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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

（注）平成21年９月期第１四半期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2四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）平成21年９月期第１四半期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2四半期 1,197 ― 18 ― △27 ― △71 ―
20年9月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △120.91 ―
20年9月期第2四半期 ― ―

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2四半期 2,834 2,494 87.8 4,192.41
20年9月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  2,488百万円 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 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 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 2,520 ― 10 ― 10 ― 0 ― 0.00
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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  有  
（注）詳細は、４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、４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、４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2四半期 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2四半期  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2四半期 593,600株 20年9月期第2四半期  586,638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２四半期連結累計期間（平成20年10月１日から平成21年３月31日まで）、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、市場の顕在化及び拡大に努

めております。医療チャネルの拡充に向けては、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ことにより医療機関のネットワークは

着実に拡充されてきており、当社グループの技術を用いて治療を実施する医療機関は、当第２四半期末で44施設となっ

ています。また、各種メディアやWebサイトを活用した患者及び患者家族に向けた継続的な情報提供等により、免疫細

胞療法に係る患者の認知度・理解度も大きく向上しており、契約医療機関及び連係医療機関における新規治療開始者

数ならびに治療件数が増加したことに伴って細胞加工件数も順調に伸びております。さらに、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する、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のほか、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２四半期連結累計期間の売上高は1,197,213千円となりました。

　研究開発活動については、治療効果向上につながる新規技術の早期実用化を目指し、「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ます。当第２四半

期累計期間においては、平成20年10月に、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し、平成21年３月には、同契約に

基づくがんワクチン及び免疫細胞療法に係る新規技術の開発を強化、加速するべく、国立大学法人熊本大学及び財団

法人くまもとテクノ産業財団と、HSP105由来がん抗原ペプチドの特許権利譲渡に係る契約を締結いたしました。また、

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。

さらに、平成21年３月には、国立病院機構大阪医療センターと共同で、当社グループ独自開発の新規樹状細胞ワクチ

ン療法を用いた悪性グリオーマに対する臨床研究を開始いたしました。

　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及び、一般向けセールスプロモーション活動を、

これまでの実績に基づき効果的、且つ効率的に実施するとともに、一方では、管理業務の効率化により、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２四半期連結累計期間

の営業利益は18,181千円となりました。

　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２四半期連結累計期間においては、米国

MASA Life Science Ventures, LPへの出資金について、最近の決算書に基づく当社グループの持分相当額が減少した

ことにより20,828千円の投資事業組合運用損を計上したこと、また、前期末に比べて円高が進んだことにより27,596

千円の為替差損が発生したこと等により、当第２四半期連結累計期間の経常損失は△27,801千円となりました。

　また、当社グループの契約医療機関である瀬田クリニックの東京中心部への移転に伴う瀬田CPCの閉鎖による固定資

産の減損損失21,888千円、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、保有する投資有価証券の減損処理による投資有価証券評価損5,866千円を特別損失に計上した

こと等により、当第２四半期連結累計期間の四半期純損失は△71,774千円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末の総資産は、当連結会計年度期首に比べて174,822千円減少し、2,834,405千円となりました。流動

資産は1,520,792千円と当連結会計年度期首に比べ54,715千円減少しており、主な要因は現金及び預金の減少214,505

千円、売掛金の増加82,331千円、有価証券の減少200,000千円、短期貸付金の増加290,000千円等です。固定資産は

1,313,612千円と当連結会計年度期首に比べ120,107千円減少しておりますが、これは固定資産の減価償却及び減損、

投資有価証券の評価替え等によるものです。

　当第２四半期末の負債は、当連結会計年度期首に比べて103,048千円減少し、339,984千円となりました。そのうち

流動負債は333,649千円で当連結会計年度期首に比べて109,383千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す。固定負債は、長期リース債務の増加により6,334千円となりました。

　当第２四半期末の純資産は、当連結会計年度期首に比べて当第２四半期純損失71,774千円が減少し、2,494,420千円

となりました。この結果、自己資本比率は87.8％となりました。

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結累計期間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414,505千円減少し748,149千

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52,044千円となりました。主な減少は、税金等調整前四半期純損失

67,358千円、売上債権の増加82,331千円によるもので、主な増加は、減価償却費58,375千円、減損損失21,888千円に

よるものです。

　投資活動に使用されたキャッシュ・フローは359,928千円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支

出69,956千円、貸付けによる支出440,000千円、貸付金の回収による収入150,000千円によるものです。

　財務活動に使用されたキャッシュ・フローは733千円となりました。これは主に、リース債務の返済による支出533

千円によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間の業績は、広告宣伝活動の効率性向上及び、臨床開発の一部実施時期の見直しを含む研

究開発費の減少、一般管理費等の経費抑制の効果等により、営業利益、経常利益、当期純利益とも第２四半期累計期

間の予想値を上回る結果となりました。一方、当第２四半期累計期間においては、保有する投資有価証券について、

円高の進展による為替差損や減損処理による評価損が発生するなど、今後の予想が困難な要素も内在しております。

このような中、当社グループでは、引き続き、効率性の高い患者向け情報提供活動による需要喚起及び、医師・医療

機関とのネットワークの強化、拡充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た細胞医療支援事業の更なる拡充に努め、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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 748,149

売掛金 420,079

原材料 15,823

短期貸付金 290,000

その他 46,738

流動資産合計 1,520,792

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 383,256

その他（純額） 113,439

有形固定資産合計 496,695

無形固定資産 54,828

投資その他の資産  

投資有価証券 526,568

その他 235,520

投資その他の資産合計 762,088

固定資産合計 1,313,612

資産合計 2,834,405

負債の部  

流動負債  

買掛金 86,306

未払法人税等 12,338

賞与引当金 71,843

その他 163,161

流動負債合計 333,649

固定負債 6,334

負債合計 339,984

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 △3,458,609

株主資本合計 2,488,615

新株予約権 5,805

純資産合計 2,494,420

負債純資産合計 2,834,405

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

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,197,213

売上原価 364,743

売上総利益 832,470

販売費及び一般管理費 814,288

営業利益 18,181

営業外収益  

受取利息 2,337

その他 371

営業外収益合計 2,708

営業外費用  

支払利息 66

為替差損 27,596

投資事業組合運用損 20,828

その他 199

営業外費用合計 48,691

経常損失（△） △27,801

特別損失  

固定資産除却損 1,441

減損損失 21,888

投資有価証券売却損 10,359

投資有価証券評価損 5,866

特別損失合計 39,556

税金等調整前四半期純損失（△） △67,358

法人税、住民税及び事業税 4,416

法人税等合計 4,416

四半期純損失（△） △71,774

㈱メディネット (2370) 平成21年９月 第２四半期決算短信
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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  

税金等調整前四半期純損失（△） △67,358

減価償却費 58,375

減損損失 21,888

賞与引当金の増減額（△は減少） △456

受取利息及び受取配当金 △2,337

支払利息 66

投資有価証券売却損益（△は益） 10,359

投資有価証券評価損益（△は益） 5,866

投資事業組合運用損益（△は益） 20,828

為替差損益（△は益） 27,596

有形固定資産除却損 1,441

売上債権の増減額（△は増加） △82,331

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,452

仕入債務の増減額（△は減少） △3,575

未払金の増減額（△は減少） △69,566

その他 35,413

小計 △45,241

利息及び配当金の受取額 2,031

利息の支払額 △66

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 △52,044

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 △69,956

無形固定資産の取得による支出 △6,940

投資有価証券の取得による支出 △9,030

投資有価証券の売却による収入 18,161

貸付けによる支出 △440,000

貸付金の回収による収入 150,000

その他 △2,162

投資活動によるキャッシュ・フロー △359,928

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △533

その他 △199

財務活動によるキャッシュ・フロー △733

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,799

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △414,505

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 748,149
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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、以下に前年中間会計

期間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）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 851,987 100.0

Ⅱ　売上原価 340,902 40.0

売上総利益 511,085 60.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 850,965 99.9

営業損失(△) △339,880 △39.9

Ⅳ　営業外収益 18,771 2.2

Ⅴ　営業外費用 80,790 9.5

経常損失(△) △401,899 △47.2

Ⅵ　特別損失 770,717 90.4

税引前中間純損失(△) △1,172,617 △137.6

法人税、住民税及び事業税 4,362 4,362 0.5

中間純損失(△) △1,176,979 △138.1
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年10月１日
至　平成20年３月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純損失 △1,172,617

減価償却費 62,698

賞与引当金の減少額 △9,576

受取利息及び受取配当金 △5,419

投資有価証券評価損 770,717

投資事業組合利益 △6,204

為替差損 71,976

支払利息 479

株式交付費 1,336

社債発行費等 30

売上債権の減少額 30,398

たな卸資産の増加額 △5,756

仕入債務の減少額 △27,552

未払金の増加額 26,200

未払消費税等の減少額 △16,046

その他 △64,260

小計 △343,595

利息及び配当金の受取額 5,728

利息の支払額 △465

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 △347,054

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 △31,287

無形固定資産の取得による支出 △10,082

投資有価証券の取得による支出 △193,845

関係会社株式の取得による支出 △10,000

貸付金の回収による収入 65,227

差入保証金の差入による支出 △7,792

差入保証金の返還による収入 459

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,320

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 △10,000

株式の発行による収入 133,473

財務活動によるキャッシュ・フロー 123,473

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △410,901

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中間期末残高 1,501,025
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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

建物及び構築物（純額） 349,316

その他（純額） 113,229

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

賞与引当金 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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