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1.  21年12月期の業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 974 78.5 233 112.4 197 84.1 109 82.9
20年12月期 546 ― 109 ― 107 ― 59 ―

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12月期 9.68 8.84 17.0 17.7 23.9
20年12月期 5.91 ― 15.0 17.2 20.1
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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12月期 1,508 853 56.5 72.07
20年12月期 722 427 59.1 42.39
（参考） 自己資本   21年12月期  853百万円 20年12月期  427百万円

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12月期 245 △257 471 621
20年12月期 92 △85 37 162

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年12月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 11 10.3 1.7
22年12月期 

（予想）
― 0.00 ― 1.50 1.50 10.2

3.  22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22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）

 

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

614 33.1 55 △58.5 48 △53.8 28 △52.6 2.37

通期 1,428 46.5 314 35.0 301 52.2 173 59.0 14.65
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、26ページ「重要な会計方針の変更」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、39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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 11,837,000株 20年12月期 10,082,000株
② 期末自己株式数 21年12月期  88株 20年12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」をご覧下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当事業年度の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱の影響から企業収益が落ち込み、設

備投資の減少や雇用情勢の悪化等厳しい現状が続きました。しかし、政府の経済政策の効果により

増加の傾向が見られる産業もあり、企業の設備投資は下げ止まりつつあり、一部には景気回復の兆

しが見え始めました。 

このような状況の下、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

及びアイマックスがん治療※1の普及により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しての営業開拓活動、また、セミナー等を通じた患者に対する情報提供活動や

学会等での発表を中心とした学術活動を継続的に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21年２月に鹿児島県鹿児島市の「独立行

政法人国立病院機構鹿児島医療センター」、同年５月に宮城県仙台市の「仙台駅前アエルクリニッ

ク」、福岡県福岡市の「医療法人社団医創会 福岡アイマックスクリニック」、同年７月に愛媛県東

温市の「国立大学法人愛媛大学（愛媛大学医学部附属病院）」と提携契約を締結し、それぞれ当社

技術・ノウハウの導入を行いました。これにより、当社技術・ノウハウを導入した医療機関数は前

事業年度末の10から14に増加し、より多くの患者に樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治

療を提供できるようになりました。 

患者に対する情報提供活動については、当社契約医療機関である「特定医療法人北楡会 札幌北楡

病院」、「医療法人社団医創会 セレンクリニック」、「医療法人社団博心厚生会 九段クリニッ

ク」、「新横浜かとうクリニック」、「医療法人社団医創会 ミッドランドクリニック」、「医療法

人クリニックサンルイ」、「花園クリニック」、「医療法人社団医創会 福岡アイマックスクリニッ

ク」等の協力を得て、「がん治療セミナー」を北海道、東京都、神奈川県、愛知県、京都府、広島

県、福岡県にて開催いたしました。 

その結果、当事業年度の樹状細胞ワクチン療法の症例数が約1,200となり、当社設立以降の累計で

約2,100症例を超えました。 

学術活動については、平成21年４月に「第100回米国癌研究会議(AACR)」、同年５月に「第45回米

国臨床腫瘍学会(ASCO)」、「第30回癌免疫外科研究会」、同年６月に「第13回日本がん免疫学会総

会」、同年10月に「第68回日本癌学会学術総会」、「第47回日本癌治療学会学術集会」、同年11月

に「第22回日本バイオセラピィ学会学術集会総会」において当社契約医療機関の臨床成績や研究開

発について発表いたしました。特に、第47回日本癌治療学会学術集会では、イブニングセミナーの

共催を行い、多くの臨床医・研究者の方々に、当社の学術活動についてご理解を得ることができま

した。 

研究開発活動につきましては、平成21年10月９日付で「三洋電機株式会社との共同開発契約」を

締結し、樹状細胞等の自動細胞培養装置の共同開発を開始しております。樹状細胞等の培養プロセ

スの自動化・均一化を目指し、高品質な樹状細胞等を安定的に提供することで広く患者に貢献する

ことを目指しております。 

以上の結果、当事業年度の営業収入は974,861千円（前年同期比78.5％増）、営業利益は233,243
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千円（前年同期比112.4％増）、経常利益は197,855千円（前年同期比84.1％増）となり、また、当

期純利益は109,075千円（前年同期比82.9％増）となりました。 

 

※１：アイマックスがん治療(免疫最大化がん治療：Immune maximizing therapy for cancer) 

がん免疫療法に分類される、がんワクチン療法の一つである樹状細胞ワクチン療法を中心として、これ

に化学療法（がん休眠療法）、放射線療法（低侵襲放射線療法）等を組み合わせることで、患者の免疫

機能を最適化・最大化させて効率よくがんを攻撃することを目指す、当社独自のがん治療技術・ノウハ

ウ。 

 

②次期の見通し 

当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、海外経済の改善や経済対策の効果等を背景に、

景気の持ち直し傾向が続くことが期待されます。 

一方、がん免疫療法業界におきましては、上記の景気状況の影響を受けることが比較的少なく、

今後、がん免疫療法の認知度がさらに進むと思われる中、安定的な成長が見込まれると予想してお

ります。 

このような経営環境の中、当社は引き続き、樹状細胞ワクチン療法のさらなる技術改良に努める

とともに、「アイマックスがん治療」の質の向上・普及を着実に進めてまいります。 

平成22年12月期の業績予想につきましては、平成21年12月期に当社技術・ノウハウの導入を行っ

た「独立行政法人国立病院機構鹿児島医療センター」、「国立大学法人愛媛大学（愛媛大学医学部

附属病院）」、「仙台駅前アエルクリニック」、「医療法人社団医創会 福岡アイマックスクリニッ

ク」等での治療数の増加が見込まれること、医療法人社団医創会の運営クリニック（兵庫県）及び

医療法人社団 アドバンストメディスンの運営クリニック（東京都）での治療開始が予定されている

こと、さらには、大学病院やがん拠点病院等の医療機関への営業開拓を引き続き進めていくこと等

から、営業収入1,428,660千円、営業利益314,772千円、経常利益301,214千円、当期純利益173,409

千円を見込んでおります。 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産負債及び純資産の状況 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は893,366千円で、前事業年度末と比べ533,517千円増加

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及び新株予約権の行使、社債

の発行、短期借入による増加636,376千円と運転資金、設備投資、借入金の返済、社債の償還等に

よる減少177,440千円を合わせて458,935千円増加したことや、売掛金の増加56,414千円によるも

のです。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は615,457千円で、前事業年度末と比べ252,746千円増加

しております。これは主に、基盤提携医療機関等への設備投資による増加96,295千円、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90,038千円、敷金の増加45,800千円、特許実

施権の増加10,583千円、役員保険積立金の増加9,137千円、貸倒引当金の計上による減少15,575千

円によるものです。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は436,901千円で、前事業年度末と比べ260,019千円増加

しております。これは主に、未払法人税等の増加33,283千円、リース取引に関する会計基準の適

用による一年内返済リース債務の増加24,604千円、社債発行による１年内償還予定の社債の増加

20,000千円、運転資金の短期借入による増加182,734千円によるものです。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は218,882千円で、前事業年度末と比べ100,535千円増加

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68,722

千円、社債の発行による増加45,000千円、長期割賦未払金の支払いによる減少20,250千円による

ものです。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は853,040千円で、前事業年度末と比べ425,708千円増加し

ております。これは主に、株式公開時の公募増資及び新株予約権の行使に伴う資本金及び資本剰

余金の増加316,780千円、当期純利益の計上109,075千円によるものです。 

 

②キャッシュ・フローの分析 

当事業年度末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

458,935千円増加し、621,634千円となりました。 

当事業年度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245,484千円となりました。その主な内訳は、税引前当期純利益

196,572千円、減価償却費131,644千円、売上債権の増加56,414千円、貸倒引当金の増加15,575千

円、法人税等の支払72,383千円によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
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投資活動により使用した資金は257,777千円となりました。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187,802千円、無形固定資産の取得による支出27,350千円、

敷金の差入による支出49,450千円、敷金の預りによる収入15,963千円によるものです。 

（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471,228千円となりました。その主な内訳は、株式の発行による

収入284,808千円、運転資金の短期借入による収入223,680千円、社債の発行による収入96,708千

円、新株予約権の行使による株式の発行による収入31,178千円、割賦未払金の返済による支出

45,300千円、短期借入金返済による支出41,266千円、社債の償還による支出35,000千円、リース

債務の返済による支出21,830千円、株式の発行による支出21,604千円によるものです。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 

自己資本比率（％） 30.8 42.7 69.9 59.1 56.5 

時価ベースの自己資本比率（％） － － － － 910.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） － － － 108.1 179.7 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － － 32.0 

  

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20年12月期以前における時価ベースの自己資本比率については、非上場であるため記載しておりま

せん。 

2 株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 

3 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。 

4 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。 

5 平成20年12月期におけるインタレスト・カバレッジ・レシオについては、有利子負債の計上はあります

が当該事業年度中に利払いはありませんでしたので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、株主に対する利益還元と同時に、財務体質の強化及び競争力の確保を経営の重要課題の

一つとして位置付けております。したがって、競争力を保ちながら経済環境の変化に迅速に対応し

た事業展開を行うため、当社の業績及び財務体質を総合的に勘案し、内部留保の充実を考慮しなが

ら業績の成長に見合った利益還元を行っていく方針です。また、今後の配当政策といたしましては、

企業成長への再投資を重視しつつ、業績連動とし、当期純利益の10％程度を目標といたします。 

この基本方針に基づき、当事業年度の期末配当は、１株につき１円とさせていただきます。なお、

中間配当は実施しておりませんので、当事業年度の年間配当は１株につき１円となり、配当性向は

10.3％となりました。 

なお、当社は会社法第459条第１項の剰余金の配当を取締役会決議で行うことができる旨、定款で

定めており、配当の決定機関は中間配当、期末配当ともに取締役会となっております。 
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(4) 事業等のリスク 

当社の事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。当社として必ずしも事業上のリスク要因に値しな

いと考えられる事項についても、投資への判断上、重要と考えられるものについては、投資者への

積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、当社はこれらの事業等へのリスクを認識し

た上で、その回避及び発生した場合の対応に努めておりますが、当社株式への投資判断は、本項及

び本項以外の記載も併せて、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、本文中の将来に関する事項は、本資料発表日現在において当社が判断したものであります。 

 

[１]当社の事業に関するリスクについて 

①治療費及び患者数について 

当社は、当該治療法に係る技術・ノウハウ等を提供し、契約医療機関で実施される治療数に応

じて対価を受取っております。このため、治療費と患者数の動向は当社収益に大きな影響を与え

る要素となります。 

今後、当該療法をはじめとするがん免疫療法の普及過程において、何らかの理由で治療費が低

下し、当社が受けとる対価の価格等が見直された場合や、契約医療機関における患者数の減少が

起こった場合には、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。 

 

②競合他社とのサービス対価に係る価格競争について 

樹状細胞ワクチン療法を中心とするアイマックスがん治療は、その新規性及び成長性から、こ

れに着目した新規参入企業や既存業者との競争が今後激化していく可能性があります。また、当

社が技術・ノウハウを提供している樹状細胞ワクチン療法は、免疫療法の一つに分類され、その

中に含まれる他の治療法と類似のものとみなされる可能性があります。当社としては、そのよう

な他の治療法との差別化に努めてまいりますが、各種免疫療法を提供する複数の同業他社の参入

及び競争激化に伴い、提供サービスの対価に係る価格競争が生じた場合には、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。 

 

③業界イメージの低下について 

当社が技術・ノウハウを提供している樹状細胞ワクチン療法は、現時点においては、自由診療

で実施されております。自由診療は、保険診療のような厳しい臨床試験を経ずに行うことが可能

であることから、相対的にその内容は玉石混交の状態となっており、免疫療法を提供する一部競

合先が十分な品質を維持していない技術・ノウハウまたはサービスを提供する等により、トラブ

ルを起こす可能性もあります。そのような事態が発生した場合には、免疫療法に対するイメージ

が低下し、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。 

 

④市場動向及び需要動向について 

当社の収益は、がん治療市場の動向、自由診療市場の動向、がん免疫療法市場の動向、ひいて

は樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療に対する需要動向に左右されるものと認識し
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ております。今後、人口の減少、がん予防技術の向上・普及によりがん罹患数の減少が起こった

場合や、保険診療での新規がん治療選択肢の拡大により自由診療での治療数の減少、あるいはが

ん免疫療法領域で樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療以外の治療が台頭した場合等

には、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。 

 

⑤技術革新について 

当社の事業対象領域であるがん治療の分野は、技術革新のスピードが速く、新しい治療薬や治

療方法の研究開発が盛んに行われております。当社の樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスが

ん治療も新しい知見をもとに、常に改良を続けていく必要があるとの認識のもとで研究開発を行

っておりますが、今後、他社の技術開発が先行し、当社が技術革新に遅れをとり、結果として競

争力を失った場合には、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。 

 

⑥品質管理支援体制について 

当社は樹状細胞ワクチン療法の技術・ノウハウを契約医療機関に提供しておりますが、細胞培

養は各々の契約医療機関で行われており、当社では行っておりません。 

当社では、契約医療機関に対して、以下について徹底することで、高品質の治療用細胞が培養

できるよう支援しております。 

(ａ)細胞培養をGMP基準に準拠した空気清浄度を持つ細胞加工施設で行うことで、細胞加工工程

において無菌性を保ち、細菌汚染を防ぐよう努める。 

(ｂ)全ての作業工程を標準作業手順書（SOP）に取りまとめ、それに基づいて行うように指導す

ることで、細胞加工工程における人為的なミスの発生を極力防ぐよう努める。 

(ｃ)細胞培養液や試薬等、細胞培養に必要な資材について、供給元との厳密な購買契約に基づ

いて購入するよう指導することで、不良品の混入や劣化を未然に防ぎ、また、仕入・保

管・検査体制の充実化に努める。 

(ｄ)当社医療事業部が、契約医療機関に対して定期的に細胞の品質や施設運営に関する監査を

行うことで、品質の低下を防ぐように努める。 

ただし、上記の対応を徹底したとしても、何らかの理由により、契約医療機関で培養する細胞

の品質、ひいては提供する医療の質が低下する可能性はあり、その場合、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。 

 

[２]財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー状態の異常な変動 

①社歴が浅いことについて 

当社は、平成16年６月の設立以降、医療支援事業を行っており、営業収入は第２期より計上し

ております。第１期から第３期まで経常損失、当期純損失となっておりましたが、第４期より経

常利益、当期純利益を計上しており、営業活動によるキャッシュ・フローもプラスとなっており

ます。また、当社は、基盤提携医療機関に対して設備の賃貸を行うための設備投資を行っており、

第４期より投資活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっております。 

上記のように、当社は、平成16年６月に設立された社歴が浅い会社であることから、将来の不
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確定要因も多いと考えられます。また、期間業績比較を行うために十分な財政状態、経営成績の

過去実績を有していないことから、過去の経営成績及び財政状態から今後の当社の業績を予測し、

投資判断を行う材料としては、十分でない可能性があります。 

 

【主要な経営指標等の推移】 

 

回次 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 

決算年月 平成17年12月 平成18年12月 平成19年12月 平成20年12月 平成21年12月 

営業収入 （千円） 5,174 94,150 269,297 546,009 974,861 

経常利益又は経常損失(△) （千円） △71,047 △10,490 63,634 107,483 197,855 

当期純利益又は当期純損失
(△) 

（千円） △71,227 △10,780 69,890 59,627 109,075 

資本金 （千円） 97,756 140,318 247,628 247,628 406,343 

純資産額 （千円） 51,412 83,193 367,704 427,331 853,040 

総資産額 （千円） 167,178 194,655 526,290 722,559 1,508,823 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － △17,619 73,977 92,493 245,484 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － 19,823 △144,366 △85,904 △257,777 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

（千円） － 3,712 151,437 37,394 471,228 

(注)1 営業収入には、消費税等は含まれておりません。 

2 当社は、第３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４期以降の財務諸

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、有限責任監査法人トーマツの監査を受

けておりますが、第２期以前については、当該監査を受けておりません。 

 

②資産の減損の発生可能性について 

当社は、基盤提携医療機関へ設備の賃貸を行うための設備投資を行っており、固定資産の評価

について「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

を適用しております。今後、何らかの事情で新たな減損損失が発生した場合には、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。 

 

[３]特定の取引先・製品・技術等への依存 

①特定の販売先への依存について 

当社の技術・ノウハウ等の提供先は医療機関であり、現状、特定の基盤提携医療機関に対する

依存度は高いものとなっております。今後、契約医療機関が増加するにつれて、特定の基盤提携

医療機関への依存度は低下してくるものと考えておりますが、今後の新規基盤提携医療機関の開

拓の遅れ、既存の基盤提携医療機関の当社との取引方針の変更等が生じた場合には、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。 
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【主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合】 

相手先 

第４期事業年度 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日 

第５期事業年度 
自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日 

第６期事業年度 
自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日 

販売高 
(千円) 

割合 
(％) 

販売高 
(千円) 

割合 
(％) 

販売高 
(千円) 

割合 
(％) 

医療法人社団 医創会 セレンクリニック 209,622 77.8 230,797 42.3 245,387 25.2 

医療法人 クリニックサンルイ 38,147 14.2 151,099 27.7 209,763 21.5 

医療法人社団 医創会 ミッドランドクリニック ― ― 30,241 5.5 193,366 19.8 

医療法人社団 博心厚生会 九段クリニック 10,000 3.7 87,373 16.0 102,893 10.6 

(注) 1 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

2 セレンクリニック及びミッドランドクリニックは、平成21年４月１日付で医療法人社団として認可され、

名称を変更しております。 

3 クリニックサンルイは、平成21年９月１日付で医療法人として認可され、名称を変更しております。 

 

②契約医療機関との契約について 

当社では樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療等の実施に係る提携契約を契約医療

機関と締結しており、契約期間満了後については、一定期間前までに双方いずれからも別段の意

思表示がなければ、自動継続することになっております。しかしながら、各契約医療機関の経営

方針の変更や、当社に起因する各契約医療機関との契約における解約事項に抵触するような事態

の発生等により契約が解除された場合には、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。 

 

③契約医療機関の医師及び培養担当者への依存について 

当社の収益は、主として契約医療機関において行われる治療行為・細胞培養を基礎としており

ますが、治療行為の実施については医師の判断等に依存し、細胞培養は培養技術者の手技に依存

することとなります。今後、契約医療機関において樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん

治療に詳しい医師や細胞培養に精通した培養技術者が退職する等、何らかの理由により適切な治

療が実施できなくなった場合には、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。 

 

④知的財産権の侵害について 

当社が他社の特許等知的財産権を侵害する可能性につきましては、技術顧問を通じて、技術や

特許の調査を行うことで、侵害が生じないよう努めております。しかしながら、技術競争の激し

いがん治療分野において当社の認識していない特許等知的財産権が成立する可能性はあり、その

場合、他社の権利に抵触する可能性があります。 

 

⑤技術・ノウハウの流出について 

当社は、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の技術・ノウハウの提供を主たる収

益基盤としておりますので、これらの技術・ノウハウが流出した場合には、当社の業績及び財政
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状態に影響を及ぼす可能性があります。 

当社はこの対策として、契約医療機関との間で秘密保持契約を締結し、加えて、契約医療機関

と従業員等関係者との間での秘密保持契約締結の徹底についても指導しております。また、機密

性の高い書類等の保管・取扱方法についても厳密な取り決めを行っております。これらに加え、

アイマックスがん治療の中心的な治療法である樹状細胞ワクチン療法に関連する物質特許の専用

実施権や独占使用権等の取得を進め、万が一、当社の技術・ノウハウが流出した場合でも、当社

との契約が無ければ、同様の樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療が行えないよう対

策をとっております。 

 

⑥権利者から許諾を得られない可能性について 

当社が技術・ノウハウを提供する樹状細胞ワクチン療法において、WT１ペプチドを人工抗原と

して用いる場合がありますが、これは、権利者より当該ペプチドの使用に関する独占ライセンス

を得て行っております。今後、権利者の方針変更や、当社に起因する契約の解約事項に抵触する

ような事態の発生等により、権利許諾に係る費用の増加や権利者から許諾を得られなくなった場

合には、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。 

 

⑦研究開発及び研究開発費用について 

当社では、樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の臨床効果向上を目指すとともに、

その他の中長期的な収益基盤の確立を目指して、複数の大学機関等と共同で様々な研究開発を行

っております。今後、大学機関等の方針変更や研究開発期間の長期化等により、研究開発費用が

増大した場合には、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。 

 

[４]特有の法的規制・取引慣行・経営方針 

①特定人物への依存について 

代表取締役社長矢崎雄一郎は、当社の最高経営責任者であり、医師・研究者としても樹状細胞

ワクチン療法及びアイマックスがん治療並びにその他先端医療技術に関する豊富な知識、経験を

持ち、医療機関や医療に係る研究機関との間で築いてきた人脈に基づく営業力を発揮する等、当

社の事業活動に多大な影響を与えてまいりました。したがって、今後何らかの理由により同氏が

当社の業務を継続することが困難になった場合には、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。 

 

②小規模組織であることについて 

当社は、平成21年12月31日現在、取締役６名、監査役３名及び従業員36名と組織が小さく、社

内管理体制もこの規模に応じたものとなっております。今後、事業拡大に伴い人員増強を図る方

針であり、内部管理体制もこれに合わせて強化していく予定ですが、事業の拡大や人員の増強に

対して適切かつ十分な組織体制が構築できなかった場合や相当数の社員が短期間に退職した場合

には、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。 
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③人材の確保・育成等について 

当社の事業は、その大半が研究者や細胞加工技術コンサルタント等の専門性を有する人材の力

に依存しております。当社では優秀な人材を確保するための投資に力を入れており、また、OJT等

を通じた人材育成にも努めております。しかし、投資に見合う人材の確保ができない場合及び人

材育成が図れない場合には、事業拡大の制約要因となり、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。 

 

④新株予約権（ストック・オプション）及び付与について 

当社は、新株予約権（ストック・オプション）制度を採用しております。 

ストック・オプションの内容については、35ページ「ストック・オプション等関係」に記載の

とおりであります。 

既存の新株予約権が権利行使された場合は、当社の１株当たりの株式価値が希薄化する可能性

があります。なお、平成21年12月末現在、発行済みの新株予約権の目的である株式は852,000株で

あり、これらすべてが行使された場合には、平成21年12月末の発行済株式総数11,837,000株の

7.19％に相当しております。 

当社は、今後も優秀な人材確保のために、同様のインセンティブプランを継続していくことを

検討しております。したがいまして、今後付与されるストック・オプションの行使が行われた場

合には、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

また、新たなストック・オプションに関しては、「ストック・オプション等に関する会計基準」

（企業会計基準第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第11号）によりストック・オプションの費用計上が義務付けられているため、当

社の業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ベンチャーキャピタルについて 

平成21年12月31日現在、ベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投資事業

有限責任組合が所有している株式数は2,745,993株であり、平成21年12月末の発行済株式総数に対

する所有割合は23.20％であります。 

一般的にベンチャーキャピタル等が未公開株式に投資を行う目的は、株式公開後に当該株式を

売却してキャピタルゲインを得ることとされており、当社の株式を所有するベンチャーキャピタ

ル等は今後その所有する当社株式を売却することが想定されます。この株式売却により、短期的

に需給バランスの悪化が生じる可能性があり、それに伴い当社株式の市場価格形成に影響を及ぼ

す可能性があります。 

 

⑥広告宣伝・マーケティングについて 

当社が契約医療機関に提供する支援サービスの主な内容に、契約医療機関の広告宣伝・マーケ

ティングがあります。当社では、アイマックスがん治療の普及や契約医療機関の集患を目的に、

今後、積極的に広告宣伝・マーケティングを行っていく考えでありますが、これらについて当社

の期待した効果が得られない場合には、当社の業績や事業に影響を与える可能性があります。 
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⑦社内倫理基準（審査体制）について 

当社では当社社長を委員長とし、社外の専門家で構成される倫理審査委員会を設置しておりま

す。倫理審査委員会では契約医療機関で実施する新規治療等について、その実施の可否を判断し、

そこで承認された治療に係る技術・ノウハウを契約医療機関に提供しております。契約医療機関

との契約により、当社が技術・ノウハウを提供した治療については、契約医療機関での責任のも

とで行うこととなっておりますが、何らかの要因によって医療事故等が発生し、医療機関及び患

者からの当社に対する信用が失墜することにより、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。 

 

⑧法的規制等について 

当社の提供するサービスに影響を与える主な法令としては、薬事法、医師法および医療法等が

あり、例えば薬事法第12条は「医薬品等の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業と

して医薬品等の製造販売をしてはならない。」と、医師法第17条は「医師でなければ、医業をな

してはならない。」と規定しています。 

当社の技術・ノウハウの実施につき、細胞培養は契約医療機関の職員が同医療機関の医師の指

導のもとで行い、細胞培養を含む一連の治療は同一の医療機関で完結するようになっております。

また、当社は、契約医療機関に対して技術・ノウハウの提供を行うのみであり、契約医療機関の

経営に関与するものではありません。 

当社は創業時にこれらの法令に抵触することがないよう慎重にビジネスモデルを構築しており

ますので、現在のところこれらの法令に抵触する事実はございませんが、今後、関連する法的規

制等の変更によっては、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。 

 

[５]重要な訴訟事件等の発生 

①治療に係る訴訟等について 

当社はこれまで、契約医療機関及び契約医療機関の患者やその関係者からのクレーム・損害賠

償等の訴訟を起こされたことはございませんが、今後何らかの理由により、それらが生じた場合

には、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。 

 

[６]その他 

①自然災害等に関するリスクについて 

地震等の自然災害等の発生は予測不能ではありますが、自然災害等が発生して当社及び契約医

療機関が被害を受けた場合には、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。
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２．企業集団の状況 

当社は、親会社、子会社及び関連会社を有しておりません。 

 

（事業の内容） 

当社は、「革新的な医療技術・サービスを創造し、みなさまの未来に貢献します」をミッション

として医療支援事業を行っております。 

事業の内容は、がん免疫療法に分類される、がんワクチン療法の一つである「樹状細胞ワクチン

療法」を中心に、化学療法（がん休眠療法）、放射線療法（低侵襲放射線療法）等を組み合わせる

ことで、効率よくがんを攻撃することを目指す、当社独自のがん治療技術・ノウハウ「アイマック

スがん治療」を契約医療機関に提供しております。 

当社がサービスを提供する契約医療機関は、契約形態によって、①基盤提携医療機関、②提携医

療機関、③連携医療機関の３種類に分類されます。 

 

① 基盤提携医療機関 

当社が、医療機関に対してアイマックスがん治療を行うための設備の賃貸、技術・ノウハウ

の提供、マーケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供、権利使用許諾を行い、その対

価として、施設使用料、技術・ノウハウ料、権利使用料を治療数に応じて受け取っております。

新規設立医療機関の場合は設立支援から設備導入等を行い、既存医療機関の場合は設備導入等

を行っております。 

 

② 提携医療機関 

当社が、医療機関に対してアイマックスがん治療を行うための技術・ノウハウの提供、マー

ケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供、権利使用許諾を行い、その対価として、技

術・ノウハウ料、権利使用料を治療数に応じて受け取っております。当社が設備導入を行わな

いことから、当社への施設使用料が発生しない点が、基盤提携医療機関と異なります。 

 

③ 連携医療機関 

基盤提携医療機関の医療相談外来を設置した医療機関です。当社が、医療機関に対してマー

ケティング、医療機関向け及び患者向け情報提供や院内における医療従事者間の調整等の支援

を行い、その対価として当該基盤提携医療機関における治療数に応じてコンサルティング料を

受け取る契約となっております。 
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事業系統図 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社では「革新的な医療技術・サービスを創造し、みなさまの未来に貢献します」をミッション

として掲げており、革新的な医療技術・ノウハウの開発・提供を通じて、患者はもちろんのこと、

健常者も含めた、あらゆる方の未来及び社会に貢献できる企業となるべく事業に取り組んでおりま

す。 

当社はこのような経営の基本方針に従い、がんワクチン療法の一つである樹状細胞ワクチン療法

をはじめとする細胞治療を中心とした新しい技術・ノウハウの研究開発、「アイマックスがん治療」

の質の向上・普及等を通じて、収益の増大を図り、企業の継続的な発展と企業価値の増大を実現さ

せるべく努力してまいります。 

また、自社の社会的責任（CSR）について考え、行動する、いわゆる「CSR企業」でありたいと考

えており、当社の発展が社会への貢献につながるよう取り組んでまいります。 

 

(2)目標とする経営指標 

がん免疫（細胞）療法の普及に伴い、同業界は順調に成長しており、今後も更なる発展が見込め

るものと考えております。このような状況の中で当社は、がんワクチン療法の一つである「樹状細

胞ワクチン療法」及び、同療法を中心に、化学療法（がん休眠療法）、放射線療法（低侵襲放射線

療法）等を組み合わせることで、効率よくがんを攻撃することを目指す、当社独自のがん治療技

術・ノウハウ「アイマックスがん治療」の研究開発を推進するとともに、医療機関に対して当がん

治療技術・ノウハウを導入していくことで、企業規模の拡大並びに経営の更なる安定を目指してま

いります。 

この実現のために、当社では経営指標として「営業収入」「売上高経常利益率」を重視すること

とし、平成23年度には営業収入1,764,742千円、経常利益571,906千円（売上高経常利益率32.4%）を

目標としております。 

 

(3)中長期的な会社の経営戦略 

当社は引き続き、樹状細胞ワクチン療法のさらなる技術改良に努めるとともに、「アイマックス

がん治療」の質の向上・普及を着実に進めてまいります。これに加えて、樹状細胞ワクチン療法、

アイマックスがん治療に不可欠な新たながん抗原等の権利取得、実地医療での実用化を進めてまい

ります。また、当該治療を日本だけでなく海外でも展開することを視野に入れております。さらに、

皮膚や血管等の再生医療の研究開発に取り組むことで、新たな細胞治療を拡充し、当社のミッショ

ンの実現に向けて努力してまいります。 

上記の実現に向け、当社は、「がん」「細胞治療」「免疫療法」「がんワクチン」「樹状細胞」

「再生医療」をキーワードとして、中長期的な収益基盤として重要になると考えられるがん治療・

診断技術、再生医療等を対象として研究開発活動を行っております。 

また、これらの研究開発活動は、既存の事業モデルとのシナジーが高い内容を対象としておりま

す。 
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（4）会社の対処すべき課題 

当社は、がん免疫療法の一つである「樹状細胞ワクチン療法」を中心に、化学療法（がん休眠療

法）、放射線療法（低侵襲放射線療法）等を組み合わせることで、効率よくがんを攻撃することを

目指す、当社独自のがん治療技術・ノウハウ「アイマックスがん治療」の提供を行っており、対処

すべき課題を以下のように考えております。 

 

[１] 樹状細胞ワクチン療法の課題 

① 人工抗原の獲得 

人工抗原は、樹状細胞ワクチン療法を行う上でもっとも重要な物質の一つになります。抗原の

ラインナップを多くすることで、樹状細胞ワクチン療法の適応対象を拡げ、その効果を高めるこ

とができると考えられます。 

当社はこれまで、６種類に及ぶWT１ペプチド※

 

につき樹状細胞ワクチン療法等への応用に関する

独占的特許実施許諾契約を締結しております。平成21年３月には、がん抗原「サーバイビン」を

標的にできるペプチドの専用実施権設定契約を締結いたしました。このペプチドはWT1ペプチドと

組み合わせることも可能であるため、今後、さらに当該療法の効果を高めることが期待されます。 

※ WT1ペプチド 

平成21年９月、米国癌研究会議（AACR）の学会誌であるClinical Cancer Research誌（2009年15巻5323～

37頁）において、75種類のがん抗原中、理想的ながん抗原として第１位に選ばれました。 

 

② 樹状細胞の質及び培養効率の向上 

樹状細胞ワクチン療法の臨床効果を高める大きな要素として、投与される樹状細胞の質があり

ます。当社の樹状細胞の培養技術・ノウハウは、東京大学医科学研究所及び徳島大学における臨

床研究に基づいており、また、実地医療で症例を重ねることにより常に改善がなされていますが、

さらなる品質の向上、効率的な培養方法の確立に向けて、改善を継続していく必要があると考え

ております。 

 

[２] アイマックスがん治療の課題 

当社はアイマックスがん治療の質をさらに高めることを目的に、千葉大学大学院医学研究院がん

分子免疫治療学（テラ）寄附講座や他研究機関と共同で、樹状細胞ワクチン療法と化学療法（がん

休眠療法）との併用効果及び樹状細胞ワクチン療法と放射線療法（低侵襲放射線療法）との併用効

果等について研究を進めておりますが、その克服すべき課題を以下のように考えております。 

 

①技術・ノウハウの改良 

樹状細胞ワクチン療法に化学療法（がん休眠療法）、放射線療法（低侵襲放射線療法）等を併

用することで樹状細胞ワクチン療法単独より高い臨床効果が得られることが解ってきております。

当社は、大学病院や医療センターと共同で、これら併用療法に関する研究を行い、アイマックス

がん治療の技術・ノウハウをさらに改良してまいります。 
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②評価方法の確立 

アイマックスがん治療を構成する各々の療法についての臨床効果は既に科学的な検証がされて

いるものもありますが、これらの治療を併用したアイマックスがん治療は、複合的に影響を及ぼ

すため、その臨床効果の科学的な評価方法は確立しておりません。今後、アイマックスがん治療

の普及を進めるためにも、各々の治療の科学的な検証を進め、それをベースに当該治療の適切な

評価方法を確立していく必要があると考えております。 

 

[３] 医療従事者・患者の理解獲得 

従来、一般的に、医療従事者は保険診療以外の治療、いわゆる自由診療を薦めることはほとんど

ありませんでした。また、樹状細胞ワクチン療法及び同療法を中心とするアイマックスがん治療は

新しい治療技術・ノウハウであり、現状、これらに対する医療従事者及び患者の認知・理解は十分

には広まっていないものと認識しております。 

樹状細胞ワクチン療法及びアイマックスがん治療の普及を進めるには、医療従事者及び患者双方

に理解頂く必要があります。したがって、当社は、契約医療機関における症例実績や新たな技術・

ノウハウを学会やセミナー、メディア活動を通じて提供することで、医療従事者及び患者のさらな

る認知・理解を得られるよう進めてまいります。 

 

[４] 細胞加工技術コンサルタントの確保・教育 

当社は、これまで契約医療機関の細胞培養技術者に対して、樹状細胞をはじめとする、治療に用

いる細胞を培養できる高度な技術について指導してまいりましたが、今後、契約医療機関を増やし

ていくに際しては、このような高度な細胞培養技術を指導できる、細胞加工技術コンサルタントを

いかに確保・教育していくかが課題になります。 

この課題に対しては、適性能力のある人材の定期採用及び教育管理体制の強化により、契約医療

機関の細胞培養技術者を安定的に教育、監督できる体制を整えることで対応してまいります。 
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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12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 162,698 621,634

売掛金 178,545 234,959

商品 2,176 －

前払費用 6,941 19,180

繰延税金資産 3,645 9,877

未収入金 5,089 7,291

その他 751 422

流動資産合計 359,849 893,366

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 193,105 221,336

工具、器具及び備品（純額） 106,188 174,253

リース資産（純額） － 90,038

建設仮勘定 － 2,625

有形固定資産合計 ※  299,294 ※  488,253

無形固定資産   

ソフトウエア 1,695 4,265

特許実施権 25,312 35,895

無形固定資産合計 27,007 40,161

投資その他の資産   

敷金 30,189 75,989

繰延税金資産 699 10,846

保険積立金 5,519 14,657

その他 － 1,124

貸倒引当金 － △15,575

投資その他の資産合計 36,408 87,041

固定資産合計 362,710 615,457

資産合計 722,559 1,508,823
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,503 2,920

短期借入金 － 182,734

1年内償還予定の社債 35,000 55,000

リース債務 － 24,604

未払金 56,675 43,836

割賦未払金 24,300 30,750

未払法人税等 47,817 81,100

未払消費税等 9,529 10,327

その他 2,055 5,627

流動負債合計 176,881 436,901

固定負債   

社債 65,000 110,000

リース債務 － 68,722

長期未払金 7,875 2,625

長期割賦未払金 20,250 －

長期預り敷金 25,221 37,534

固定負債合計 118,346 218,882

負債合計 295,228 655,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 247,628 406,343

資本剰余金 120,075 278,140

利益剰余金 59,627 168,703

自己株式 － △147

株主資本合計 427,331 853,040

純資産合計 427,331 853,040

負債純資産合計 722,559 1,508,823
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収入 546,009 974,861

営業原価 125,879 251,975

営業総利益 420,130 722,886

販売費及び一般管理費   

役員報酬 42,600 51,765

給料及び手当 58,814 72,603

法定福利費 10,287 12,507

広告宣伝費 66,492 114,591

交際費 15,789 27,102

旅費及び交通費 21,939 24,699

消耗品費 3,221 －

支払手数料 5,029 17,410

支払報酬 37,830 56,523

減価償却費 1,442 4,501

寄付金 21,250 25,332

研究開発費 ※1  5,324 ※1  39,769

貸倒引当金繰入額 － 2,000

その他 20,284 40,835

販売費及び一般管理費合計 310,308 489,642

営業利益 109,821 233,243

営業外収益   

受取利息 686 215

不動産賃貸収入 41,249 52,230

助成金収入 － 10,424

その他 567 461

営業外収益合計 42,503 63,331

営業外費用   

支払利息 － 6,127

社債利息 690 1,676

社債発行費 2,259 2,009

不動産賃貸原価 41,249 52,230

株式交付費 － 10,804

株式公開費用 － 11,646

貸倒引当金繰入額 － 13,574

その他 641 649

営業外費用合計 44,840 98,719

経常利益 107,483 197,855

特別損失   

固定資産廃棄損 ※2  217 －

リース会計基準の適用に伴う影響額 － 1,283

特別損失合計 217 1,283

税引前当期純利益 107,266 196,572

法人税、住民税及び事業税 46,685 103,875

法人税等調整額 953 △16,378

法人税等合計 47,638 87,496

当期純利益 59,627 109,075
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営業収入原価明細書  

 

  
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

Ⅱ 労務費  23,537 18.4 57,917 23.2 

Ⅲ 経費 ※ 101,174 79.0 189,315 75.8 

Ⅲ 商品仕入高  3,343 2.6 2,566 1.0 

小  計  128,056 100.0 249,798 100.0 

期首商品棚卸高  ―  2,176  

期末商品棚卸高  2,176  ―  

当期営業収入原価  125,879  251,975  

 

（脚注） 

 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

※経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  減価償却費 60,835千円 

  ライセンス使用料 14,902千円 

  リース料 10,575千円 

  旅費交通費 4,822千円 

  租税公課 3,654千円 

  特許実施権償却 3,645千円 
 

※経費の主な内訳は次のとおりであります。 

  減価償却費 121,400千円 

  ライセンス使用料 31,123千円 

  旅費交通費 14,788千円 

  修繕費 7,817千円 

  特許実施権償却 5,416千円 

  租税公課 4,149千円 
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 247,628 247,628

当期変動額   

新株の発行 － 142,600

新株の発行（新株予約権の行使） － 16,115

当期変動額合計 － 158,715

当期末残高 247,628 406,343

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 134,816 120,075

当期変動額   

新株の発行 － 142,600

新株の発行（新株予約権の行使） － 15,465

準備金から剰余金への振替 △14,740 －

当期変動額合計 △14,740 158,065

当期末残高 120,075 278,140

その他資本剰余金   

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 14,740 －

その他資本剰余金から利益剰余金への振
替

△14,740 －

資本剰余金合計   

前期末残高 134,816 120,075

当期変動額   

新株の発行 － 142,600

新株の発行（新株予約権の行使） － 15,465

その他資本剰余金から利益剰余金への振
替

△14,740 －

当期変動額合計 △14,740 158,065

当期末残高 120,075 278,140

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 △14,740 59,627

当期変動額   

その他資本剰余金から利益剰余金へ
の振替

14,740 －

当期純利益 59,627 109,075

当期変動額合計 74,367 109,075

当期末残高 59,627 168,703

利益剰余金合計   

前期末残高 △14,740 59,627

当期変動額   

その他資本剰余金から利益剰余金への振
替

14,740 －

当期純利益 59,627 109,075

当期変動額合計 74,367 109,075

当期末残高 59,627 168,703
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

自己株式   

当期変動額   

自己株式の取得 － △147

当期変動額合計 － △147

当期末残高 － △147

株主資本合計   

前期末残高 367,704 427,331

当期変動額   

新株の発行 － 285,200

新株の発行（新株予約権の行使） － 31,580

自己株式の取得 － △147

当期純利益 59,627 109,075

当期変動額合計 59,627 425,708

当期末残高 427,331 853,040

純資産合計   

前期末残高 367,704 427,331

当期変動額   

新株の発行 － 285,200

新株の発行（新株予約権の行使） － 31,580

自己株式の取得 － △147

当期純利益 59,627 109,075

当期変動額合計 59,627 425,708

当期末残高 427,331 853,040
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１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   

税引前当期純利益 107,266 196,572

減価償却費 65,924 131,644

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） － 15,575

受取利息及び受取配当金 △686 △215

支払利息及び社債利息 690 7,804

助成金収入 － △10,424

株式交付費 － 10,806

株式公開費用 － 11,646

固定資産廃棄損 217 －

売上債権の増減額（△は増加） △96,215 △56,414

前払費用の増減額（△は増加） △3,080 △12,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,176 2,176

未収入金の増減額（△は増加） △3,810 △2,201

仕入債務の増減額（△は減少） 859 1,417

未払金の増減額（△は減少） 7,134 1,180

未払費用の増減額（△は減少） 804 2,556

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,529 798

その他 5,617 7,979

小計 92,074 310,128

利息及び配当金の受取額 685 216

利息の支払額 － △7,678

助成金の受取額 － 15,202

法人税等の支払額 △265 △72,383

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,493 245,484

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 △114,372 △187,802

無形固定資産の取得による支出 △5,000 △27,350

貸付金の回収による収入 30,000 －

保険積立金の積立による支出 △5,519 △9,137

敷金の差入による支出 △12,584 △49,450

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

長期預り金の受入による収入 21,571 15,963

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,904 △257,777

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 － 223,680

短期借入金の返済による支出 － △41,266

社債の発行による収入 97,627 96,708

社債の償還による支出 － △35,000

割賦債務の返済による支出 △60,232 △45,300

株式の発行による収入 － 284,808

株式の発行による支出 － △21,604

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 31,178

自己株式の取得による支出 － △147

リース債務の返済による支出 － △21,830

財務活動によるキャッシュ・フロー 37,394 471,228

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,983 458,935

現金及び現金同等物の期首残高 118,714 162,698

現金及び現金同等物の期末残高 ※  162,698 ※  621,634
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

 前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

１．たな卸資産の

評価基準及び評

価方法 

 

(1) 商品 

先入先出法による原価法を採用してお

ります。 

(2) 貯蔵品 

個別法による原価法を採用しておりま

す。 

(1) 商品 

――――――――― 

 

(2) 貯蔵品 

――――――――― 

２．固定資産の減

価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物附属設備     ８～18年 

工具、器具及び備品  ３～10年 

 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法を採用しております。 

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、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物         14～17年 

建物附属設備     ８～18年 

工具、器具及び備品  ３～10年 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

ソフトウェア   ５年 

特許実施権    ８年または契約期

間いずれかの短

い年数 

(2) 無形固定資産 

同   左 

 

 (3) リース資産 

――――――――― 

 

(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

３．繰延資産の処

理方法 

 

(1) 株式交付費 

――――――――― 

 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

(1) 株式交付費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

(2) 社債発行費 

同   左 
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 前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

４．引当金の計上

基準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については、

個別に回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

 

貸倒引当金 

 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

基本とる重要な

事項 

 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、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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会計方針の変更 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

 

――――――――――――――― 

 

 

 

 

（リース取引に関する会計基準の適用） 

当事業年度より平成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、残存価額を零とする定額法を採用してお

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68,718千円、流動負債

が20,082千円、固定負債が51,508千円増加し、損益計算

書については、営業利益が2,966千円増加、経常利益が

1,589千円減少し、税引前当期純利益が2,872千円減少し

ております。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

（損益計算書） 

前事業年度まで販売費及び一般管理費の「その他」に

含めて表示しておりました「交際費」は販売費及び一般

管理費の総額の100分の５を超えたため区分掲記しまし

た。なお、前事業年度における「交際費」の金額は

4,581千円であります。 

 

（損益計算書） 

当事業年度から販売費及び一般管理費の「消耗品費」

（当事業年度6,789千円）は、重要性が乏しくなった

め、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示し

ております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

前事業年度 

(平成20年12月31日) 

当事業年度 

(平成21年12月31日) 

※ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 120,404千円 
 

※ 固定資産の減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 245,352千円 
 

  

 

（損益計算書関係） 

 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 5,324千円 
 

※１ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 39,769千円 

  主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

給与及び手当 18,445千円 

研究用試薬及び材料費 7,518千円 

共同研究費用 3,028千円 

法定福利費 2,470千円 
 

※２ 固定資産廃棄損は、工具、器具及び備品217千円

であります。 

※２ ―――――― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 
当事業年度増加 

株式数 
当事業年度減少 

株式数 
当事業年度末 

株式数 

  普通株式 10,082 10,071,918 － 10,082,000 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

１．平成20年８月１日付けで１株を100株に株式分割し、発行済株式数が998,118株増加しております。 

２．平成20年12月６日付けで１株を10株に株式分割し、発行済株式数が9,073,800株増加しております。 

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 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度増加 

株式数 

当事業年度減少 

株式数 

当事業年度末 

株式数 

  普通株式 10,082,000 1,755,000 － 11,837,000 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

１．有償一般募集増資（ブックビルディング方式）による増加  1,000,000株 

２．新株予約権の権利行使による新株発行による増加       755,000株 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

株式数 

当事業年度増加 

株式数 

当事業年度減少 

株式数 

当事業年度末 

株式数 

  普通株式 － 88 － 88 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  88株 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成22年１月14日 
定時取締役会 

普通株式 利益剰余金 11,836 1.00 平成21年12月31日 平成22年３月31日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 

※ 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 

 

現金及び預金勘定 162,698千円 

現金及び現金同等物 162,698千円 

  

 

現金及び預金勘定 621,634千円 

現金及び現金同等物 621,634千円 

  
  

 

（リース取引関係） 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12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 

 工具器具備品 

（千円） 

取得価額相当額  104,027 

減価償却累計額相当額 11,484 

期末残高相当額 92,542 

 

②未経過リース料期末残高相当額等 

１年以内         20,989千円 

１年超          75,392千円 

合計           96,382千円 

 

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料 11,353千円 

減価償却費相当額 10,472千円 

支払利息相当額 1,593千円 

 

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。 

 

⑤利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差

額を利息相当額とし、核への配分方法については

利息法によっております。 

ファイナンス・リース取引（借主側） 

 

所有権移転ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

主として、細胞培養のための機器・装置及び事

務機器（「工具、器具及び備品」）でありま

す。 

 

② リース資産の減価償却の方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 
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（有価証券関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12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21年１月１日  至 平成21年12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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12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21年１月１日  至 平成21年12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。 

 

（退職給付関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日） 

当社は退職金制度を採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21年１月１日  至 平成21年12月31日） 

当社は退職金制度を採用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成21年１月１日  至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

平成20年８月１日付で１株を100株とする株式分割、平成20年12月６日付で１株を10株とする

株式分割を行ったことから、株式の種類及び付与数、ストック・オプションの数、権利行使価

格について、所要の調整を行っております。 

 

(1)ストック・オプションの内容 
 

 第１回ストック・オプション 第２回ストック・オプション 

決議年月日 平成17年４月25日 平成19年９月18日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役         ２名 

当社従業員         ２名 

当社協力取引先の代表者   １名 

当社取締役         ３名 

当社従業員         ５名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 800,000 普通株式 410,000 

付与日 平成17年５月30日 平成19年９月28日 

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

新株予約権の行使期間 
平成20年１月１日から 

平成26年12月31日まで 

平成21年10月１日から 

平成29年８月31日まで 

 

 第３回ストック・オプション 第４回ストック・オプション 

決議年月日 平成19年９月18日 平成19年９月18日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役         １名 当社顧問          １名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 400,000 普通株式  30,000 

付与日 平成19年９月28日 平成19年９月28日 

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

新株予約権の行使期間 
平成19年10月１日から 

平成29年８月31日まで 

平成21年10月１日から 

平成29年８月31日まで 
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(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 第２回 第３回 第４回 

決議年月日 平成17年4月25日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 

権利確定前     

期首（株） ― 410,000 ― ― 

付与（株） ― ― ― ― 

失効（株） ― 3,000 ― ― 

権利確定（株） ― ― ― ― 

未確定残（株） ― 407,000 ― ― 

権利確定後     

期首（株） 770,000 ― 400,000 30,000 

権利確定（株） ― ― ― ― 

権利行使（株） ― ― ― ― 

失効（株） ― ― ― ― 

未行使残（株） 770,000 ― 400,000 30,000 

 

②単価情報 

 第１回 第２回 第３回 第４回 

決議年月日 平成17年4月25日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 

権利行使価格（円） 25 146 146 146 

行使時平均株価

（円） 
― ― ― ― 

付与日における公正

な評価単価（円） 
― ― ― ― 

 

(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック・オプション付与日時点において、ストック・オプションの公正な評価単価は、未

公開企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。 

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、ディスカウンテッ

ド・キャッシュフロー方式により算定しております。 

なお、当事業年度における本源的価値の合計額は零であります。 
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当事業年度（自 平成21年１月１日  至 平成21年12月31日） 

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回ストック・オプション 第２回ストック・オプション 

決議年月日 平成17年４月25日 平成19年９月18日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役         ２名 

当社従業員         ２名 

当社協力取引先の代表者   １名 

当社取締役         ３名 

当社従業員         ５名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 800,000 普通株式 410,000 

付与日 平成17年５月30日 平成19年９月28日 

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

新株予約権の行使期間 
平成20年１月１日から 

平成26年12月31日まで 

平成21年10月１日から 

平成29年８月31日まで 

 

 第３回ストック・オプション 第４回ストック・オプション 

決議年月日 平成19年９月18日 平成19年９月18日 

付与対象者の区分及び人数 当社取締役         １名 当社顧問          １名 

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 400,000 普通株式  30,000 

付与日 平成19年９月28日 平成19年９月28日 

権利確定条件 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

対象勤務期間 定めておりません。 定めておりません。 

新株予約権の行使期間 
平成19年10月１日から 

平成29年８月31日まで 

平成21年10月１日から 

平成29年８月31日まで 
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(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 第２回 第３回 第４回 

決議年月日 平成17年4月25日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 平成19年9月18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） 770,000 407,000 400,000 30,000 

権利確定（株） ― ― ― ― 

権利行使（株） 650,000 75,000 ― 30,000 

失効（株） ― ― ― ― 

未行使残（株） 120,000 332,000 400,000 0 

 

②単価情報 

 第１回 第２回 第３回 第４回 

決議年月日 平成17年4月25日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 平成19年9月18日 

権利行使価格（円） 25 146 146 146 

行使時平均株価

（円） 
― ― ― ― 

付与日における公正

な評価単価（円） 
― ― ― ― 

 

(3)ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

ストック・オプション付与日時点において、ストック・オプションの公正な評価単価は、未

公開企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。 

また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、ディスカウンテッ

ド・キャッシュフロー方式により算定しております。 

なお、当事業年度における本源的価値の合計額は零であります。 
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（税効果会計関係） 

 

前事業年度 

(平成20年12月31日) 

当事業年度 

(平成21年12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 

繰延税金資産   

  (流動資産)   

    未払事業税 3,645千円 

    繰延税金資産（流動）合計 3,645千円 

  (固定資産)   

    特許実施権 699千円 

    繰延税金資産（固定）合計 699千円 

  繰延税金資産合計 4,344千円 

  

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   

  (流動資産)   

    未払事業税 6,473千円 

    賞与 2,186千円 

    その他 1,218千円 

    繰延税金資産（流動）合計 9,877千円 

  (固定資産)   

    特許実施権 803千円 

    減価償却超過額 3,224千円 

    貸倒引当金（投資その他の資産） 6,323千円 

    その他 494千円 

    繰延税金資産（固定）合計 10,846千円 

  繰延税金資産合計 20,723千円 

  

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

  交際費等永久に損金算入されない項目 3.6％ 

  その他 0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4％ 

  

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要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

  交際費等永久に損金算入されない項目 3.6％ 

  その他 0.3％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.5％ 

  
    

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日） 

当社は関係会社を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21年１月１日  至 平成21年12月31日） 

当社は関係会社を有しておりませんので、該当事項はありません。 
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（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成20年１月１日  至 平成20年12月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

種類 氏名 住所 
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 

矢崎雄一郎 ― 
当社代表 

取締役社長 

（被所有） 

直接 40.3 

 

― ― 
当社建物賃借

の債務被保証 

7,141  

（注２） 
― ― 

矢崎時雄 ― 

当社代表 

取締役社長

の父 

― ― ― 
当社建物賃借

の債務被保証 

7,141  

（注２） 
― ― 

取引金額には消費税等は含まれておりません。 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 （注） １ 当社は建物賃借に対して代表取締役社長矢崎雄一郎及び代表取締役社長の父矢崎時雄より共同して   

債務保証を受けております。なお、平成20年６月30日をもって連帯保証契約を解消しております。 

２ 取引金額には平成20年６月30日までの賃借料の金額を記載しております。 

 

当事業年度（自 平成21年１月１日  至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

  

１株当たり純資産額 42.39円 

１株当たり当期純利益 5.91円 

  

  

１株当たり純資産額 72.07円 

１株当たり当期純利益 9.68円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8.84円 
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権が存在しますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できないため記載しており

ません。 

  

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度末 

(平成20年12月31日) 

当事業年度末 

(平成21年12月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 427,331 853,040 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 427,331 853,040 

期末の普通株式の数（千株） 10,082 11,836 

 

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

１株当たり当期純利益     

  当期純利益（千円） 59,627 109,075 

  普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

  普通株式に係る当期純利益（千円） 59,627 109,075 

  普通株式の期中平均株式数（千株） 10,082 11,271 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益     

  当期純利益調整額（千円） － － 

  普通株式増加数（千株） － 1,071 

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めなかった潜在株式

の概要 

新株予約権 

株主総会の決議日 

平成17年４月25日 

（普通株式770,000株） 

――― 

新株予約権 

株主総会の決議日 

平成19年９月18日 

（普通株式837,000株） 

――― 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

１．取引先の会社更生手続開始について 

当社が建物を賃借し、契約医療機関に転貸してい

る不動産の所有者である、日本綜合地所株式会社が

平成21年２月５日に東京地方裁判所に対して、会社

更生手続き開始の申立てを行い、受理されました。

これにより同社に対する預け敷金8,952千円につき

取立不能のおそれが生じました。この債権につい

て、翌事業年度において貸倒引当金を計上する予定

であります。 

 

２．新株式の発行 

平成21年２月23日及び平成21年３月６日開催の取

締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議

し、平成21年３月25日に払込が完了いたしました。 

この結果、資本金は、390,228千円、発行済株式総

数は、11,082,000株となっております。 

 

① 募集方法 : 一般募集 
（ブックビルディング方式によ
る募集） 

② 発行する株式の
種類及び数 

: 普通株式  1,000,000株 

③ 発行価格 : １株につき 310円 
一般募集はこの価格にて行いま
した。 

④ 引受価額 : １株につき 285.20円 
この価額は当社が引受人より１
株当たりの新株式払込金として
受取った金額であります。 
なお、発行価格と引受価額との
差額の総額は、引受人の手取金
となります。 

⑤ 払込金額 : １株につき 246.50円 
この金額は会社法上の払込金額
であり、平成21年３月６日開催
の取締役会において決定された
金額であります。 

⑥ 資本組入額 : １株につき 142.60円 

⑦ 発行価額の総額 : 310,000千円 

⑧ 資本組入額の総
額 

: 142,600千円 

⑨ 払込金額の総額 : 285,200千円 

⑩ 払込期日 : 平成21年３月25日 

⑪ 資金の使途 : 基盤提携医療機関設立支援のた
めの設備投資 

 

 

 

――――――――― 

 

-40-

テラ株式会社（2191）　平成21年12月期　決算短信（非連結）



５．その他 

(1) 役員の異動 

役員の異動につきましては、開示内容が定まり次第、別途開示いたします。 

 

(2) その他 

該当事項はありません。 
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