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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31日） 

（注）1. 当社は、第１四半期の業績開示を当連結会計年度より行っているため、平成21年12月期第１四半期の数値の記載及び前年同四半期との 
     対比は行っておりません。 
   2. 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年12月期第1四半期 16 ― △244 ― △43 ― △44 ―
21年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年12月期第1四半期 △10.74 ―
21年12月期第1四半期 ― ―

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

22年12月期第1四半期 3,033 2,886 95.2 542.08
21年12月期 1,189 864 72.7 225.95

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,886百万円 21年12月期  864百万円

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―
22年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 53 ― △818 ― △580 ― △582 ― △123.87

通期 106 21.7 △1,456 ― △1,218 ― △1,222 ― △243.67
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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５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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） 

(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.本資料に記載されている連結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情報に基づいて 
 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条件等については、５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覧ください。 

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12月期第1四半期 5,325,000株 21年12月期  3,825,000株
② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 4,108,333株 21年12月期第1四半期  ―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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の緩やかな増加など景気の持ち直し

の動きが続く一方で依然設備投資や雇用情勢は厳しく、デフレの影響による景気の下振れも想定され

る中で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く先端医療・再生医療分野におきましては、日本再生医療学会などにおいて

iPS細胞（人工多能性細胞）関連を始めとする様々な研究開発成果の発表がなされ、また内閣府総合科

学技術会議において「最先端研究開発支援プログラム」に採択された30課題に対する研究費総額の概

算が決定されるなど、具体的な取り組みが見られました。この「最先端研究開発支援プログラム

（FIRSTプログラム）」では、当社基盤技術の生みの親である岡野光夫教授（東京女子医科大学教授、

当社取締役）を中心研究者とする研究課題「再生医療産業化に向けたシステムインテグレーション－

臓器ファクトリーの創生－」も課題の１つとして採択されております。ちなみにこの課題は、細胞シ

ート工学（当社の基盤技術）に基づく再生医療の本格的産業化を目指して、培養プロセスや品質計測

プロセスなどを自動化・システム化しようとするもので、当社も共同研究機関の１つとして参画する

予定です。 

以上のような環境の下、当社グループは、引き続き再生医療支援事業及び細胞シート再生医療事業

の双方で精力的な活動を推進いたしました。両事業における先行投資を主因として、第１四半期連結

累計期間における売上高は16,211千円、営業損失は244,485千円、またこれまで前受金計上していた公

的助成金前払金（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO)などからの業務受託によ

り前連結会計年度以前に入金されたもの）を平成22年３月の業務受託完了に伴って営業外収益（補助

金収入）として226,978千円を計上したことなどから、経常損失は43,086千円、四半期純損失は44,138

千円となりました。 

また、当社は当第１四半期連結累計期間中（平成22年３月16日）にジャスダック証券取引所NEO（現

大阪証券取引所NEO）に株式を上場いたしました。株式上場によって調達した2,070,000千円の資金は、

主に細胞シート再生医療事業における研究開発先行投資（欧州における角膜再生上皮シート事業化準

備など）に充当する計画です。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 (1)再生医療支援事業 

現在再生医療支援事業では、平成20年秋より温度応答性細胞培養器材の本格販売を開始した海外

市場における認知度向上・販売促進活動に重点的に取り組んでおります。当第１四半期連結累計期

間においては、バイオ研究機器の世界的大手であるThermo Fisher Scientific Inc.（当社製品海外

販売契約先）と共に、主にアジア地域（東南アジア、インドなど）における認知度向上活動に注力

いたしました。一方、日本国内でも精力的な販売促進活動を展開しており、各種医薬系学会・展示

会等への出展などを実施いたしました。 

研究開発面では、第９回日本再生医療学会において当社社員菊地鉄太郎（製品開発部）のポスタ

ー発表「培養細胞シートの自動積層化技術の開発」がベストポスター賞を受賞いたしました。また、

国（独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）のiPS細胞産業応用プロジェクト「iPS細
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胞等幹細胞産業応用促進基盤技術開発」において、iPS細胞の培養・回収に適した温度応答性細胞培

養器材の開発を推進中です。 

以上のような活動の結果、売上高は16,211千円、営業損失は13,953千円となりました。 

 

 (2)細胞シート再生医療事業 

現在細胞シート再生医療事業では、欧州における角膜再生上皮シートの事業化準備を中心として5

つの細胞シート再生医療医薬品パイプラインの研究開発を推進しております。 

欧州における角膜再生上皮シートの事業化準備に関しては、現在薬事許認可（販売承認）の取得

を目的として審査機関である欧州医薬品庁（EMA）との事前相談を推進しているところです。当第１

四半期連結累計期間中（平成22年３月）にEMAより２回目のScientific Advice（専門的見地からの

アドバイス）を取得し、薬事許認可取得へ向けた課題の早期把握・解決に取り組んでおります。ま

た、製造委託先における製造開始準備（技術移転作業など）や欧州主要国における人道的使用の開

始へ向けた販売提携先との準備活動を実施いたしました。 

以上のような活動の結果、営業損失は139,893千円となりました。 

（当該事業は現在、事業化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。） 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 (1)資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,769,120千円増加し、

2,869,866千円となりました。これは、現金及び預金が株式上場時の公募増資により1,793,996千

円増加し、売掛金が3,749千円、商品及び製品が3,033千円減少したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定資産は、前連結会計年度末に比べて75,119千円増加し、163,

656千円となりました。これは、有形固定資産が1,005千円、投資その他の資産が74,832千円増加

したことなどによります。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,844,239千円

増加し、3,033,522千円となりました。 

 

(負債) 

当第１四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて178,095千円減少し、12

9,958千円となりました。これは、前受金が199,404千円、未払法人税等が4,528千円減少し、買掛

金が2,118千円、賞与引当金が26,320千円増加したことなどによります。 

当第１四半期連結会計期間末の固定負債は、前連結会計年度末と変わらず16,984千円となりま

した。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて178,095千円

減少し、146,943千円となりました。 
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(純資産) 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2,022,335千円増加し、

2,886,579千円となりました。これは、株式上場時の公募増資により資本金が1,035,000千円、資

本剰余金が1,035,000千円増加したことなどによります。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、

前連結会計年度末に比べて1,793,996千円増加し、2,824,161千円となりました。当第１四半期連結

累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は180,054千円となりました。これ

は主に、資金流出を伴わない減価償却費3,754千円や賞与引当金26,320千円の計上があったものの、

研究開発費等の支出により税金等調整前四半期純損失を43,086千円計上したこと及び前受金とし

て前連結会計年度以前に大半の入金があった補助金収入226,978千円の営業外収益への計上による

ものです。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は75,775千円となりました。これ

は主に、長期前払費用の支出74,658千円をしたことによるものです。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間において財務活動の結果獲得した資金は2,053,324千円となりました。

これは、株式上場時の公募増資によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年12月期の業績予想につきましては、売上高が若干下回っているものの現状では業績予想の

範囲内で推移するものと見込んでおり、平成22年３月16日に公表いたしました業績予想に変更はござ

いません。 

 

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棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
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②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計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。 

 

(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 

該当事項はありません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,824,161 1,030,165

売掛金 9,252 13,001

商品及び製品 5,617 8,650

原材料 690 773

仕掛品 4,019 3,105

その他 26,124 45,048

流動資産合計 2,869,866 1,100,745

固定資産   

有形固定資産 51,827 50,822

無形固定資産 10,137 10,855

投資その他の資産 101,690 26,857

固定資産合計 163,656 88,536

資産合計 3,033,522 1,189,282

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,604 485

未払法人税等 4,347 8,875

前受金 28,599 228,003

賞与引当金 26,320 －

その他 68,087 70,689

流動負債合計 129,958 308,053

固定負債   

長期前受金 16,984 16,984

固定負債合計 16,984 16,984

負債合計 146,943 325,038

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,148,052 2,113,052

資本剰余金 3,128,052 2,093,052

利益剰余金 △3,383,396 △3,339,257

株主資本合計 2,892,707 866,846

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △6,128 △2,602

評価・換算差額等合計 △6,128 △2,602

純資産合計 2,886,579 864,244

負債純資産合計 3,033,522 1,189,282
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 16,211

売上原価 13,837

売上総利益 2,373

販売費及び一般管理費  

研究開発費 136,561

その他 110,297

販売費及び一般管理費合計 246,859

営業損失（△） △244,485

営業外収益  

受取利息 146

補助金収入 226,978

その他 746

営業外収益合計 227,871

営業外費用  

株式交付費 20,820

株式公開費用 5,224

その他 427

営業外費用合計 26,472

経常損失（△） △43,086

税金等調整前四半期純損失（△） △43,086

法人税、住民税及び事業税 1,052

法人税等合計 1,052

四半期純損失（△） △44,138

- 8 -

株式会社セルシード（7776）平成22年12月期　第１四半期決算短信



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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（△） △43,086

減価償却費 3,754

賞与引当金の増減額（△は減少） 26,320

受取利息 △146

為替差損益（△は益） △6

補助金収入 △226,978

株式交付費 20,820

株式公開費用 5,224

売上債権の増減額（△は増加） 3,749

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,202

前渡金の増減額（△は増加） 8,938

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,881

仕入債務の増減額（△は減少） 2,118

未払金の増減額（△は減少） △10,792

その他の流動負債の増減額（△は減少） △5,650

小計 △216,414

利息の受取額 122

補助金の受取額 38,937

法人税等の支払額 △2,700

営業活動によるキャッシュ・フロー △180,054

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 △615

無形固定資産の取得による支出 △314

敷金の差入による支出 △198

長期前払費用の取得による支出 △74,658

その他 10

投資活動によるキャッシュ・フロー △75,775

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 2,054,474

株式上場に伴う支出 △1,150

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,053,324

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,498

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,793,996

現金及び現金同等物の期首残高 1,030,165

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,824,161
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(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】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 
再生医療支援事業 

(千円) 

細胞シート 

再生医療事業 

(千円) 

計 
(千円) 

消去又は 
全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

  売上高           

    (1)外部顧客に対
する売上高 

16,211 － 16,211 － 16,211 

    (2)セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

    計 16,211 － 16,211 － 16,211 

  営業損失（△） △13,953 △139,893 △153,846 (90,638) △244,485 

(注) １ 事業の区分は、事業管理の実態を踏まえて、「再生医療支援事業」と「細胞シート再生医療事業」の２

つに区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品 

事業区分 主要製品 

再生医療支援事業 
温度応答性細胞培養器材、超低付着性細胞培養器材、
温度応答性HPLCカラム 

細胞シート再生医療事業 － 

３ 再生医療支援事業は既に製品を販売して売上高を計上しておりますが、細胞シート再生医療事業は現在、

事業化準備段階にありますので、売上高計上には至っておりません。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグ

メント情報の記載を省略しております。 

 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 欧州 その他 計 

  Ⅰ 海外売上高（千円） 4,010 13 4,023 

  Ⅱ 連結売上高（千円） － － 16,211 

  Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合
（％） 

24.7 0.1 24.8 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

      欧州・・・・デンマーク、フランス 

      その他・・・韓国 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成22年３月16日付で、有償一般募集（ブックビルディング方式）による増資を行いま

した。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が1,035,000千円、資本準備金が

1,035,000千円増加し、当第１四半期連結累計期間末において、資本金が3,148,052千円、資本準備

金が3,128,052千円となっております。 
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