱傷特定集中治療室管理料の施

設基準の届出を行っている保険医療機関において実施すること。 

エ ヒト自家移植組織を使用した患者については、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記

を添付する。 

    

 今後、当該保険適用の条件の変更により、ジェイスの販売計画に重大な影響を及ぼす可能性があり、当社

の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

c) 製造インフラ構築に関すること 

 現状、当社が想定している自家培養表皮ジェイスのビジネスモデルは以下のとおりであります。患者の組

織を医療機関から入手後、当社では当該組織の受入検査、組織・細胞の培養、培養された製品の出荷検査を

実施します。そして、輸送に耐えうるよう包装した製品を医療機関に納品します。自家培養表皮は、受注製

品であると同時に、患者本人の組織を使用するため、テーラーメイド医療の代表といえます。 

  

            当社が想定している自家培養表皮ジェイスのビジネスモデル 

  

  
  

  当社は、平成16年11月に新社屋を竣工し、高品質で安全性の高い培養表皮を生産するために必要なハード

ウェアを有するなど、医薬品・医療機器の製造基準であるGMP（Good Manufacturing Practice）に適合する

生産体制の整備を進めました。当社の製造設備においては、清浄空調設備や室圧管理システムによる環境管

理、ならびに人・物の動線管理を行うことにより、クリーンな環境を保てるように配慮しております。ま

た、研究開発－製造－品質管理・保証体制の円滑な連携によって、ソフトウェア面においてもこれら体制を

合理的に維持するほか、細胞培養について十分訓練を受けた作業者が標準作業手順書に従い製造にあたる体

制を構築しております。ただし、事故や何らかの理由で想定どおりに製造インフラが機能しなかった場合、

あるいは品質保証体制や信頼性保証システムが想定どおりに運用できなかった場合には、自家培養表皮の事

業計画や当社の経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。 

d) 販売インフラ構築に関すること 

 生きたヒト細胞を組み込んだ再生医療製品は、いまだ国内での販売実績がなく、一般的な医薬品・医療機

器とは異なる販売体制の構築が要求されます。 

 当社では、重症熱傷の患者を治療する医療機関への適切な情報提供、担当医師への培養表皮使用に関する

説明・啓蒙活動に加え、保険収載に基づいた製品価格体系の構築、受注生産体制の仕組み作り、ロジスティ

ックスの整備、薬事法に対応した安全管理ならびに製造販売後調査体制の強化、関連研究会の発足など自家

培養表皮ジェイスの販売体制をより強化する必要があります。 

 ただし、ジェイスの販売体制の強化が思うように進まず、計画どおりの売上げを計上できない可能性があ

ります。 
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e) 市場規模に関すること 

 重症熱傷の治療を目的とした自家培養表皮ジェイスの適応対象は「自家植皮のための恵皮面積が確保でき

ない重篤な広範囲熱傷で、かつ、受傷面積として深達性Ⅱ度及びⅢ度熱傷創の合計面積が体表面積の30％以

上の熱傷」とされており、その市場規模は限定的なものとなります。さらに、自家培養表皮ジェイスの潜在

市場が計画と異なり極端に小さい可能性は否定できません。これらのような場合には、当社の事業戦略や経

営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。逆に、自家培養表皮ジェイスの対象市場が当社が想定する

市場より大きい場合は、当社の保有する生産能力では十分な供給ができない可能性があります。 

 また、自家培養表皮ジェイスは重症熱傷の治療を目的としているため、大量販売が可能な医薬品のように

大きな市場が見込めるわけではなく、予定どおり販売できたとしても、これだけで十分な利益を獲得できる

ものではありません。 

f) 適応症の拡大（注２）に関すること 

 当社は、自家培養表皮ジェイスを重症熱傷患者の移植治療に安定供給することを通じて、再生医療産業の

構築に注力したいと考えています。薬事法による製造販売承認では、当該医療機器を使用できる疾患（適応

症）は明確に決められておりますが、将来、自家培養表皮ジェイスは、熱傷治療を通じて十分な安全性・有

効性を確認した後、熱傷以外の疾患への適応症の拡大を図っていきたいと考えております。自家培養表皮は

臨床研究等において、白斑、母斑、瘢痕、採皮層などの治療においても有用であることが国内、海外で実証

されております。ただし、自家培養表皮ジェイスは、過去に適応症の拡大の前例がない新規の製品であるこ

とや、治療における患者のリスクとベネフィットの観点から、一般的に重篤でないとされている重症熱傷以

外の疾患に対して、適応症が拡大される保証はありません。 

  

 （注２）薬事法による製造販売承認では、当該医薬品・医療機器を使用できる患者（適応症）が明確に決めら

れており、それ以外の疾患の治療には、当該医薬品・医療機器を使用することはできません。そこ

で、医薬品・医療機器を使用できる疾患の範囲を拡大するためには、拡大の対象となる疾患につき、

承認取得後に適応症の拡大をするための追加治験を実施し、その有効性を確認したうえで治療の対象

となる疾患を追加するための承認申請を行うことが薬事法上必要とされています。このように、医薬

品・医療機器につき、治療対象となる疾患の種類を増やすことを「適応症の拡大」といいます。 

  

② 自家培養軟骨 

a) 製造販売承認取得に関すること 

 当社では、自家培養軟骨について、これまでに製造技術、品質管理技術などを確立し、平成16年２月に厚

生労働省から治験前の確認申請の適合を得て、外傷性軟骨欠損症、離断性骨軟骨炎、変形性関節症を対象と

した治験を実施し、平成19年３月に治験終了届書を提出しました。現在、製造販売承認申請提出に向け、準

備を進めております。しかし、製造販売承認取得時期は不確定要素が多く、承認取得が予想以上に遅れた

り、申請どおりの適応対象が承認されなかったり、製造販売承認が取得できない可能性も否定できません。

これらのような場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 また、製造販売承認後は、使用成績調査を実施する可能性があります。場合によっては、製造販売後臨床

試験を求められることもあります。これらを含め、製造販売後の一定期間（注：期間は厚生労働大臣が指定

する）内は、販売した製品の調査を行う必要があり、その結果を厚生労働省に報告することが義務付けられ

ています。これらの結果から、自家培養軟骨の安全性に重大な問題が明らかになった場合や有効性が認めら

れなかった場合には、承認が取り消されることもあり、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

b) 保険収載に関すること 

 当社は、厚生労働省から製造販売承認を取得した後速やかに保険収載に向けた申請を行いますが、保険収

載の申請は製造販売承認後に行われるため、収載の可否や導入時期、保険償還価格などは定かではありませ

ん。それゆえ、保険収載の可否や収載時期・収載内容によっては、当社の自家培養軟骨を当社が希望する価

格で販売できない可能性もあります。 

c) 製造および販売インフラ構築に関すること 

 当社は、GMP（Good Manufacturing Practice）を満たす生産設備を用いて自家培養軟骨の製造を行い、先

行している自家培養表皮ジェイスの経験をもとに、販売体制の構築を行う計画にあります。ただし、製造販

売体制の構築等に想定以上の時間あるいは費用等を要する可能性があるほか、想定どおりに構築できない可

能性も否定できません。 

d) 市場規模に関すること 

 当社が想定する自家培養軟骨の潜在市場が計画と異なり極端に小さい可能性は否定できません。また、当

社の自家培養軟骨の市場評価が思わしくなく計画どおりの売上げが達成できない可能性もあります。このよ
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うな場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。一方、生産能力の観点

から需要に供給が間に合わない可能性も否定できず、その場合は成長機会を逸する可能性もあります。 

  

③ 自家培養角膜上皮  

a) 薬事審査プロセスに関すること 

 当社が開発中の自家培養角膜上皮は、アイバンクからの同種角膜移植を受けても視力回復が得られない患

者等、既存治療法では治せない患者を対象としております。当社はイタリアの角膜バンクであるベネトアイ

バンクと契約を締結して、角膜上皮組織の採取、培養等の技術を導入しており、製造技術、品質管理技術な

どを整備し、平成19年５月に厚生労働省に確認申請を提出しました。しかしながら、予定通りに確認申請の

適合を得て治験を開始できるか定かではなく、その後の薬事承認プロセスが想定どおりに進むという保証は

ありません。 

b) 顧問契約に関すること 

 当社は、イタリアのMichele De Luca博士とGraziella Pellegrini博士に技術指導を受けておりますが、今

後、両博士とのコンサルティング契約が終了するなどの理由により、技術指導を受けられなくなる可能性を

否定できません。このような場合、当社の研究開発の進捗に影響を及ぼす可能性があります。 

c) 委託契約に関すること 

 自家培養角膜上皮の開発は、眼科医療機器メーカーである株式会社ニデックからの受託開発として進めら

れています。当社は、株式会社ニデックが要求する製品の開発が完了した後、厚生労働省に製造販売承認申

請書を提出します。株式会社ニデックとの委託契約により、自家培養角膜上皮に関する販売権は株式会社ニ

デックに帰属するため、当社が株式会社ニデックの指示に従いGMP（Good Manufacturing Practice）を満た

す当社製造設備を用いて自家培養角膜上皮の製造を行い、妥当な価格にて株式会社ニデックに販売する計画

です。しかしながら、株式会社ニデックの経営方針の変更等により受託開発契約の更改中止や規模縮小等の

可能性も否定できません。このような場合には当社の事業戦略や業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 研究用ヒト培養組織 

   当社は、平成17年４月よりヒト正常表皮角化細胞を培養して重層化したヒト３次元培養表皮モデル

LabCyte EPI-MODEL（ラボサイト エピ・モデル）を、平成18年11月よりシミや日焼けの原因となるメラニン研

究領域においてニーズのあるメラノサイト含有モデルLabCyte MELANO-MODEL（ラボサイト メラノ・モデル）

を研究用試薬として、平成19年９月より研究用ヒト培養組織を活用し様々な研究が促進されるようラボサイ

ト セルカルチャーキットを研究支援ツールとして、薬事法の規制を受けることなく、化粧品、製薬、化学薬

品等のメーカーや安全性試験受託機関等に販売しています。 

 しかし、こうした研究用ヒト培養組織の製造販売事業については、当社は後発参入組であり、当市場には競

合企業が複数存在します。そのため、競争の激化に伴う販売量の伸び悩みや、過当競争による販売価格の下落

懸念、製造数量の増加による製造経費の増大、販売拡大のための営業体制の見直しに伴う経費の増大等の事情

により、収益性が低下する可能性があります。また、売上増加施策の一つとして、特定地域では直販体制に代

えて代理店経由での販売を始めておりますが、当社の想定どおり販売増加につながる保証はありません。この

ような場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 [2] 全く新しい事業領域であることについて 

 当社は、平成11年２月に、株式会社ニデック（設立：昭和46年７月、本社：愛知県蒲郡市、事業内容：眼科医

療機器ならびに眼鏡関連機器の開発・製造・販売、自家培養角膜の研究）が母体となり、株式会社イナックス

（現、株式会社ＩＮＡＸ）、富山化学工業株式会社ならびに株式会社セントラルキャピタル（現、三菱ＵＦＪキ

ャピタル株式会社）と共同出資し、ティッシュ・エンジニアリングを技術ベースに再生医療を事業領域とする企

業として愛知県蒲郡市に設立された会社であります。わが国における再生医療の事業領域は黎明期であるため不

確定要素も多く、今後の経営成績を判断する材料として、過年度の経営成績及び財務諸表等のみでは不十分な面

があります。 
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 [3] 経営成績の推移等について 

[A] 過年度における業績推移について 

 （注）１ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

    ２ 第８期及び第９期の財務諸表については、旧証券取引法第193条の２の規定に基づき、第10期及び第11期の財

務諸表については、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、監査法人トーマツの監査を受けてお

りますが、第７期の財務諸表については、監査を受けておりません。 

       ３ 経営成績の変動理由は以下のとおりです。 

 第７期は、自家培養角膜上皮の受託開発が始まったことで、売上（受託開発収入）は計上しましたが、人

員補強による人件費の増加、新社屋建設による減価償却費の増加や不動産取得税の発生等により、経常損失

及び当期純損失を計上しました。 

  第８期は、新たに研究用ヒト培養組織LabCyte EPI-MODEL（ラボサイト エピ・モデル）の売上が加わった

ものの、人員増加に伴う人件費の増加や第７期における新社屋建設に伴う水道光熱費等の設備費増加等によ

り、経常損失及び当期純損失を計上しました。 

 第９期は、自家培養角膜上皮の受託開発で委託試験が終了したことや、研究用ヒト培養組織LabCyte EPI-

MODEL（ラボサイト エピ・モデル）の販売数が伸びたことで売上高は増加しましたが、人員補強による人件

費の増加や委託試験等が増えたことで研究開発費が増え、経常損失及び当期純損失を計上しました。 

 第10期は、研究用ヒト培養組織LabCyte EPI-MODEL（ラボサイト エピ・モデル）の販売増加で売上高は増

加しましたが、人材確保による人件費や研究開発費用等により、経常損失及び当期純損失を計上しました。 

 第11期は、自家培養表皮ジェイスの販売開始に伴い売上高は増加しましたが、人材確保による人件費や研

究開発費用等の増加により、経常損失及び当期純損失を計上しました。 

  

[B] マイナスの繰越利益剰余金を計上していることについて 

 当社は研究開発型ベンチャー企業であり、再生医療製品事業の自家培養製品が販売されるようになるまでは

多額の製品開発費用が先行して計上されることとなります。そのため、第11期末において△6,518,412千円の繰

越利益剰余金を計上しております。 

 当社は、中長期事業計画に基づき、将来の利益拡大を目指しております。しかしながら、上記記載のよう

に、設立以来経常損失を計上しており、当社は将来において計画どおりに当期純利益を計上できない可能性も

あります。また、当社の事業が計画どおりに進展せず当期純利益を獲得できない場合には、マイナスの繰越利

益剰余金がプラスとなる時期が著しく遅れる可能性があります。 

  

     当社の主要な経営指標等の推移は以下のとおりであります。 

回次 第７期 第８期 第９期 第10期 第11期 

決算年月   平成17年３月  平成18年３月  平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

 売上高       （千円） 40,485 68,872 103,365 111,752 114,724

  再生医療製品事業 40,485 61,659 84,946 77,313 77,675

  研究開発支援事業 － 7,213 18,419 34,439 37,048

 経常損失      （千円） 681,313 793,530 912,668 1,049,967 1,113,962

 当期純損失     （千円） 578,042 690,648 916,441 1,086,238 1,133,985

 １株当たり当期純損失 （円） 9,719.41 10,034.55 13,269.45 13,074.45 11,218.14

 純資産額      （千円） 2,021,600 1,330,952 1,858,111 3,532,472 2,418,487

 総資産額          （千円） 3,323,263 2,356,883 3,874,356 4,327,250 3,453,340

 営業活動による 

 キャッシュ・フロー （千円） 
△561,853 △597,653 △775,400 △981,718 △1,021,897

 投資活動による 

 キャッシュ・フロー （千円） 
△1,811,768 16,053 56,086 △1,922,150 1,078,697

 財務活動による 

 キャッシュ・フロー （千円） 
2,431,264 △96,828 2,441,620 1,540,860 223,160

 現金及び現金同等物 

 の期末残高         （千円） 
995,472 317,043 2,039,278 676,314 956,286
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[C] 資金繰りについて 

 当社は研究開発型企業として多額の研究開発資金を必要とします。そのため、事業計画が計画通りに進展し

ない等の理由から想定したタイミングで資金を確保できなかった場合には資金不足となり、当社の資金繰りの

状況によっては事業存続に多大な影響を与える可能性があります。 

  

[D] 税務上の繰越欠損金について 

 現在のところ税務上の繰越欠損金が存在しております。そのため、事業計画の進展から順調に当社業績が推

移するなどして繰越欠損金による課税所得の控除が受けられなくなった場合には、通常の税率に基づく法人

税、住民税及び事業税が計上されることとなり、当期純利益又は当期純損失及びキャッシュ・フローに影響を

与える可能性があります。 

  

 [4] 研究開発活動について 

 当社は研究開発型企業として、産学連携のもと、大学との共同研究や臨床試験を進めております。また、当社

が手掛けている再生医療製品事業そのものが新しいため、社内のすべての部署が事業開発に深く関与しておりま

す。 

  当社の研究開発活動における費用は、平成17年３月期242,355千円、平成18年３月期216,504千円、平成19年３

月期272,348千円、平成20年３月期200,538千円そして平成21年３月期359,517千円であり、事業予算に占める研究

開発費は多額なものとなっております。 

  しかしながら、研究開発活動が計画どおりに進む保証はなく、当該研究開発の成果が当社の予想どおりにあが

らず、当社の事業戦略、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  当社が進めている再生医療製品事業は、製品開発に長期間を要し、かつ、治験前の確認申請や製造販売承認等

の薬事承認プロセスにも不確定要素が多いため、事業計画の想定以上に研究開発期間が延びた場合は、研究開発

費の負担増が当社業績を圧迫するなど業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

 [5] 競合について 

 当社はティッシュ・エンジニアリングを技術ベースに、再生医療製品の開発を進めております。この業界は事

業として参入している企業はまだ少ないものの、研究開発を進めながら参入を検討している潜在的な競合相手は

少なくないと想定しております。また、海外で実績がある企業が参入してくる可能性もあります。さらに、本業

界における技術の進歩は速く、後発参入の製品機能は、先発製品の機能を少なからず上回り、競争が激化するこ

とは容易に想定されます。それら競合相手の中には、技術力、マーケティング力、財務状況等において当社と比

較して優位にあると思われる企業もあり、製品機能だけではなく、生産性や販売力で当社を上回る可能性が考え

られます。そのため、当社では早期の事業化に努めておりますが、これら競合相手との競争においては、計画ど

おりの収益をあげることができない可能性もあります。 

  

 [6] 知的財産権等について 

 現在、当社の事業に関連した特許等の知的財産権について、第三者との間で訴訟やクレームといった問題が発

生したという事実はありません。 

 当社は現在、事業展開上の重要性を考慮しつつ、製法や製品構成、パッケージなどの特許出願を精力的に行っ

ております。出願時には特許性調査も行い、今後も知的財産権を戦略的に取得又は活用していく方針ですが、す

べての特許出願について登録に至るとは限りません。当社の重要な技術についての特許が成立しなかった場合、

他社製造の競合品に対して特許権を行使することができず、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

 さらに、当社事業領域を包含するバイオテクノロジー関連産業においては、日々研究開発競争が繰り広げられ

ており、当社が当社技術を特許権により保護したとしても、当社の研究開発を超える優れた開発力により、当社

の特許が淘汰される可能性は常に存在していると考えます。仮にそのような研究が他社によりなされた場合に

は、当社の事業戦略や経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 一方、当社では他社特許に関する調査を随時行っており、現時点において、当社事業が他社の特許権等に抵触

する可能性は低いものと認識しております。当社は今後とも知的財産権侵害問題の発生を未然に防止すべく、特

許調査等対応を進めていきますが、当社は多岐にわたる研究開発活動を行っており、かかる問題を完全に回避す

ることは困難です。将来、当社が第三者の特許権に抵触する等の理由で紛争に巻き込まれた場合は、弁護士や弁

理士との協議の上、その内容によって個別に具体的な対応策を検討していく方針ですが、解決に厖大な時間及び

経費を要する恐れがあり、場合によっては事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 
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 また、当社は、知的所有権以外にも、例えば、品質保証や培養技術、生産管理技術、薬事業務、販売業務等多

様な経験とノウハウ、3T3-J2細胞をはじめとする特殊な材料等によっても、競合他社との差別化を図る努力をし

ています。しかし、これらの経験やノウハウが社外へ流出する可能性や、特定の材料を競合他社が入手する可能

性は否定できません。また、当社は、大学等研究者や他の研究機関等（以下、研究機関等という）との間で契約

を締結し、ノウハウの提供や技術指導を受けていますが、当該契約の終了に伴って、研究機関等から他社に対し

て、当社の事業領域に関するノウハウの提供等がなされる可能性は否定できません。当社の意向に反して、かか

る事態が生じた場合には、当社の事業戦略や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

 [7] 大学及び研究機関との関係について 

 当社は、大学や他の研究機関との連携を通じて研究開発業務や事業基盤の強化を行っております。具体的に

は、当社の事業に関し、大学教員と顧問契約を締結し技術指導を受ける、又は大学と共同研究を行うなどしてお

ります。しかしながら、大学教員と企業との関係は、法令や各大学の規程等に影響を受ける可能性があり、ま

た、国立大学の独立行政法人化により、大学の知的財産権に対する意識も変化しつつあります。したがって、当

社の希望どおりに共同研究や権利の譲渡を行うことができない可能性があり、かかる場合には、当社の事業戦略

や経営成績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

  

 [8] 本社社屋について 

 当社は、平成16年11月に愛知県蒲郡市三谷北通に新社屋を竣工し、本社を移転しております。平成21年３月期

末現在、本社に係る有形固定資産の貸借対照表計上額は1,086,935千円と当社の総資産額3,453,340千円に対して

多額であり、減価償却費等の増加も見込まれます。想定どおりに再生医療製品事業が進展しなかった場合など進

捗状況によっては減損対象となり、当社の事業戦略や業績等に影響が生じる可能性があります。また、地震等の

自然災害の発生により、製造設備を含め、本社屋のいずれかに壊滅的な損害を被った場合には、損壊設備の復旧

等に多額の費用が発生することとなり、そうした場合、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

 [9] 当社の組織体制について 

[A] 特定人物への依存について 

 当社の代表取締役社長である小澤洋介は、当社の 高責任者として、経営戦略を決定するとともに、研究開

発、事業開発全般にわたる方針の策定及び実施・進捗管理において重要な役割を果たしております。また、専

務取締役大須賀俊裕は、社長を補佐し、信頼性保証部及び経営管理部ならびに経理部の管掌、コンプライアン

ス担当、情報開示担当、マイルストーン開示担当の取締役として重要な役割を果たしております。研究開発及

び薬事業務においては取締役畠賢一郎が、製造、品質管理及び生産管理業務においては取締役森由紀夫が、営

業業務においては取締役黒田享が、それぞれ重要な役割を担っております。さらに、社外取締役３名を招き、

客観性のある経営を推進しております。 

 当社は事業運営において、代表取締役社長及びこれらの取締役に過度に依存する体制を避けるべく、権限の

委譲や人員拡充等により組織的対応を強化しております。しかし、当社組織は依然として小規模であり、代表

取締役社長及びこれらの取締役が何らかの理由により当社業務の遂行が困難となった場合、当社の事業戦略や

経営成績等に重大な影響を及ぼす可能性があります。  

  

[B] 小規模組織であること 

 当社は平成21年３月末現在、役員及び従業員計105名の小規模な組織です。今後、当社は相互牽制や内部統制

など組織的対応の強化を図るよう努めてまいりますが、現状では、小規模組織で人的資源に限りがあるため、

個々の役員及び従業員の働きに依存している面もあり、役員及び従業員に業務遂行上の支障が生じた場合又は

役員及び従業員が社外流出した場合には、当社の業務に支障をきたす可能性があります。 

  他方、急激な規模の拡大は、固定費の増加につながり、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

[C] 人材の確保と育成 

 当社の発展のためには、優秀な人材の確保を重要課題としてとらえております。定期的な新卒採用に加え、

中途採用も積極的に実施しております。これらに加え、成功報酬として新株予約権付与等も行い人材確保対策

の一つとします。さらに、社内においては教育システムの充実、人事・評価制度の積極的改善など総合的対策

により、活気ある独自の企業造りを進めております。 

 しかし、人材の確保及び育成が計画どおりに進まない可能性、育てた人材が社外へ流出する可能性がありま

す。このような場合には、当社の業務に支障をきたす可能性があります。 

  

㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（7774） 平成21年３月期 決算短信（非連結）

12



 [10]製造物責任のリスクについて 

 医薬品・医療機器の設計、開発、製造及び販売には、製造物責任賠償のリスクが内在しております。当社が開

発した医療機器が患者の健康被害を引き起こした場合、又は治験、製造、営業もしくは販売において不適当な点

が発見された場合には、製造物責任を負う可能性があり、当社の業務及び財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能

性があります。また、このような事例において結果として当社の過失が否定されたとしても、当社に対し製造物

責任に基づく損害賠償請求等がなされたこと自体によるネガティブ・イメージにより、当社製品に対する信頼に

悪影響が生じ、当社の事業に影響を与える可能性があります。  

  

 [11]関連当事者について 

 当社関連当事者である株式会社ニデックは、当社の自家培養角膜上皮事業における開発委託元であるのみなら

ず、当社創業時に当社の母体となって出資をするなど大変重要な役割を担っております。 

  そのため、今後、株式会社ニデックとの関係に大きな変化が生じた場合、当社の事業戦略や経営成績等に影響

を及ぼす可能性があります。 

（注）株式会社ニデックは非上場会社であり、当社代表取締役社長小澤洋介の実父小澤秀雄と実兄小澤素生がそれぞれ代

表取締役会長と代表取締役社長を務める会社です。 

  

  

 （注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 株式会社ニデックからの受託開発収入は契約をもとに決定しております。 

(2) 株式会社ニデックへの製品売上は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

(3) 株式会社ニデックへの建物使用料は積算価格等を参考に決定しております。 

(4) 株式会社ニデックへの動物施設等の賃借料は、賃借期間や管理者人件費等を勘案して決定しております。

(5) 株式会社ニデックへの諸経費の支払額は、株式会社ニデックから賃借している建物に係る電気・水道及び

重油等の使用実績に基づき決定しております。 

(6) 株式会社ニデックへの諸経費の立替払いは、コンサルティング料等の支払いのうち、株式会社ニデック負

担分について当社が一時的に立替払いをしたものであります。 

 ①関連当事者の商号等 

商号 属性 住所 事業内容 
議決権等の被所有割合

（％） 

 株式会社ニデック  主要株主 
愛知県 

蒲郡市 

眼科医療機器ならびに眼鏡関連機器の開発・

製造・販売、自家培養角膜の研究 
14.94

 ②当社と株式会社ニデックとのその他の関係 

   平成21年３月31日における当社の役員11名のうち以下の１名が株式会社ニデックの役員を兼任しております。 

当社における役職 氏名 株式会社ニデックにおける役職 

 社外取締役（非常勤）  倉橋 清隆 取締役 

 ③当社と株式会社ニデックとの取引 （自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要 

株主 

株式会社

ニデック 

愛知県

蒲郡市 
 461,890

眼科医療機

器ならびに

眼鏡関連機

器の開発・

製造・販

売、自家培

養角膜の研

究 

(被所有)

直接 

 14.94

兼任1名 
開発の

受託 

受託開発収

入 

(注２(1)) 
 64,765 売掛金 3,962

製品売上 

(注２(2)) 
 102 － －

建物使用料 

(注２(3)) 
 12,300

前払費用 1,076

差入保証金 5,050

動物施設等

の賃借 

(注２(4)) 
 6,000 － －

諸経費 

(注２(5)) 
 21,910 未払金 1,187

諸経費の立

替払 

(注２(6)) 
 6,513 － －
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該当事項はありません。 

   

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、「医療の質的変化をもたらすティッシュ・エンジニアリングをベースに、組織再生による根本治療を目

指し、21世紀の医療そのものを変えてゆく事業を展開する」ことを会社設立の趣旨とし、企業理念「再生医療の産

業化を通じ、社会から求められる企業となる。法令・倫理遵守の下、患者様のQOL向上に貢献することにより、人

類が生存する限り成長し続ける企業となる。その結果、全てのステークホルダーがより善く生きることを信条とす

る」に基づいて、再生医療製品及び関連製品の開発、製造、販売を行なってまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

  当社は、薬事法の適用を受ける再生医療製品事業と薬事法の適用を受けない研究開発支援事業を展開しておりま

す。このような環境において、自家培養表皮ジェイスが平成19年10月に再生医療製品として我が国初となる製造承

認を取得し、平成21年１月より保険適用となりました。ジェイスの製造承認の条件及び保険適用に関する留意事項

に迅速かつ適切に対応しながら、ジェイスの販売活動を図ることにより、売上・利益への貢献が期待されます。 

 自家培養表皮ジェイスの売上、自家培養角膜上皮の受託開発収入、そして研究用ヒト培養組織ラボサイトシリー

ズの製造販売収入に加え、計画どおり自家培養軟骨の製造販売承認を取得することにより、早い時期に黒字化する

ことを 大の目標としております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

  当社は、再生医療製品のメーカーとして、製造承認を取得した自家培養表皮ジェイスの安定供給体制の構築を目

指します。次に、自家培養軟骨と自家培養角膜上皮の製造販売承認取得に向けた活動を展開します。これら３本柱

に加え、グローバル展開を含む将来事業の開発にも、経営資源を配置する必要があると考えます。また、研究開発

支援事業については、研究用ヒト培養組織ラボサイトシリーズの販売拡大に向けた社内データの蓄積ならびに改良

に注力していきます。さらに、同シリーズのラインナップを増やすべく研究開発を進めます。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

  当社は、「再生医療の産業化を通じ、社会から求められる企業となる。法令・倫理遵守の下、患者様のQOL向上

に貢献することにより、人類が生存する限り成長し続ける企業となる。その結果、全てのステークホルダーがより

善く生きることを信条とする。」との企業理念を掲げております。そこで、当社は再生医療の産業化を推進するた

めに、会社が対処すべき課題を以下２分野に大別し、その解決に向けた取り組みを展開しております。 

[1] 事業に関連する課題 

[2] 経営インフラに関する課題 

  

[1] 事業に関連する課題 

 [A] 自家培養表皮ジェイスの展開 

 当社は、平成19年10月に、日本で 初のヒト細胞・組織利用製品となる自家培養表皮ジェイスの製造承認を

取得しました。さらに、平成21年１月より保険適用となりました。 

  現在は、ジェイスの製造承認の条件及び保険適用に関する留意事項に迅速かつ適切に対応しながら、販売活

動を展開しております。また、製造インフラ整備の一環として、培養作業者の教育を継続的に実施しておりま

す。 

 [B] 自家培養軟骨の展開 

 現在、当社は自家培養軟骨の製造販売承認申請の準備を進めております。また、製造販売承認の申請に先立

ち、平成20年９月に受けた申請前相談での指摘事項への対応を進めてております。 

 自家培養軟骨の開発の一部は、独立行政法人科学技術振興機構（JST）からの委託開発であり、対象となる開

発は平成19年9月に終了いたしました。開発成果をまとめた開発実施報告書をJSTに提出し、JSTのPO（プログラ

ム・オフィサー）評価会議の審査を受け、成功と認定されました。 

２．企業集団の状況

３．経営方針
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 [C] 自家培養角膜上皮の展開 

 当社は平成19年5月、自家培養角膜上皮の確認申請を提出いたしました。現在は独立行政法人医薬品医療機器

総合機構から発せられた照会事項への対応を進めております。また、本技術導入元であるイタリアのベネトア

イバンクならびに2人の顧問と意見交換を行い、確認申請の適合を得て早期に治験が進められるように準備をし

ております。 

 当該事業は、株式会社ニデックからの委託開発であるために、進捗遅れが発生しないように定期的に会議を

開催して対応しております。 

 [D] 研究用ヒト培養組織ラボサイトシリーズの展開 

 ラボサイト エピ・モデル、メラノ・モデルに加え、平成19年度には、培養キットとしてラボサイト セルカ

ルチャーキットを上市し、ラボサイトシリーズとして拡販を進めてきました。今後は、ラボサイト エピ・モデ

ル拡販のために、JaCVAM（Japanese Center for the Validation of Alternative Methods,日本代替法評価セ

ンター）が行なっている皮膚刺激性試験の標準化（ガイドラインの設定等）に向けてバリデーション試験を実

施しています。これにより、ラボサイト エピ・モデルを使用した試験方法が公式な試験方法として評価される

ことになり、販売促進に繋がると考えております。 

[E] 探索研究の展開 

 当社は、既存の製品パイプラインに加え、将来のティッシュ・エンジニアリング製品の上市に向け、探索的

研究に対しても経営資源を投入する必要があると考えます。そのために、次期パイプライン候補として、何に

どのように取り組むべきかのフレームワークを策定し、新製品の探索を進めております。 

 [F] 事業のグローバル展開 

 海外への技術移転、研究開発のシーズ探索を中心とした海外企業・研究機関とのアライアンス及びコラボレ

ーション、海外における製造・販売の事業化等、当社は永続的に成長するためにはグローバルな展開が必要で

あると考えます。 

  

[2] 経営インフラに関する課題 

 [A] 工場機能の 適化 

 当社は、自家培養表皮ジェイスの製造承認取得と共に製造施設のGMP（Good Manufacturing Practice）適合

を取得しました。組織受入から製品出荷まで一貫した商用生産体制を構築し、現在はテスト生産を繰り返して

行うことにより、継続した改善活動を展開しております。また、将来受注が増加した場合にも対応できるよ

う、コストダウン、知識・ノウハウ・技術の共有化、生産計画の 適化、そして情報化の推進を進めます。ま

た、ジェイスとラボサイトシリーズの生産 適化も進めております。 

 [B] 営業体制の整備・拡充 

 当社は、自家培養表皮ジェイスの承認取得後、速やかに受注・販売活動体制の整備に努めています。併せ

て、各種販促ツール、マニュアルの作成、医療機関向け資料などを整備してまいりました。更に、製造販売後

臨床試験ならびに使用成績調査の対応を進めております。 

 [C] 信頼性保証体制の構築 

 当社は、再生医療製品事業ならびに研究開発支援事業双方の品質マネジメントシステムにおける信頼性保証

業務を一元管理することを目的とし、信頼性保証体制の構築を行ってきました。品質マネジメントシステムな

らびにISOを管理する品質保証業務、再生医療製品の各種厚生労働省令への適合性確認と信頼性確保を行う薬事

監査業務に加え、再生医療製品の安全確保と安全性情報の収集・評価・報告業務を担当する安全管理業務を適

切に運用します。 

 [D] PIR（PR&IR）の推進 

  当社は、上場企業として、情報の適時開示体制を構築し適切に情報開示を行ってまいります。株主ならびに

投資家へのIR活動に加え、再生医療事業推進のための世論形成を目的としたPR活動も積極的に展開します。 

 [E] 日本版SOX法への対応 

 金融商品取引法の下、平成20年４月から適用された通称日本版SOX法に対応するため、当社の内部統制体制を

さらに強固なものにする必要があります。会社法の下で展開してきたコンプライアンス・リスク管理委員会の

活動に加えて、財務報告の信頼性を確保するための仕組みを構築し運用しております。今後も継続的に改善を

進めます。 

 [F] 人事制度の改革 

 当社の業務拡大と人材の多様化に伴い、平成20年度より新人事制度を導入しました。これにより、当社が求

める人材の獲得と育成を加速することを目指します。また、会社の経営方針・目標を達成するための管理制度

も見直し、改善を進めます。新しい人事制度の導入により、社員がより善く生きるためのモチベーション向上

に貢献することを期待しています。 
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 [G] 社屋拡張計画の策定・実行 

 当社の業務拡大と社員数の増加に伴い、研究施設と事務エリアの不足に対応するため、平成21年６月に隣接

棟を取得する計画で、株式会社ニデックと調整を進めております。また、中長期事業計画では、生産設備の追

加実装も予定されています。事業の進捗度合いを勘案し、適切に社屋の拡張を行います。 

   

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。  
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  3,036,964 ※1  2,216,936

受取手形 811 141

売掛金 9,146 20,857

製品 164 274

原材料 5,441 －

貯蔵品 30,563 －

仕掛品 520 3,939

原材料及び貯蔵品 － 35,711

前払費用 6,635 8,735

その他 18,624 17,904

流動資産合計 3,108,873 2,304,502

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,092,023 ※1  1,092,023

減価償却累計額 △289,356 △352,227

建物（純額） 802,666 739,795

構築物 12,593 12,593

減価償却累計額 △6,097 △7,195

構築物（純額） 6,496 5,398

機械及び装置 281,129 285,753

減価償却累計額 △190,335 △214,360

機械及び装置（純額） 90,794 71,393

工具、器具及び備品 176,939 169,712

減価償却累計額 △144,532 △144,844

工具、器具及び備品（純額） 32,407 24,867

土地 ※1  240,508 ※1  240,508

建設仮勘定 2,710 4,972

有形固定資産合計 1,175,583 1,086,935

無形固定資産   

商標権 240 182

ソフトウエア 1,806 1,257

その他 6,081 34,937

無形固定資産合計 8,129 36,377

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 2,779 2,161

その他 8,182 8,921

投資その他の資産合計 10,971 11,093

固定資産合計 1,194,684 1,134,406

繰延資産   

株式交付費 23,693 14,431

繰延資産合計 23,693 14,431

資産合計 4,327,250 3,453,340
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 35,461 24,973

1年内返済予定の長期借入金 96,700 96,700

未払金 77,810 86,347

未払費用 6,583 6,988

未払法人税等 15,827 13,025

前受金 － 56

預り金 2,646 3,413

賞与引当金 40,859 38,239

その他 2,768 31,590

流動負債合計 278,655 301,335

固定負債   

長期借入金 435,150 638,450

役員退職慰労引当金 63,300 81,100

その他 17,672 13,967

固定負債合計 516,122 733,517

負債合計 794,778 1,034,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,543,450 5,553,450

資本剰余金   

資本準備金 3,373,450 3,383,450

資本剰余金合計 3,373,450 3,383,450

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △5,384,427 △6,518,412

利益剰余金合計 △5,384,427 △6,518,412

株主資本合計 3,532,472 2,418,487

純資産合計 3,532,472 2,418,487

負債純資産合計 4,327,250 3,453,340
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

受託開発収入 ※1  77,513 66,586

製品売上高 ※1  34,239 48,137

売上高合計 111,752 114,724

売上原価   

受託開発原価 75,153 63,021

製品売上原価   

製品期首たな卸高 － 164

当期製品製造原価 34,696 55,032

合計 34,696 55,196

他勘定振替高 ※2  9,811 ※2  13,962

製品期末たな卸高 164 274

製品売上原価 24,720 40,959

売上原価合計 99,873 103,980

売上総利益 11,878 10,744

販売費及び一般管理費   

役員報酬 74,668 77,602

給料及び手当 214,534 212,874

賞与 26,760 23,951

賞与引当金繰入額 26,578 19,390

役員退職慰労引当金繰入額 24,300 19,400

退職給付費用 2,655 2,714

地代家賃 14,707 12,509

租税公課 30,618 30,194

減価償却費 93,103 76,915

研究開発費 ※3  200,538 ※3  359,517

支払手数料 126,041 67,982

消耗品費 48,944 20,784

寄付金 2,416 9,959

その他 197,785 179,537

販売費及び一般管理費合計 1,083,652 1,113,335

営業損失（△） △1,071,773 △1,102,590

営業外収益   

受取利息 3,289 7,900

受取配当金 0 0

助成金収入 52,806 －

雑収入 2,570 2,160

営業外収益合計 58,666 10,061
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 29,979 11,632

株式交付費償却 4,380 9,400

シンジケートローン手数料 2,500 －

雑損失 － 400

営業外費用合計 36,859 21,432

経常損失（△） △1,049,967 △1,113,962

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,500 1,600

特別利益合計 1,500 1,600

特別損失   

固定資産除却損 ※4  71 ※4  222

損害賠償金 33,900 17,600

特別損失合計 33,971 17,822

税引前当期純損失（△） △1,082,438 △1,130,185

法人税、住民税及び事業税 3,800 3,800

法人税等合計 3,800 3,800

当期純損失（△） △1,086,238 △1,133,985
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,163,150 5,543,450

当期変動額   

新株の発行 1,380,300 10,000

当期変動額合計 1,380,300 10,000

当期末残高 5,543,450 5,553,450

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,993,150 3,373,450

当期変動額   

新株の発行 1,380,300 10,000

当期変動額合計 1,380,300 10,000

当期末残高 3,373,450 3,383,450

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △4,298,188 △5,384,427

当期変動額   

当期純損失（△） △1,086,238 △1,133,985

当期変動額合計 △1,086,238 △1,133,985

当期末残高 △5,384,427 △6,518,412

株主資本合計   

前期末残高 1,858,111 3,532,472

当期変動額   

新株の発行 2,760,600 20,000

当期純損失（△） △1,086,238 △1,133,985

当期変動額合計 1,674,361 △1,113,985

当期末残高 3,532,472 2,418,487

純資産合計   

前期末残高 1,858,111 3,532,472

当期変動額   

新株の発行 2,760,600 20,000

当期純損失（△） △1,086,238 △1,133,985

当期変動額合計 1,674,361 △1,113,985

当期末残高 3,532,472 2,418,487
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４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   

税引前当期純損失（△） △1,082,438 △1,130,185

減価償却費 105,934 102,650

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,146 △2,619

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,800 17,800

受取利息及び受取配当金 △3,289 △7,900

支払利息 29,979 11,632

為替差損益（△は益） △45 △11

売上債権の増減額（△は増加） 8,186 △11,040

たな卸資産の増減額（△は増加） 22 △3,236

仕入債務の増減額（△は減少） 12,318 △10,487

未払金の増減額（△は減少） △17,879 10,773

前受収益の増減額（△は減少） △52,431 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,921 2,433

その他 13,145 7,008

小計 △960,471 △1,013,184

利息及び配当金の受取額 2,911 7,782

利息の支払額 △19,894 △11,720

法人税等の支払額 △4,263 △4,774

営業活動によるキャッシュ・フロー △981,718 △1,021,897

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,621,300 △2,921,300

定期預金の払戻による収入 721,300 4,021,300

有形固定資産の取得による支出 △14,920 △12,688

無形固定資産の取得による支出 △6,500 △7,875

その他 △730 △739

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,922,150 1,078,697

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 400,000 －

短期借入金の返済による支出 △1,500,000 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △96,700 △96,700

株式の発行による収入 2,737,560 19,860

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,540,860 223,160

現金及び現金同等物に係る換算差額 45 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,362,963 279,971

現金及び現金同等物の期首残高 2,039,278 676,314

現金及び現金同等物の期末残高 ※  676,314 ※  956,286
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ たな卸資産の評価基準 

及び評価方法 

（１）商品、製品、原材料、仕掛品 

総平均法による原価法 

（１）商品、製品、原材料、仕掛品 

総平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法により算定） 

  （２）貯蔵品 

終仕入原価法 

（２）貯蔵品 

終仕入原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成18年７月５日公表分）を適用してお

ります。 

これによる当事業年度の損益に与える影

響はありません。 

２ 固定資産の減価償却の 

方法 

（１）有形固定資産 

定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物        ８年～31年 

 機械及び装置    ９年～12年 

（１）有形固定資産 

定率法 

 ただし、建物（建物附属設備を除く）

については定額法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

 建物        ８年～31年 

 機械及び装置    ４年～７年 

   （会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の一部

を改正する政令 平成19年３月30日 政

令第83号））に伴い、当事業年度から、

平成19年４月１日以降に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に

基づく減価償却方法に変更しておりま

す。当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

 （追加情報） 

 当社の機械及び装置については、従

来、耐用年数を４～12年としておりまし

たが、平成20年度の法人税法の改正を契

機として資産の利用状況を見直した結

果、当事業年度より、４～７年に変更し

ました。 

これにより、当事業年度の営業損失、経

常損失及び税引前当期純損失は、それぞ

れ9,061千円増加しております。 

   （追加情報） 

 当事業年度から、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産について、償

却可能限度額まで償却が終了した翌事業

年度から残存簿価と備忘価額との差額を

５年間で均等償却する方法によっており

ます。当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

   

  （２）無形固定資産 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

（２）無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

３ 繰延資産の処理方法 株式交付費 

 ３年間の定額償却によっております。

ただし、第８期までに発生したものにつ

いては、３年で均等償却しております。 

株式交付費  

 ３年間の定額償却によっております。 

４ 引当金の計上基準 （１）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額に基づき当事業年度負担分を計

上しております。 

（１）賞与引当金 

同左 

  （２）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支出に備えるため、

規程に基づく期末要支給額を計上してお

ります。 

（２）役員退職慰労引当金 

同左 

５ リース取引の処理方法  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によって

おります。 

 ― 

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

 ― （リース取引に関する会計基準）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リー

ス取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

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、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

（貸借対照表） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました固定負債の「長

期未払金」（当期末残高16,672千円）は、金額的重要性が

乏しくなったため、固定負債の「その他」に含めて表示す

ることにしました。 

－ 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 

定期預金 220,550千円

建物 797,658千円

土地 240,508千円

合計 1,258,716千円

定期預金        180,450千円

建物        735,499千円

土地        240,508千円

合計        1,156,457千円

担保付債務は次のとおりであります。 

シンジケート保証契約による求償債務 

担保付債務は次のとおりであります。 

シンジケート保証契約による求償債務 

531,850千円        435,150千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりであります。 

―     

受託開発収入 63,772千円

製品売上高 534千円

  

（注）当社のその他の関係会社でありました株式会社ニデ

ックは、当社株式の上場に伴う平成19年12月20日の新

株式発行及び株式会社ニデック所有の当社株式の売出

しにより、当社のその他の関係会社ではなくなりまし

た。このため、該当期間の取引高を記載しておりま

す。 

             

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

研究開発費 5,207千円

広告宣伝費 4,604千円

※２ 他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

  

研究開発費 7,934千円

広告宣伝費 6,028千円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は200,538 

千円であり、その主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費の総額は359,517 

千円であり、その主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料及び手当 76,700千円

法定福利費 12,383千円

賞与引当金繰入額 9,749千円

研究用材料費 40,738千円

減価償却費 11,195千円

給料及び手当       129,212千円

法定福利費       20,839千円

支払手数料      37,168千円

研究用材料費       48,300千円

減価償却費 

市販後調査等研究費  

      19,391千円

20,393千円

※４ 固定資産除却損は、工具器具及び備品71千円であり

ます。 

※４ 固定資産除却損は、機械及び装置並びに工具器具及

び備品222千円であります。 
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 （注） 発行済株式の総数の増加は、公募増資による25,000株の新株式発行（払込期日：平成19年12月20日）及び新株

予約権の行使による６株の新株式発行であります。 

２ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 

 （注） 上記の新株予約権は、すべてストック・オプションとして付与されたものであります。 

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  （単位：株）

  前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 摘要

普通株式  76,045  25,006  －  101,051 （注） 

合計  76,045  25,006  －  101,051   

新株予約権の内訳 
当事業年度末残高

（千円） 

第１回新株予約権  －

第２回新株予約権  －

第３回新株予約権  －

第４回新株予約権  －

 第５回新株予約権   －

合計  －
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 （注） 発行済株式の総数の増加は、新株予約権の行使による200株の新株式発行であります。 

２ 自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 

 （注） 上記の新株予約権は、すべてストック・オプションとして付与されたものであります。 

４ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

  （単位：株）

  前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 摘要

普通株式  101,051  200  －  101,251 （注） 

合計  101,051  200  －  101,251   

新株予約権の内訳 
当事業年度末残高

（千円） 

第１回新株予約権  －

第２回新株予約権  －

第３回新株予約権  －

第４回新株予約権  －

 第５回新株予約権   －

合計  －

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※ 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20年３月31日現在）

※ 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21年３月31日現在）

  

現金及び預金勘定 3,036,964千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△2,360,650千円

現金及び現金同等物 676,314千円

現金及び預金勘定         2,216,936千円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
     △1,260,650千円

現金及び現金同等物 956,286千円
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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 

（借主側） 

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 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

  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） 

機械及び装置  17,161  5,084  12,076

工具器具 
及び備品  8,266  2,400  5,866

合 計  25,428  7,485  17,942

ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が、平成20年３月31日以前の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によっ

ており、その内容は以下のとおりであります。 

   

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） 

期末残高
相 当 額 

  
（千円） 

機械及び装置  17,161  6,991  10,169

工具器具
及び備品  8,266  3,936  4,330

合 計  25,428  10,928  14,500

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。        

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,442千円

１年超 14,500千円

合 計 17,942千円

１年内     3,442千円

１年超    11,057千円

合 計 14,500千円

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料

期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算定しております。

（注）         同左 

３ 支払リース料、減価償却費相当額 ３ 支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 3,990千円

減価償却費相当額 3,990千円

支払リース料 3,442千円

減価償却費相当額 3,442千円

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 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。 

（減損損失について） 

同左 
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社は、有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は、有価証券を全く保有しておりませんので、該当事項はありません。 

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 １．当事業年度における費用計上額及び科目名 

    該当事項はありません。 

  

 ２．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 

  

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

採用している退職給付制度の概要 

中小企業退職金共済制度を採用しております。 

なお、当事業年度における同制度への掛金拠出額 

4,069千円は費用処理しております。 

採用している退職給付制度の概要 

中小企業退職金共済制度を採用しております。 

なお、当事業年度における同制度への掛金拠出額 

5,060千円は費用処理しております。 

（ストック・オプション等関係）

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権② 

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役６名 

当社従業員30名 
当社従業員３名 

株式の種類及び付与数 普通株式 2,270株 普通株式 15株 

付与日 平成16年12月22日 平成17年３月22日 

権利確定条件 （注）１ 同左 

対象勤務期間 
平成16年12月22日から 

平成19年12月７日まで 

平成17年３月22日から 

平成19年12月７日まで 

権利行使期間 
平成19年12月８日から 

平成26年12月６日まで 
同左 
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（注）１ ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時に

おいても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの

限りでない。 

２ ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 

②新株予約権発行時において顧問であった者は、新株予約権行使時においても当社の顧問であることを要す

る。 

  第１回新株予約権③ 第２回新株予約権① 

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員５名 当社顧問２名 

株式の種類及び付与数 普通株式 15株 普通株式 240株 

付与日 平成17年６月７日 平成17年４月27日 

権利確定条件 （注）１ （注）２ 

対象勤務期間 
平成17年６月７日から 

平成19年12月７日まで 
定めておりません。 

権利行使期間 
平成19年12月８日から 

平成26年12月６日まで 

平成17年４月27日から 

平成26年12月６日まで 

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権 

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社顧問４名 当社従業員31名 

株式の種類及び付与数 普通株式 12株 普通株式 250株 

付与日 平成17年６月７日 平成18年４月28日 

権利確定条件 （注）２ （注）１ 

対象勤務期間 定めておりません。 
平成18年４月28日から 

平成21年４月27日まで 

権利行使期間 
平成17年６月７日から 

平成26年12月６日まで 

平成21年４月28日から 

平成28年４月26日まで 

  第４回新株予約権 第５回新株予約権  

決議年月日 平成18年４月27日  平成19年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社顧問２名 
 当社取締役１名 

 当社従業員40名 

株式の種類及び付与数 普通株式 140株  普通株式 263株 

付与日 平成18年４月28日  平成19年７月19日 

権利確定条件 （注）２  （注）３ 

対象勤務期間 定めておりません。 
 平成19年７月19日から 

 平成22年６月27日まで 

権利行使期間 
平成18年４月28日から 

平成28年４月26日まで 

 平成22年６月28日から 

 平成29年６月26日まで 
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   ３ ①新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の役員または従業員のいずれの地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合ならびに相続により新株予

約権を取得した場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由ある場合はこの限りではな

い。 

      ②この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」の定めるところによる。 

      ③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も

当該新株予約権を行使できない。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

  

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権② 第１回新株予約権③ 第２回新株予約権①

決議年月日 平成16年12月７日 平成16年12月７日 平成16年12月７日 平成16年12月７日

権利確定前                        

期首（株）  2,131  15  14  －

付与（株）  －  －  －  －

失効（株）  －  －  －  －

権利確定（株）  2,131  15  14  －

未確定残（株）  －  －  －  －

権利確定後                        

期首（株）  －  －  －  240

権利確定（株）  2,131  15  14  －

権利行使（株）  －  －  6  －

失効（株）  －  －  －  －

未行使残（株）  2,131  15  8  240

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 平成18年４月27日 平成19年６月27日

権利確定前                        

期首（株）  －  246  －  －

付与（株）  －  －  －  263

失効（株）  －  37  －  10

権利確定（株）  －  －  －  －

未確定残（株）  －  209  －  253

権利確定後                        

期首（株）  12  －  140  －

権利確定（株）  －  －  －  －

権利行使（株）  －  －  －  －

失効（株）  －  －  －  －

未行使残（株）  12  －  140  －
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②単価情報 

     ３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

平成19年６月27日に付与したストック・オプションの公正な評価単価の見積方法は、付与日において未公

開企業であったため、単位当たりの本源的価値によっております。また、単位当たりの本源的価値の見積

方法は、当社株式の評価額から権利行使価額を控除する方法で算定しており、当社株式の評価方法は、デ

ィスカウント・キャッシュフロー方式、株価倍率法及び簿価純資産法の折衷方式によっております。 

     ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

       将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

  

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権②

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

  第１回新株予約権③ 第２回新株予約権①

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）  117,000  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 

権利行使価格（円）  100,000  250,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

  第４回新株予約権 第５回新株予約権

決議年月日 平成18年４月27日 平成19年６月27日

権利行使価格（円）  250,000  200,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 １．当事業年度における費用計上額及び科目名 

    該当事項はありません。 

  

 ２．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 

  

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権② 

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役６名 

当社従業員30名 
当社従業員３名 

株式の種類及び付与数 普通株式 2,270株 普通株式 15株 

付与日 平成16年12月22日 平成17年３月22日 

権利確定条件 （注）１ 同左 

対象勤務期間 
平成16年12月22日から 

平成19年12月７日まで 

平成17年３月22日から 

平成19年12月７日まで 

権利行使期間 
平成19年12月８日から 

平成26年12月６日まで 
同左 

  第１回新株予約権③ 第２回新株予約権① 

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

付与対象者の区分及び人数 当社従業員５名 当社顧問２名 

株式の種類及び付与数 普通株式 15株 普通株式 240株 

付与日 平成17年６月７日 平成17年４月27日 

権利確定条件 （注）１ （注）２ 

対象勤務期間 
平成17年６月７日から 

平成19年12月７日まで 
定めておりません。 

権利行使期間 
平成19年12月８日から 

平成26年12月６日まで 

平成17年４月27日から 

平成26年12月６日まで 

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権 

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社顧問４名 当社従業員31名 

株式の種類及び付与数 普通株式 12株 普通株式 250株 

付与日 平成17年６月７日 平成18年４月28日 

権利確定条件 （注）２ （注）１ 

対象勤務期間 定めておりません。 
平成18年４月28日から 

平成21年４月27日まで 

権利行使期間 
平成17年６月７日から 

平成26年12月６日まで 

平成21年４月28日から 

平成28年４月26日まで 
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（注）１ ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。ただし、相続

により新株予約権を取得した場合はこの限りではない。 

②新株予約権発行時において当社または当社子会社の取締役および従業員であった者は、新株予約権行使時に

おいても当社、当社子会社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、任期満

了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合ならびに相続により新株予約権を取得した場合はこの

限りでない。 

２ ①新株予約権は、発行時に割当を受けた新株予約権者において、これを行使することを要する。 

②新株予約権発行時において顧問であった者は、新株予約権行使時においても当社の顧問であることを要す

る。 

   ３ ①新株予約権者が当社の取締役および従業員ならびに当社関係会社の役員または従業員のいずれの地位にある

ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職等正当な理由のある場合ならびに相続により新株予

約権を取得した場合はこの限りではない。その他取締役会の認める正当な事由ある場合はこの限りではな

い。 

      ②この他の条件は、株主総会および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約

権割当契約」の定めるところによる。 

      ③新株予約権者が当社に本新株予約権を放棄する旨書類で申し出た場合には、放棄した日をもって以後何人も

当該新株予約権を行使できない。 

(2)ストック・オプションの規模及びその変動状況 

①ストック・オプションの数 

  

  第４回新株予約権 第５回新株予約権  

決議年月日 平成18年４月27日  平成19年６月27日 

付与対象者の区分及び人数 当社顧問２名 
 当社取締役１名 

 当社従業員40名 

株式の種類及び付与数 普通株式 140株  普通株式 263株 

付与日 平成18年４月28日  平成19年７月19日 

権利確定条件 （注）２  （注）３ 

対象勤務期間 定めておりません。 
 平成19年７月19日から 

 平成22年６月27日まで 

権利行使期間 
平成18年４月28日から 

平成28年４月26日まで 

 平成22年６月28日から 

 平成29年６月26日まで 

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権② 第１回新株予約権③ 第２回新株予約権①

決議年月日 平成16年12月７日 平成16年12月７日 平成16年12月７日 平成16年12月７日

権利確定前                        

期首（株）  －  －  －  －

付与（株）  －  －  －  －

失効（株）  －  －  －  －

権利確定（株）  －  －  －  －

未確定残（株）  －  －  －  －

権利確定後                        

期首（株）  2,131  15  8  240

権利確定（株）  －  －  －  －

権利行使（株）  200  －  －  －

失効（株）  97  －  －  －

未行使残（株）  1,834  15  8  240
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②単価情報 

  

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 平成18年４月27日 平成19年６月27日

権利確定前        209        253

期首（株）  －  －  －  －

付与（株）  －  －  －  －

失効（株）  －  3  －  14

権利確定（株）  －  －  －  －

未確定残（株）  －  206  －  239

権利確定後                        

期首（株）  12  －  140  －

権利確定（株）  －  －  －  －

権利行使（株）  －  －  －  －

失効（株）  －  －  －  －

未行使残（株）  12  －  140  －

  第１回新株予約権① 第１回新株予約権②

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）  79,200  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

  第１回新株予約権③ 第２回新株予約権①

決議年月日 平成16年12月７日 同左 

権利行使価格（円）  100,000  100,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

  第２回新株予約権② 第３回新株予約権

決議年月日 平成16年12月７日 平成18年４月27日 

権利行使価格（円）  100,000  250,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －
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 ３．当事業年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度に付与されたストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

     ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

       将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

  

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

  第４回新株予約権 第５回新株予約権  

決議年月日 平成18年４月27日 平成19年６月27日  

権利行使価格（円）  250,000  200,000

行使時平均株価（円）  －  －

付与日における公正な評価単価（円）  －  －

（税効果会計関係）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産     

賞与引当金 16,568千円

役員退職慰労引当金 25,668千円

繰越欠損金 1,668,091千円

未払事業税 4,877千円

その他 2,177千円

繰延税金資産小計 1,717,382千円

評価性引当額 △1,717,382千円

繰延税金資産合計  －

繰延税金資産     

賞与引当金       15,506千円

役員退職慰労引当金       32,886千円

繰越欠損金       2,118,738千円

未払事業税      3,741千円

その他      2,049千円

繰延税金資産小計       2,172,920千円

評価性引当額    △2,172,920千円

繰延税金資産合計  －

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.55％

（調整）     

評価性引当額の増減 △40.49％

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 
△0.07％

住民税均等割額 △0.35％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
△0.36％

法定実効税率      40.55％

（調整）     

評価性引当額の増減    △40.31％

交際費等永久に損金に算入され 

ない項目 
   △0.23％

住民税均等割額     △0.34％

税効果会計適用後の法人税等の 

負担率 
    △0.33％

（持分法損益等）
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１ 当社のその他の関係会社でありました株式会社ニデックは、当社株式の上場に伴う平成19年12月20日の新株

式発行及び株式会社ニデック所有の当社株式の売出しにより、当社の主要株主になりました。これに伴い議

決権等の被所有割合は25.66％より14.97％に減少しております。 

    ２ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 株式会社ニデックからの受託開発収入は契約をもとに決定しております。 

(2) 株式会社ニデックへの製品売上は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

(3) 株式会社ニデックへの建物使用料は積算価格等を参考に決定しております。 

(4) 株式会社ニデックへの動物施設等の賃借料は、賃借期間や管理者人件費等を勘案して決定しております。

(5) 株式会社ニデックへの諸経費の支払額は、株式会社ニデックから賃借している建物に係る電気・水道及び

重油等の使用実績に基づき決定しております。 

(6) 株式会社ニデックへの諸経費の立替払いは、コンサルティング料等の支払いのうち、株式会社ニデック負

担分について当社が一時的に立替払いをしたものであります。 

(7) 株式会社ニデックからのその他の雑収入は、保険事務代行手数料の受入れであります。なお、本取引は平

成19年９月14日をもって終了しております。 

役員及び個人主要株主等 

 （注）取引条件及び取引条件の決定方針等  

 当社は、上記の銀行借り入れに対して、当社代表取締役社長小澤洋介より債務保証を受けておりましたが、平

成19年９月28日に全額返済しております。なお、保証料の支払は行っておりません。 

  

（関連当事者情報）

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要 

株主 

 注１ 

株式会社

ニデック 

愛知県

蒲郡市 
 461,890

眼科医療機

器ならびに

眼鏡関連機

器の開発・

製造・販

売、自家培

養角膜の研

究 

(被所有)

直接 

 
注１ 
14.97

兼任1名 
開発の

受託 

受託開発収

入 

(注３(1)) 
 77,313 売掛金 3,772

製品売上 

(注３(2)) 
 534 － －

建物使用料 

(注３(3)) 
 12,300

前払費用 1,076

差入保証金 5,050

動物施設等

の賃借 

(注３(4)) 
 6,000 － －

諸経費 

(注３(5)) 
 20,794 未払金 1,723

諸経費の立

替払 

(注３(6)) 
 4,999 － －

その他の雑

収入 

(注３(7)) 
 16 － －

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

役員及

びその

近親者 

小澤洋介 －  －
当社代表取

締役社長 
0.9 － － 

当社借入金

の被保証 
 400,000 － －
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当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

親会社及び法人主要株主等 

 （注）１ 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

(1) 株式会社ニデックからの受託開発収入は契約をもとに決定しております。 

(2) 株式会社ニデックへの製品売上は、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

(3) 株式会社ニデックへの建物使用料は積算価格等を参考に決定しております。 

(4) 株式会社ニデックへの動物施設等の賃借料は、賃借期間や管理者人件費等を勘案して決定しております。

(5) 株式会社ニデックへの諸経費の支払額は、株式会社ニデックから賃借している建物に係る電気・水道及び

重油等の使用実績に基づき決定しております。 

(6) 株式会社ニデックへの諸経費の立替払いは、コンサルティング料等の支払いのうち、株式会社ニデック負

担分について当社が一時的に立替払いをしたものであります。 

  

  

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

属性 会社等 
の名称 住所 

資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有 
(被所有)
割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円) 科目 期末残高

(千円) 役員の
兼任等 

事業上
の関係 

主要 

株主 

  

株式会社

ニデック 

愛知県

蒲郡市 
 461,890

眼科医療機

器ならびに

眼鏡関連機

器の開発・

製造・販

売、自家培

養角膜の研

究 

(被所有)

直接 

 

  

14.94
兼任1名 

開発の

受託 

受託開発収

入 

(注２(1)) 
 64,765 売掛金 3,962

製品売上 

(注２(2)) 
 102 － －

建物使用料 

(注２(3)) 
 12,300

前払費用 1,076

差入保証金 5,050

動物施設等

の賃借 

(注２(4)) 
 6,000 － －

諸経費 

(注２(5)) 
 21,910 未払金 1,187

諸経費の立

替払 

(注２(6)) 
 6,513 － －

（企業結合等関係）
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 （注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

   該当事項はありません。  

（１株当たり情報）

項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 34,957円33銭      23,886円 6銭 

１株当たり当期純損失 13,074円45銭       11,218円14銭 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式は存在す

るものの１株当たり当期純損失である

ため記載しておりません。 

項目 

前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

損益計算書上の当期純損失(千円)  1,086,238  1,133,985

普通株主に帰属しない金額(千円)  －  －

普通株式に係る当期純損失(千円)  1,086,238  1,133,985

普通株式の期中平均株式数(株)  83,081  101,085

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含まれな

かった潜在株式の概要 

第１回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成16年12月７日 

（新株予約権2,154個） 

第２回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成16年12月７日 

（新株予約権252個） 

第３回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成18年４月27日 

（新株予約権209個） 

第４回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成18年４月27日 

（新株予約権140個） 

第５回新株予約権 

 定時株主総会の決議日 

 平成19年６月27日 

    （新株予約権253個）

第１回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成16年12月７日 

（新株予約権1,927個） 

第２回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成16年12月７日 

（新株予約権252個） 

第３回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成18年４月27日 

（新株予約権206個） 

第４回新株予約権 

臨時株主総会の決議日 

平成18年４月27日 

（新株予約権140個） 

第５回新株予約権 

 定時株主総会の決議日 

 平成19年６月27日 

    （新株予約権243個） 

（重要な後発事象）
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役員の異動 

  開示内容が定まった時点で開示いたします。 

５．その他
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