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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 24 5.7 △297 ― △303 ― △304 ―

21年3月期第1四半期 22 ― △286 ― △289 ― △306 ―

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

22年3月期第1四半期 △3,005.47 ―

21年3月期第1四半期 △3,035.79 ―

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

22年3月期第1四半期 3,663 2,114 57.7 20,880.59
21年3月期 3,453 2,418 70.0 23,886.06

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,114百万円 21年3月期  2,418百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

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) 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  有  
（注）詳細は、２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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 101,251株 21年3月期  101,251株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 101,251株 21年3月期第1四半期 101,051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当たっての注意事項等について
は、２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。 
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 当第１四半期会計期間における我が国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な景気減速に伴う企業収益の悪

化に対し、内外の製品在庫調整の進展から激減していた生産・輸出に改善の兆しが見えるものの、設備投資は未だ回

復せず、雇用や所得の悪化から個人消費も低迷しており、依然として厳しい状態が続きました。 

 このような経済環境において、政府による新たな産業創出に向けての取り組みが、医療分野を中心に活発化しまし

た。経済産業省が中心となり、産業や組織の枠を超えて新たな技術や人材を結集させる開かれた技術革新を支えるこ

とを創設の趣旨として、成長が見込まれる先端技術を持つ企業を支援する株式会社産業革新機構が７月から発足する

こととなりました。政府は平成21年度補正予算として、世界に通用する研究者を支援するための研究基金を独立行政

法人日本学術振興会に創設し、医療や環境技術などの先端分野で、多額の競争的資金を投入することを決めました。

内閣府、文部科学省、厚生労働省、経済産業省は、先端医療開発特区（スーパー特区）で行っている研究プロジェク

ト（24課題）向けに、新たな予算を投じることを決めました。また、厚生労働省は、再生医療について広範に２年間

をかけて討議する「再生医療における制度的枠組みに関する検討会」を立ち上げました。同検討会の方針では、現行

の医療法のもとで、ほかの医療機関で培養した患者自身の細胞を診療に用いる場合の条件の明示を平成21年度中に行

い、企業に細胞培養を委託できるかを含め、再生医療にふさわしい制度のあり方について平成22年度中に結論を出す

としました。さらに、バイオベンチャー約20社が集まり、日本バイオテク協議会が発足し、バイオ産業育成に関する

政策を提言する活動が始まりました。  

 このような環境の下、当社は再生医療製品事業として、自家培養表皮、自家培養軟骨、自家培養角膜上皮の開発を

進めてまいりました。自家培養表皮ジェイスについては、我が国初の再生医療製品として平成21年１月より保険適用

となりました。保険適用においては、算定限度、施設要件等の留意事項が課されましたが、医療機関を通じて重症熱

傷患者さまへジェイスを提供してまいりました。自家培養軟骨は、製造販売承認申請に向け、独立行政法人医薬品医

療機器総合機構が提供する相談制度を活用し、申請の準備を進めました。また、自家培養角膜上皮は、治験前の確認

申請の適合に向け、主要な照会事項への対応を進めました。研究開発支援事業である研究用ヒト培養組織ラボサイト

シリーズについては、経済環境の悪化に伴う企業の研究開発費の削減が進む中、新規顧客開拓のための営業活動を実

施しました。また、JaCVAM（日本動物実験代替法検証センター）が実施する皮膚刺激性試験の標準化に向け、継続的

に活動しました。  

 こうした結果、当第１四半期累計期間における売上高は24,085千円（前年同四半期比5.7％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は297,415千円（前年同四半期は286,907千

円の営業損失）、経常損失は303,356千円（前年同四半期は289,819千円の経常損失）となり、四半期純損失は

304,306千円（前年同四半期は306,769千円の四半期純損失）となりました。 

  

 当第１四半期末の総資産は、現金及び預金が減少したものの、設備投資により有形固定資産が増加したことで、前

期末比210,360千円増の3,663,701千円となりました。負債は、長期借入金等の増加により前期末比514,667千円増の

1,549,520千円となりました。純資産は、利益剰余金の減少により前期末比304,306千円減の2,114,180千円となり、

自己資本比率は57.7％となりました。   

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年４月30日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。  

  

①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 

  

 該当事項はありません。 

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

３．業績予想に関する定性的情報

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
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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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,949,556 2,216,936

受取手形及び売掛金 19,162 20,999

製品 74 274

仕掛品 1,773 3,939

原材料及び貯蔵品 40,866 35,711

その他 27,719 26,639

流動資産合計 2,039,152 2,304,502

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 928,340 739,795

土地 537,814 －

その他（純額） 104,260 347,139

有形固定資産合計 1,570,416 1,086,935

無形固定資産 36,212 36,377

投資その他の資産 5,847 11,093

固定資産合計 1,612,476 1,134,406

繰延資産 12,072 14,431

資産合計 3,663,701 3,453,340

負債の部   

流動負債   

支払手形 30,278 24,973

1年内返済予定の長期借入金 120,250 96,700

未払法人税等 5,552 13,025

賞与引当金 21,002 38,239

その他 137,569 128,396

流動負債合計 314,653 301,335

固定負債   

長期借入金 1,134,900 638,450

役員退職慰労引当金 86,000 81,100

その他 13,967 13,967

固定負債合計 1,234,867 733,517

負債合計 1,549,520 1,034,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,553,450 5,553,450

資本剰余金 3,383,450 3,383,450

利益剰余金 △6,822,719 △6,518,412

株主資本合計 2,114,180 2,418,487

純資産合計 2,114,180 2,418,487

負債純資産合計 3,663,701 3,453,340
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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）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 22,788 24,085

売上原価 20,867 27,325

売上総利益 1,921 △3,240

販売費及び一般管理費 288,828 294,175

営業損失（△） △286,907 △297,415

営業外収益   

受取利息 1,984 932

受取配当金 0 0

その他 474 452

営業外収益合計 2,459 1,385

営業外費用   

支払利息 3,024 4,962

株式交付費償却 2,347 2,359

その他 － 5

営業外費用合計 5,372 7,326

経常損失（△） △289,819 △303,356

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,600 －

特別利益合計 1,600 －

特別損失   

損害賠償金 17,600 －

特別損失合計 17,600 －

税引前四半期純損失（△） △305,819 △303,356

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950

四半期純損失（△） △306,769 △304,306
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △305,819 △303,356

減価償却費 25,272 23,877

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,452 △17,236

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,900 4,900

受取利息及び受取配当金 △1,984 △933

支払利息 3,024 4,962

為替差損益（△は益） － 5

売上債権の増減額（△は増加） 630 1,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,298 △2,788

仕入債務の増減額（△は減少） △10,807 5,304

未払金の増減額（△は減少） 48,128 32,251

未払又は未収消費税等の増減額 12,005 322

その他 △2,669 1,905

小計 △250,069 △248,948

利息及び配当金の受取額 463 780

利息の支払額 － △3,866

法人税等の支払額 △3,892 △3,956

営業活動によるキャッシュ・フロー △253,499 △255,990

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 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 300,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 △3,051 △510,349

無形固定資産の取得による支出 △5,250 △26,281

その他 52 5,246

投資活動によるキャッシュ・フロー 191,750 △431,384

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 － 520,000

財務活動によるキャッシュ・フロー － 520,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △61,748 △167,380

現金及び現金同等物の期首残高 676,314 956,286

現金及び現金同等物の四半期末残高 614,565 788,906
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

（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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