
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

   

   

   

 

   
  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 

  

 当期連結業績予想としてこれまで記載しておりました「売上高1,600百万円」には中稷社とのECI301のライセンスアウト契約一時金の

10億円が含まれていましたが、度重なる中稷社の送金約束の不履行を踏まえ、当期連結業績予想から当該契約一時金を除外することと

いたしました。 

 しかしながら、中国において、新たな製薬会社との契約交渉を開始していることや、韓国においても契約交渉が進んでいることな

ど、当期中に契約一時金を計上できる可能性もあります。   

 ただし、現時点では、いずれの案件に関しましても契約締結時期、契約一時金の額等、不確実な要素が多々ありますので、通期業績

予想は「未定」といたしました。今後早期に通期業績予想を作成し開示いたします。（詳細につきましては、本日別途開示している

「中稷社からの契約一時金の入金遅延に関する経緯説明と通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。） 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年５月期第２四半期の連結業績（平成22年６月１日～平成22年11月30日）
 (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 ％

23年５月期第２四半期 37 △66.5 △342 ─ △342 ─ △343 ─
22年５月期第２四半期 112 △10.7 △383 ─ △385 ─ △371 ─

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

23年５月期第２四半期 △1,606.13 ─
22年５月期第２四半期 △1,869.04 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年５月期第２四半期 294 △149 ─ △726.13

 22年５月期 400 124 29.2 550.70

(参考) 自己資本 23年５月期第２四半期 △156百万円  22年５月期 116百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年５月期 ─ 0.00 ─ 0.00 0.00

23年５月期 ─ 0.00

23年５月期(予想) ─ 0.00 0.00

3. 平成23年５月期の連結業績予想（平成22年６月１日～平成23年５月31日）
(％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
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 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─



  

 

 

 
(注) 詳細は、５ページ「２．その他の情報」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。

  

・平成22年７月29日に公表しました平成23年５月期通期の業績予想を修正いたしました。（詳細につきま

しては、本日別途開示している「中稷社からの契約一時金の入金遅延に関する経緯説明と通期業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。） 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.５ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年５月期２Ｑ 215,900株 22年５月期 212,000株

② 期末自己株式数 23年５月期２Ｑ ─株 22年５月期 ─株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年５月期２Ｑ 214,006株 22年５月期２Ｑ 198,889株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当社グループは、創薬及び創薬関連事業、創薬ツール供給事業ならびに健康食品卸売事業において事

業を展開しております。当第２四半期連結累計期間における売上高は37,643千円（前年同期と比べ

74,590千円の減収）、営業損失は342,330千円（前年同期と比べ41,309千円の損失の減少）、経常損失

は342,970千円（前年同期と比べ42,353千円の損失の減少）、四半期純損失は343,720千円（前年同期と

比べ28,010千円の損失の減少）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

■創薬及び創薬関連事業  

 抗炎症薬開発を目指す「フロント(FROUNT)創薬開発プロジェクト」における共同研究協力金収入によ

り売上高4,047千円（前年同期と比べ7,278千円減収）、営業損失は161,001千円（前年同期と比べ

36,284千円の損失の減少）となりました。  

  

■創薬ツール供給事業  

 包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社（以下

GEHC社）等に対して売上高32,671千円（前年同期と比べ12,293千円減収）を計上しました。営業損失は

30,313千円（前年同期と比べ6,775千円の損失の減少）となりました。 

  

■健康食品卸売事業 

  子会社の㈱セルテにおいて健康食品卸売事業等において売上高924千円（前年同期と比べて55,018千

円減収）を計上しました。営業利益は406千円（前年同期と比べて5,089千円減益）となりました。  

  

（１）財政状態の分析 

（資産）  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて102,318千円減少し、146,585千円となりました。これは、現金

及び預金が67,415千円、前渡金が46,248千円それぞれ減少したことなどによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて3,591千円減少し、147,602千円となりました。これは、固定資

産の取得が14,651千円であったのに対し、減価償却累計額が14,295千円増加したことなどによります。  

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて105,910千円減少し、294,188千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて167,610千円増加し、259,870千円となりました。これは、未払

が113,113千円、短期借入金が22,600千円それぞれ増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度と変わらず183,374千円となりました。             

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて167,610千円増加し、443,245千円となりました。  

  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて273,520千円減少し、△149,056千円となりました。これは主

に、資本金が35,100千円、資本剰余金が35,100千円増加、利益剰余金が343,720千円減少したことにより

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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ます。  

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

当第２四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

会計年度末と比べて67,415千円減少し、1,541千円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第２四半期連結累計期間において、営業活動の結果使用した資金は159,796千円（前年同期と比べ

190,307千円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失342,970千円、未払金

113,113千円、及び、たな卸資産45,029千円それぞれ増加し、前渡金が46,248千円減少したことなどに

よるものです。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間において、投資活動の結果使用した資金は33千円（前年同期と比べ4,685

千円の減少）となりました。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は92,525千円（前年同期と比べ

98,193千円の減少）となりました。これは主に、株式の発行による収入69,925千円、短期借入金の借入

による収入60,600千円、短期借入金の返済による支出38,000千円によるものです。  

  

  昨年７月29日発表しました通期連結業績予想の「売上高 ：1,600百万円」では、昨年4月に中稷実業

投資有限公司と締結した中国国内におけるECI301のライセンスアウトを含む戦略的提携基本合意契約に

基づく契約一時金１０億円の売上計上を見込んでいました。しかしながら後述〔（4）の①中国〕の通

り、度重なる中稷社の送金約束の不履行を踏まえて、このたび業績予想の見直しを行い、修正後の通期

連結業績予想の「売上高：未定」では、当該契約一時金１０億円を除外することといたしました。   

 しかしながら、中国において、新たな製薬会社との契約交渉を開始していることや、韓国においても

契約交渉が進んでいることなど、当期中に契約一時金を計上できる可能性もあります。また、日本、米

国、欧州の製薬会社とのグローバルな契約を視野に入れた提携に関しましても、当期中のライセンスア

ウト契約締結を目指しています。   

 ただし、現時点では、いずれの案件に関しても契約締結時期、契約一時金の額等、不確実な要素が

多々ありますので、通期業績予想は、「未定」といたしました。今後早期に通期業績予想を作成し開示

いたします。（詳細につきましては、本日別途開示している「中稷社からの契約一時金の入金遅延に関

する経緯説明と通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。） 

  

 ① 中国   

平成22年4月に中稷実業投資有限公司（以下、「中稷社」）と中国国内におけるECI301のライセンス

アウト契約を含む戦略的提携基本合意契約を締結しました。その後、本契約に基づいて中稷社から当社

（3）連結業績予想に関する定性的情報

（4）癌治療薬ECI301のライセンスアウト契約締結に関する進捗状況
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に支払われるべき契約一時金の決済が滞りましたが、中稷社側は一貫して「契約は有効であり、契約

一時金を支払う意思がある」旨主張してきたことから、当社も本契約の遵守と契約一時金の早期回収に

専念してきましたが、度重なる送金約束の不履行から、平成22年12月中旬には、当社は中稷社の了解

（「契約一時金の決済がなされるまではいつでも当社は、当社からの一方的通知により、ペナルティー

なしで原契約を破棄できる権利を有する」という内容の了解）を得た上で、他の大手製薬会社とECI301

のライセンスアウト契約交渉を開始しております。 

 ② 韓国  

韓国国内におけるライセンス契約と同国での治験の共同開発、ならびに韓国政府の財政支援による

「産官学共同Ｒ＆Ｄプロジェクト（韓国南部の大邱市に建設中の先端医療複合団地開発計画）」への共

同参加等を含む包括提携に関しまして、これまで、大手製薬会社８社と交渉を開始し、現在は提携候補

を３社に絞り込んで協議を進めています。なお、当初今期上半期中の契約を目指して交渉を推進してき

ましたが、交渉相手先の数が増えたことから時間を要してしまい、上半期中の契約締結には至りません

でしたが、今期（平成23年５月期）中にまとめるべく交渉を推進中です。 

 ③ インド  

平成22年５月にコンサルタント会社と契約し、これまで大手製薬会社６社と交渉を開始し、協議を進

めており、早期の契約締結を目指しています。 

 ④ 日本・米国・欧州  

日本、米国、欧州の製薬会社とのグローバルな契約を視野に入れた提携に関しましては、2010年６月

に、米国の有力なライセンス契約締結支援コンサルタントであるＧＡＣ社とコンサルティング契約を締

結し、同社の支援を受けながら大型契約を視野に、今期（平成23年５月期）中のライセンス契約締結の

実現を目指しています。 

 ⑤ その他の地域  

マレーシア、シンガポール、台湾のアジア諸国においても、ライセンスアウト契約交渉を進めていま

す。 

  

※ 現在、米国国立研究所で進行中の癌治療薬ECI301の第Ⅰ相臨床試験に関しましては、平成22年７月

29日発表の「平成22年５月期決算短信」においてお伝えしておりますとおり、米国の政府機関である

米国国立衛生研究所（NIH）の許可なしには、第Ⅰ相臨床試験の進捗状況やプロトコール（治験手

順）に関する日程等について一切公表することができません。 

第Ⅰ相臨床試験におけるデータ収集や薬効確認の時期が当初想定より遅れていますが、当社としまし

ては、正式な通知を受領次第、公表させて頂くとともに、今後につきましてもECI301の投与結果を入

手次第、慎重にデータを分析し、公表させていただく予定です。  

  

※ ライセンスアウトの契約締結時期につきましては、相手方との交渉事であり、臨床試験の進捗状況

等の影響も大きく受けますので、その締結時期等を保証しうるものではなく、不確実であることをご

承知置き下さい。 
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

１.「資産除去債務に関する会計基準」等の適用                                          

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号平成20年

３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年

３月31日）を適用しております。                                

これによる営業利益、経常利益、及び税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

     

２.貸借対照表の「投資有価証券」の表示方法変更 

 前第２四半期会計期間において、投資その他の資産の「投資有価証券」を区分掲記入しておりました

が、金額的重要性が減少したため、当第２四半期連結会計期間においては「その他」に含めて表示する

こととなりました。なお、当第２四半期連結会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「有

価証券」は0千円であります。  

  

３.損益計算書の「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目表示          

 「連結財務諸表に関する会計基準」（会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結

累計期間及び等第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示して

おります。  

  

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日) 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において343,720千円の純損失ならびに159,796千円の営

業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第２四半期連結会計期

間末において149,056千円の債務超過となっております。医薬品の研究開発には、長い期間と多額の費

用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが生じま

す。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業活動に

よるキャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社におきましても、現在、癌

治療薬ECI301が米国国立研究所で第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、多額の研究開発投資が

先行し研究協力金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、研究開発費及び運転資金を賄う

ことができない状況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在してい

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4)継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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ます。  

 当該状況に対応すべく、当社グループは事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおりま

す。   

 事業資金の調達につきましては、当上半期中の当社株価が低迷して推移しましたことから、第12回新

株予約権（権利行使価額：28,861円、株式発行総額：約10億円相当）の権利行使は進まず、平成22年11

月30日現在の権利行使の累計額は208,800千円、未行使残高は791,700千円に止まっております。なお、

平成22年８月20日の取締役会で第三者割当による新株発行（発行株式数：3,900株、発行価格：18,000

円、発行総額：70,200千円）を決議し、同月中に払込と増資手続きを完了して調達した資金につきまし

ては、当初の使用目的どおり、当面の運転資金に充当しております。 

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下して

まいります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国内外の大手製薬会社とライセン

ス契約締結交渉を開始し、粘り強く交渉を続けてきました結果、平成22年４月には、中国の中稷実業投

資有限公司（以下、「中稷社」）と中国国内におけるECI301のライセンスアウト契約を含む戦略的提携

基本合意契約を締結しました（なお、本件の契約一時金につきましては、入金の遅延から平成22年５月

期の売上計上を見送りました。詳細につきましては、下記「契約一時金の入金遅延の経緯について」を

ご参照下さい）。しかしながらその後、本契約に基づいて中稷社から当社に支払われるべき契約一時金

の決済が滞り、現在に至るまで支払われていないことから、平成22年12月中旬に当社は、中稷社の了解

（「契約一時金の決済がなされるまではいつでも当社は、当社からの一方的通知により、ペナルティー

なしで原契約を破棄できる権利を有する」という内容の了解）を得た上で、他の大手製薬会社とECI301

のライセンスアウト契約交渉を開始しました。また、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内におけるライ

センス契約と同国での治験の共同開発、ならびに韓国政府の財政支援による「産官学共同Ｒ＆Ｄプロジ

ェクト（韓国南部の大邱市予定の先端医療複合団地開発計画）」への共同参加等を含む包括的提携を、

平成23年５月期中にまとめるべく交渉を推進中です。他に、インドでもコンサルタント会社と契約し、

提携候補となる製薬企業を絞り込んでライセンス契約交渉に入っており、マレーシア、シンガポール、

台湾等のアジア諸国においても交渉を開始しております。一方、日本、米国、欧州の製薬企業とのグロ

ーバルな契約を視野に入れた提携に関しましては、平成22年６月に、米国の有力なライセンス契約支援

コンサルタントであるＧＡＣ社とコンサルティング契約を締結し、ＧＡＣ社の支援を受けながら大型契

約を視野に、平成23年５月期中のライセンス契約締結の実現を目指しています。これらのライセンス契

約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が見込めます。創薬ツ

ール供給事業に関しましては、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努めております。

平成21年12月以降、上海、北京、大連で「ECI301とTAXIScanテクノロジー」についてのセミナーを開催

し、成長目覚ましい中国市場の開拓に尽力してまいりましたが、その成果の一つとして、平成22年３

月、天津天士力健康医療器械有限公司（中国の大手製薬会社である天津天士力集団有限公司の子会社）

と、同社に対して中国におけるTAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置)の独占販売権を供与する契約の締

結に至りました。10月には、今後の同社との提携関係を強化し、一段の拡販を目指す為、北京大学に共

同研究と販売デモ用のTAXIScan-FL を設置しました。本契約に基づくTAXIScan-FLの販売は今下期から

始まる予定です。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先とは友好な関係を維持しながらのコスト削減を

進めております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進める中

で、安定した経営基盤の確立を図ってまいります。  
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 しかしながら、資金調達に関しましては当社株価の低迷が続いており、現時点では新株予約権の具体

的な権利行使時期ならびに権利行使額については不透明な状況にあります。また、中稷社との戦略的提

携基本合意契約に関しましても、当社は契約を破棄できる権利をまだ行使していませんので本契約は今

のところ有効ですが、本契約に基づく契約一時金は現実に入金確認できるまでは不確実な状況です。ま

た、他の大手製薬会社とのECI301のライセンスアウト契約締結時期、金額、入金の時期等も未確定であ

ることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

＊ 契約一時金の入金遅延の経緯について 

 当社は、平成22年4月27日に中稷実業投資有限公司（以下、中稷社）とECI301に関する戦略的提携基

本合意契約を締結いたしました。当該契約書には契約一時金は5月中に支払われることが明記されてお

り、入金の確実性に関して特段の問題はないとの判断から、会計監査人とも協議し、当初は、契約一時

金は全額、平成22年5月期の売上に計上可能と判断しておりました。しかしながらその後、当初予定の5

月末までに契約一時金の送金がなく、これについて、当社の取締役本部長が中稷社を訪問し、送金が遅

延している理由及び今後の送金スケジュール等について確認の打合せを行いましたところ、送金遅延の

理由は、先方（中稷社）の社内手続きの遅れが原因であることが判明しました。具体的には、「新規の

外国企業向け送金に際しては、取引金額支払い前に必ず責任者と実務担当者が相手国を訪問し、取引先

企業の本社と送金手続きについて打合せをする」という社内手続き（Due Diligence）規程があります

が、責任者と実務担当者のスケジュールの都合がつかず、5月中に弊社を訪問することができなかった

ため、送金がストップしているとのことでありました。 

 その後、中稷社の実務担当者は6月27日に当社に来訪し、当社の実務担当者と送金手続きの打合せを

済ませ、契約一時金は、中国の外国為替指定銀行の外国為替審査手続きを経て、7月中旬（7/12～

7/20）には着金の見込みでしたが、7月20日までに入金を確認できませんでした。かかる事態に至り当

社は、会計監査人とも協議いたしました結果、現時点では「入金の確実性が担保されている」と解釈す

るのは困難な状況であり、このような状況下では入金の確実性に関しまして、より慎重な判断が必要で

あることから、契約一時金の平成22年5月期売上計上の見送りました。 

 その後、送金遅延に関しまして、中稷社の経営陣に照会したところ（中稷社の経営陣は一貫して「契

約は有効である旨」主張しています）、契約書記載の「支払方法」が社内手続き上の障害（共同研究所

経由でないと支払いが困難）になっているとのことから、再度協議し、平成22年4月27日に締結した

「戦略的提携基本合意契約書」の「支払方法」と「支払期日」に関する規約の一部を変更（当社と中稷

社は早急に共同研究所を設立した上で、契約一時金は当該共同研究所を通して授受することで合意）

し、双方とも契約内容の履行に協力することを確認いたしました。その後、共同研究所の設立作業を進

める一方で、外資規制、その他で設立に要する期間の短縮策も含めて協議してきましたが、共同研究所

の設立については有効な期間短縮策を見出せず、設立完了にはなお数カ月を要する見込みとなりました

ことから、中稷社も契約一時金の決済については、研究所の設立とは切り離して解決することに同意

し、在香港の関連子会社経由で11月中には当社に入金ということで合意しておりました。しかしながら

11月中の入金はなく、その後も12月17日までに送金との約束を交わしましたが履行されなかったことか

ら、当社は中稷社の了解（「契約一時金の決済がなされるまではいつでも、当社は、当社からの一方的

通知により、ペナルティーなしで原契約を破棄できる権利を有する」という内容の了解）を得た上で、

他の大手製薬会社とECI301のライセンスアウト契約交渉を開始しました。 

 一方、その後も中稷社からは、12月29日に在香港子会社の董事会を開催して送金の 終決議をすると
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の連絡はありましたが、本日までのところ中稷社からの送金の 終決議に関する正式な通知がないこ

とから、 終決議はなかったものと推察しています。（中稷社には、当社が他の製薬大手と交渉を行っ

ている旨伝えてあります）。今後当社は、当面は中稷社からの送金を待つ一方で、他の大手製薬会社と

の早期契約締結に注力していく所存です。 
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3. 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22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,541 68,956

売掛金 4,718 24,547

商品及び製品 51,150 67,755

原材料及び貯蔵品 69,180 7,546

前渡金 10,000 56,248

前払費用 712 9,199

未収消費税等 6,197 11,561

その他 3,084 3,089

流動資産合計 146,585 248,904

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 33,914

減価償却累計額 △17,405 △16,110

建物（純額） 16,508 17,803

工具、器具及び備品 842,824 831,512

減価償却累計額 △778,646 △765,646

工具、器具及び備品（純額） 64,178 65,866

有形固定資産合計 80,686 83,669

無形固定資産

ソフトウエア 700 1,150

無形固定資産合計 700 1,150

投資その他の資産

敷金及び保証金 66,029 66,113

破産更生債権等 89,876 89,876

貸倒引当金 △89,876 △89,876

その他 186 260

投資その他の資産合計 66,215 66,374

固定資産合計 147,602 151,194

資産合計 294,188 400,098
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 14,810 4,061

短期借入金 47,600 25,000

未払金 151,236 38,123

未払法人税等 20,540 12,387

前受金 5,019 4,250

その他 20,662 8,437

流動負債合計 259,870 92,259

固定負債

長期預り金 183,374 183,374

固定負債合計 183,374 183,374

負債合計 443,245 275,634

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644 2,731,544

資本剰余金 3,893,280 3,858,180

利益剰余金 △6,816,695 △6,472,975

株主資本合計 △156,770 116,750

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 △149,056 124,464

負債純資産合計 294,188 400,098
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 112,233 37,643

売上原価 77,252 17,256

売上総利益 34,981 20,386

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 418,621 362,717

営業損失（△） △383,640 △342,330

営業外収益

受取利息 31 6

雑収入 81 59

営業外収益合計 112 65

営業外費用

支払利息 － 5

株式交付費 954 275

為替差損 842 424

営業外費用合計 1,796 706

経常損失（△） △385,324 △342,970

特別利益

貸倒引当金戻入額 50 －

主要株主株式短期売買利益返還益 2,864 －

前期損益修正益 11,479 －

特別利益合計 14,394 －

特別損失

固定資産除却損 51 －

特別損失合計 51 －

税金等調整前四半期純損失（△） △370,981 △342,970

法人税、住民税及び事業税 750 750

法人税等合計 750 750

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △371,731 △343,720

四半期純損失（△） △371,731 △343,720
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   【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 39,014 7,930

売上原価 18,519 5,447

売上総利益 20,494 2,483

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 197,491 177,572

営業損失（△） △176,997 △175,089

営業外収益

雑収入 － 59

営業外収益合計 － 59

営業外費用

支払利息 － 5

株式交付費 318 －

為替差損 460 414

営業外費用合計 779 420

経常損失（△） △177,776 △175,449

特別利益

貸倒引当金戻入額 50 －

特別利益合計 50 －

特別損失

固定資産除却損 51 －

特別損失合計 51 －

税金等調整前四半期純損失（△） △177,778 △175,449

法人税、住民税及び事業税 375 375

法人税等合計 375 375

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △178,153 △175,824

四半期純損失（△） △178,153 △175,824
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30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（△） △370,981 △342,970

減価償却費 30,940 18,084

受取利息及び受取配当金 △31 △6

為替差損益（△は益） 627 109

株式交付費 954 275

前期損益修正損益（△は益） △11,479 －

有形固定資産除却損 51 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,020 19,828

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,193 △45,029

前渡金の増減額（△は増加） △2,162 46,248

未収消費税等の増減額（△は増加） 20,699 5,363

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,575 8,492

その他の固定資産の増減額（△は増加） － △14,458

仕入債務の増減額（△は減少） △12,657 10,749

預り金の増減額（△は減少） △746 11,801

前受金の増減額（△は減少） △10,546 769

未払金の増減額（△は減少） △8,867 113,113

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,170 7,826

小計 △348,622 △159,802

利息及び配当金の受取額 31 6

法人税等の支払額 △1,513 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △350,104 △159,796

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 △4,719 △117

敷金及び保証金の回収による収入 － 83

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,719 △33

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期預り金による収入 17,344 －

株式の発行による収入 172,464 69,925

短期借入金の借入による収入 － 60,600

短期借入金の返済による支出 － △38,000

新株予約権の発行による収入 910 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 190,718 92,525

現金及び現金同等物に係る換算差額 △610 △109

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △164,716 △67,415

現金及び現金同等物の期首残高 186,818 68,956

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,102 1,541
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成22年11月30日) 

 当社グループは、当第２四半期連結累計期間において343,720千円の四半期純損失ならびに159,796千

円の営業活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。その結果、当第２四半期連結

会計期間末において149,056千円の債務超過となっております。医薬品の研究開発には、長い期間と多

額の費用が必要です。研究開発費は事業上の先行投資となり、その後の投資資金回収とはタイムラグが

生じます。そのためベンチャー（バイオ）企業が当該事業を行う場合、数期にわたり当期純損失と営業

活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上してしまう傾向があります。当社におきましても、現

在、癌治療薬ECI301が米国国立研究所で第Ⅰ相臨床試験が進められている段階にあり、多額の研究開発

投資が先行し研究協力金ならびに細胞動態解析装置等の販売による収入では、研究開発費及び運転資金

を賄うことができない状況が続いており、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在

しています。  

 当該状況に対応すべく、当社グループは事業資金の調達、売上増加及び経費削減に取り組んでおりま

す。   

 事業資金の調達につきましては、当上半期中の当社株価が低迷して推移しましたことから、第12回新

株予約権（権利行使価額：28,861円、株式発行総額：約10億円相当）の権利行使は進まず、平成22年11

月30日現在の権利行使の累計額は208,800千円、未行使残高は791,700千円に止まっております。なお、

平成22年８月20日の取締役会で第三者割当による新株発行（発行株式数：3,900株、発行価格：18,000

円、発行総額：70,200千円）を決議し、同月中に払込と増資手続きを完了して調達した資金につきまし

ては、当初の使用目的どおり、当面の運転資金に充当しております。 

 売上増加につきましては、創薬及び創薬関連事業は収益性の高いプロジェクトに資源を集中投下して

まいります。癌治療薬ECI301は、米国での臨床試験開始に合わせて、国内外の大手製薬会社とライセン

ス契約締結交渉を開始し、粘り強く交渉を続けてきました結果、平成22年４月には、中国の中稷実業投

資有限公司（以下、「中稷社」）と中国国内におけるECI301のライセンスアウト契約を含む戦略的提携

基本合意契約を締結しました。しかしながらその後、本契約に基づいて中稷社から当社に支払われるべ

き契約一時金の決済が滞り、現在に至るまで支払われていないことから、平成22年12月中旬に当社は、

中稷社の了解（「契約一時金の決済がなされるまではいつでも当社は、当社からの一方的通知により、

ペナルティーなしで原契約を破棄できる権利を有する」という内容の了解）を得た上で、他の大手製薬

会社とECI301のライセンスアウト契約交渉を開始しました。また、韓国の大手製薬会社とも、韓国国内

におけるライセンス契約と同国での治験の共同開発、ならびに韓国政府の財政支援による「産官学共同

Ｒ＆Ｄプロジェクト（韓国南部の大邱市予定の先端医療複合団地開発計画）」への共同参加等を含む包

括的提携を、平成23年５月期中にまとめるべく交渉を推進中です。他に、インドでもコンサルタント会

社と契約し、提携候補となる製薬企業を絞り込んでライセンス契約交渉に入っており、マレーシア、シ

ンガポール、台湾等のアジア諸国においても交渉を開始しております。一方、日本、米国、欧州の製薬

企業とのグローバルな契約を視野に入れた提携に関しましては、平成22年６月に、米国の有力なライセ

ンス契約支援コンサルタントであるＧＡＣ社とコンサルティング契約を締結し、ＧＡＣ社の支援を受け

ながら大型契約を視野に、平成23年５月期中のライセンス契約締結の実現を目指しています。これらの

ライセンス契約締結となれば、段階に応じて契約一時金、マイルストーン、ロイヤリティ収入が見込め

ます。創薬ツール供給事業に関しましては、国内外で研究会、セミナー等を開催し、機器の拡販に努め

ております。平成21年12月以降、上海、北京、大連で「ECI301とTAXIScanテクノロジー」についてのセ

(4) 継続企業の前提に関する注記
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ミナーを開催し、成長目覚ましい中国市場の開拓に尽力してまいりましたが、その成果の一つとして、

平成22年３月、天津天士力健康医療器械有限公司（中国の大手製薬会社である天津天士力集団有限公司

の子会社）と、同社に対して中国におけるTAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置)の独占販売権を供与す

る契約の締結に至りました。10月には、今後の同社との提携関係を強化し一段の拡販を目指す為、北京

大学に共同研究と販売デモ用のTAXIScan-FL を設置しました。本契約に基づくTAXIScan-FL の販売は今

下期から始まる予定です。  

 経費削減につきましては、研究開発に関連する取引先とは友好な関係を維持しながらのコスト削減を

進めております。今後も、採算重視の経営方針の徹底と経営合理化による原価・経費の削減を進める中

で、安定した経営基盤の確立を図ってまいります。  

 しかしながら、資金調達に関しましては当社株価の低迷が続いており、現時点では新株予約権の具体

的な権利行使時期ならびに権利行使額については不透明な状況にあります。また、中稷社との戦略的提

携基本合意契約に関しましても、当社は契約を破棄できる権利をまだ行使していませんので本契約は今

のところ有効ですが、本契約に基づく契約一時金は現実に入金を確認できるまでは不確実な状況です。

また、他の大手製薬会社とのECI301のライセンスアウト契約締結時期、金額、入金の時期等も未確定で

あることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。なお、四半期連結

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を四

半期連結財務諸表に反映しておりません。 
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

  

 
(注) １ 事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主な製品等 

 
  

  

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成210年11月30日) 

   在外連結子会社及び在外支店がないため、記載を省略しております。 

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

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。 

 (1)アジア・オセアニア・・・・韓国、中国 

 (2)北米・欧州・・・・・・・・アメリカ、イギリス 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

創薬及び創薬
関連事業 
(千円)

創薬ツール
供給事業 
(千円)

健康食品
卸売事業 
(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

11,325 44,965 55,942 112,233 ― 112,233

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 11,325 44,965 55,942 112,233 ─ 112,233

  営業利益又は営業損失（△） △197,285 △37,089 5,496 △228,878 △154,761 △383,640

事業区分 主要製品等

創薬及び創薬関連事業 創薬シード及び創薬基盤技術

創薬ツール供給事業 理化学機器

健康食品卸売事業 健康食品原料

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

アジア・オセアニア 北米・欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 3,647 838 4,486

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― 112,233

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

3.3 0.8 4.0
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【セグメント情報】 

  (追加情報) 

  当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

平成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

  

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。                                           

 当社は、取扱う製品・サービスによって事業を、「創薬及び創薬関連事業」、「創薬ツール供給事

業」及び「健康食品卸売事業」の３事業に区分しており、報告セグメントとしております。各事業は取

り扱う製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。        

 「創薬及び創薬関連事業」は、創薬シード及び創薬基盤技術の開発を行っています。「創薬ツール供

給事業」は理化学機器の開発、販売を行っています。「健康食品卸売事業」は健康食品原料の卸売り及

び農業用サプリメントの卸売りを行っています。   

  

  ２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年11月30日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△151,422千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社

費用であります。 

     ２ セグメントの利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

（単位：千円）

報告セグメント

創薬及び 
創薬関連事業

創薬ツール
供給事業

健康食品
卸売事業

合計
調整額 
(注)1

 四半期連結
損益計算書 
 計上額

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

4,047 32,671 924 37,643 ─ 37,643

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,047 32,671 924 37,643 ─ 37,643

セグメント利益又は損失(△) △161,001 △30,313 406 △190,908 △151,422 △342,330
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３   報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容(差額調整に関する事項） 

  報告セグメントの損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額は、報告セグメントに

帰属しない全社費用であります。  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(6) 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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