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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 144 77.6 △814 ― △835 ― △838 ―

21年3月期第3四半期 81 ― △842 ― △851 ― △870 ―

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3四半期 △8,277.53 ―

21年3月期第3四半期 △8,612.47 ―

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3四半期 3,199 1,580 49.4 15,608.52
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3四半期  1,580百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 309 170.0 △1,107 ― △1,139 ― △1,142 ― △11,288.19
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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、３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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 101,251株 21年3月期第3四半期 101,058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、３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

㈱ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（7774） 平成22年３月期 第３四半期 決算短信（非連結）



 当第３四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）における我が国経済は、昨年度秋からの世界同

時不況による景気後退局面が続くなか、中国をはじめとするアジア地域の回復により国内にも一部の製造業におい

て業績の好転がみられるものの、円高の進行による輸出企業の業績悪化や国内のデフレ基調が鮮明となり、雇用情

勢の悪化や個人消費の低迷など依然として厳しい状況でありました。 

 医療機器業界では、世界の医療機器市場における我が国の市場シェアの低下、先端医療技術の導入の遅れによ

り、世界の医療技術から我が国が取り残されるとの危機感が高まっているなか、日本政府は「医療は国民の生活を

支える最も重要な社会基盤の一つ」と捉え、病院勤務医の負担軽減、救急医療及び周産期・小児医療の充実などの

重点課題に対応するため、平成22年度の診療報酬を10年ぶりに引き上げる方針を掲げました。 

 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

適用を受けました。保険適用の条件として算定限度や施設基準等が付与されているために、全ての注文が売上に計

上できるわけではありませんが、当第３四半期累計期間に医療機関から数十回の注文をいただき、着実にジェイス

の販売実績を積むことができました。自家培養軟骨は、障害を受けた膝関節軟骨の補綴（ほてつ）・修復及び関節

機能の改善を目的として、平成21年８月に製造販売承認申請を厚生労働省に行いました。本製品の製造販売承認を

早期に取得すべく、当局による審査に対応しました。自家培養角膜上皮は、治験前の確認申請の適合に向け、引き

続き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、先行き不透明な経済状況のなか、ユーザー企業が研究開発費などを削減する傾向にあり、当社の営業活動

も厳しい状況でありました。 

 こうした結果、当第３四半期累計期間における売上高は、再生医療製品事業等の販売増加により144,461千円（前

年同四半期比77.6%増）となりましたが、研究開発費の増加や人員増加に伴う人件費の増加等により営業損失は

814,566千円(前年同四半期は842,801千円の営業損失）となりました。また、借入利息の増加等により経常損失は

835,258千円（前年同四半期は851,286千円の経常損失）となり、四半期純損失は838,108千円（前年同四半期は

870,359千円の四半期純損失）となりました。 

  

  

 当第３四半期末の総資産は、設備投資により有形固定資産が増加したものの、現金及び預金が減少したことで、

前期末比253,847千円減の3,199,492千円となりました。負債は、長期借入金等の増加により前期末比584,261千円増

の1,619,113千円となりました。純資産は、利益剰余金の減少により前期末比838,108千円減の1,580,378千円とな

り、自己資本比率は49.4％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10月15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３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係る実

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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 1,440,041 2,216,936

受取手形及び売掛金 59,069 20,999

製品 18 274

仕掛品 29,887 3,939

原材料及び貯蔵品 53,246 35,711

その他 35,382 26,639

流動資産合計 1,617,645 2,304,502

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 892,766 739,795

土地 537,814 －

その他（純額） 94,127 347,139

有形固定資産合計 1,524,708 1,086,935

無形固定資産 44,405 36,377

投資その他の資産 5,379 11,093

固定資産合計 1,574,493 1,134,406

繰延資産 7,353 14,431

資産合計 3,199,492 3,453,340

負債の部   

流動負債   

支払手形 49,122 24,973

1年内返済予定の長期借入金 201,742 96,700

未払法人税等 7,452 13,025

賞与引当金 20,780 38,239

その他 131,642 128,396

流動負債合計 410,739 301,335

固定負債   

長期借入金 1,100,060 638,450

役員退職慰労引当金 96,200 81,100

その他 12,114 13,967

固定負債合計 1,208,374 733,517

負債合計 1,619,113 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 △7,356,521 △6,518,412

株主資本合計 1,580,378 2,418,487

純資産合計 1,580,378 2,418,487

負債純資産合計 3,199,492 3,453,340
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 81,361 144,461

売上原価 76,015 132,391

売上総利益 5,346 12,069

販売費及び一般管理費 848,148 826,635

営業損失（△） △842,801 △814,566

営業外収益   

受取利息 6,266 1,932

受取配当金 0 0

受取保険金 － 1,355

その他 1,512 1,989

営業外収益合計 7,779 5,277

営業外費用   

支払利息 8,819 18,887

株式交付費償却 7,045 7,078

その他 400 5

営業外費用合計 16,264 25,970

経常損失（△） △851,286 △835,258

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   

固定資産除却損 222 －

損害賠償金 17,600 －

特別損失合計 17,822 －

税引前四半期純損失（△） △867,509 △835,258

法人税、住民税及び事業税 2,850 2,850

法人税等合計 2,850 2,850

四半期純損失（△） △870,359 △838,108
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △867,509 △835,258

減価償却費 76,697 83,188

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,344 △17,459

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13,500 15,100

受取利息及び受取配当金 △6,267 △1,933

支払利息 8,819 18,887

為替差損益（△は益） △11 5

売上債権の増減額（△は増加） 2,171 △38,069

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,162 △43,225

仕入債務の増減額（△は減少） △3,700 24,149

未払金の増減額（△は減少） 8,935 8,652

未払又は未収消費税等の増減額 4,580 △8,080

その他 6,615 13,509

小計 △781,674 △780,534

利息及び配当金の受取額 4,784 2,276

利息の支払額 △6,100 △17,209

法人税等の支払額 △4,174 △2,698

営業活動によるキャッシュ・フロー △787,165 △798,166

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 △1,760,650 △760,650

定期預金の払戻による収入 2,360,650 1,260,650

有形固定資産の取得による支出 △11,687 △516,500

無形固定資産の取得による支出 △7,875 △34,280

その他 52 5,404

投資活動によるキャッシュ・フロー 580,489 △45,375

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 － 620,000

長期借入金の返済による支出 △48,350 △53,348

株式の発行による収入 9,931 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △38,418 566,652

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △245,084 △276,895

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 431,230 679,391
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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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