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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 239 65.7 △866 ― △884 ― △887 ―

22年3月期第3四半期 144 77.6 △814 ― △835 ― △838 ―

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3月期第3四半期 △7,109.66 ―

22年3月期第3四半期 △8,277.53 ―

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3月期第3四半期 6,205 4,755 76.6 26,013.38
22年3月期 3,197 1,641 51.3 15,298.74

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,755百万円 22年3月期  1,641百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 410 94.0 △1,107 ― △1,120 ― △1,124 ― △8,080.01



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、[添付資料] P.３「その他の情報」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） 23年3月期3Q 182,801株 22年3月期  107,301株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 124,872株 22年3月期3Q 101,251株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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条件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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした景気上昇による生産及び輸出の増加等によ

り一部の業種において景気回復の兆しはみられたものの、円高の進行や欧米の景気減速の影響、雇用環境の悪化

や所得低迷の長期化等により依然として自律回復の動きは弱く、厳しい状況で推移しました。 

 再生医療分野では、わが国政府による新成長戦略（平成22年６月18日閣議決定）に基づいて、平成22年11月に

「医療イノベーション会議」が開催され、平成23年１月に日本発の医薬品、医療機器、再生医療を生み出すた

め、「医療イノベーション推進室」が設置されました。わが国政府により、「医療イノベーション会議」の下、

基礎から実用化まで切れ目ない研究開発費の投入や基盤整備に取り組むほか、障害となる規制・制度の課題も洗

い出し、医療分野における新成長戦略に関連する事項の実現に向け、官民挙げて強力に取り組む方針が打ち出さ

れました。 

 このような状況の下、当社は、再生医療製品事業では平成19年10月に自家培養表皮ジェイスの製造販売承認を

取得し、平成21年１月から本製品に保険が適用されました。保険適用においては、「保険算定に関する留意事

項」として、施設基準、算定限度等の条件が付与されたため、これらの条件を満たした注文のみ売上請求し、条

件を満たさない注文については人道的観点から当社負担により対応してまいりました。その後、平成22年４月１

日付の診療報酬改定により「保険算定に関する留意事項」の一つである施設基準が大幅に緩和されたため、当社

は該当する医療機関を中心に積極的に営業活動を展開してまいりました。これにより、当第３四半期末でジェイ

ス採用施設数は約80施設となりました。また、ジェイスの出荷前死亡率（総受注件数に対して出荷前にお亡くな

りになる割合）を相対的に低くするために、医療機関への啓蒙活動を行ってまいりました。自家培養軟骨は、平

成21年８月に、障害を受けた膝関節軟骨の補綴・修復及び関節機能の改善を目的として、製造販売承認申請を厚

生労働省に提出しました。その後、審査当局である独立行政法人医薬品医療機器総合機構から発せられた照会事

項への対応を進めてまいりました。自家培養角膜上皮は、治験前の確認申請に適合するため審査当局からの照会

事項の対応を進めてまいりましたが、審査に長期間を要しております。当社は早期に確認申請の適合を受けるた

め、製品仕様の一部を変更し、新しい製品仕様で開発を進めることを決定しました。当該製品は株式会社ニデッ

クからの委託開発であり、当社は速やかに確認申請を再提出し、適合を受けられるよう進めてまいります。 

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、動物実験代替を目的として、

JaCVAM（Japanese Center for the Validation of Alternative Methods,日本動物実験代替法検証センター）と

OECD（経済協力開発機構）により、ラボサイトを使用した皮膚刺激性試験の標準化作業が進められています。ま

た、新製品として平成22年７月から「ラボサイト 角膜モデル」の販売を開始しております。  

 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239,299千円

（前年同四半期比65.6%増）となりましたが、人員増加に伴う人件費の増加や前年取得の研究棟に係る設備保守

費用等の発生により営業損失は866,144千円(前年同四半期は814,566千円の営業損失）となりました。また、助

成金収入の発生に伴い営業外収益は増加したものの、借入金の増加により借入利息が増加したこと等から経常損

失は884,947千円（前年同四半期は835,258千円の経常損失）となり、四半期純損失は887,797千円（前年同四半

期は838,108千円の四半期純損失）となりました。 

 なお、セグメント別では、再生医療製品事業の売上高は、207,852千円（前年同四半期比78.9％増）、研究開

発支援事業の売上高は、31,446千円（前年同四半期比11.1％増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は、10月に実施した第三者割当増資による現金及び預金の増加等により、前期末比

3,008,157千円増の6,205,941千円となりました。負債は、借入金の返済等により前期末比105,544千円減の

1,450,669千円となりました。純資産は、利益剰余金が減少したものの、第三者割当増資による資本金及び資本

剰余金の増加等により前期末比3,113,702千円増の4,755,272千円となり、自己資本比率は76.6％となりました。

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、平成22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．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 第１四半期会計期間より、「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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,541,584 1,475,027

受取手形及び売掛金 61,589 43,175

製品 214 194

仕掛品 17,891 35,792

原材料及び貯蔵品 54,089 51,768

その他 32,006 38,445

流動資産合計 4,707,375 1,644,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 828,986 874,806

土地 537,814 537,814

その他（純額） 73,751 85,880

有形固定資産合計 1,440,552 1,498,501

無形固定資産 35,482 42,521

投資その他の資産 7,567 5,424

固定資産合計 1,483,602 1,546,447

繰延資産 14,964 6,932

資産合計 6,205,941 3,197,783

負債の部   

流動負債   

支払手形 48,614 39,410

1年内返済予定の長期借入金 249,292 239,692

未払法人税等 11,740 13,710

賞与引当金 22,572 41,287

その他 158,672 102,489

流動負債合計 490,891 436,589

固定負債   

長期借入金 850,768 1,008,762

役員退職慰労引当金 100,600 100,600

その他 8,409 10,262

固定負債合計 959,777 1,119,624

負債合計 1,450,669 1,556,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,715,700 5,714,950

資本剰余金 5,545,700 3,544,950

利益剰余金 △8,506,127 △7,618,330

株主資本合計 4,755,272 1,641,569

純資産合計 4,755,272 1,641,569

負債純資産合計 6,205,941 3,197,783
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 144,461 239,299

売上原価 132,391 263,654

売上総利益又は売上総損失（△） 12,069 △24,355

販売費及び一般管理費 826,635 841,788

営業損失（△） △814,566 △866,144

営業外収益   

受取利息 1,932 506

受取配当金 0 0

受取保険金 1,355 －

助成金収入 － 8,128

その他 1,989 1,495

営業外収益合計 5,277 10,130

営業外費用   

支払利息 18,887 22,069

株式交付費償却 7,078 6,778

その他 5 85

営業外費用合計 25,970 28,934

経常損失（△） △835,258 △884,947

税引前四半期純損失（△） △835,258 △884,947

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（△） △838,108 △887,797
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △835,258 △884,947

減価償却費 83,188 79,245

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,459 △18,714

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,100 －

受取利息及び受取配当金 △1,933 △506

支払利息 18,887 22,069

為替差損益（△は益） 5 10

売上債権の増減額（△は増加） △38,069 △18,414

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,225 15,560

仕入債務の増減額（△は減少） 24,149 9,203

未払金の増減額（△は減少） 8,652 24,894

未払又は未収消費税等の増減額 △8,080 18,172

その他 13,509 21,832

小計 △780,534 △731,593

利息及び配当金の受取額 2,276 407

利息の支払額 △17,209 △19,377

法人税等の支払額 △2,698 △3,370

営業活動によるキャッシュ・フロー △798,166 △753,933

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 △760,650 △1,340,350

定期預金の払戻による収入 1,260,650 460,650

有形固定資産の取得による支出 △516,500 △14,872

無形固定資産の取得による支出 △34,280 △470

その他 5,404 △2,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,375 △897,494

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 － 300,000

短期借入金の返済による支出 － △300,000

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 △53,348 △148,394

株式の発行による収入 － 3,986,690

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,652 3,838,296

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △276,895 2,186,857

現金及び現金同等物の期首残高 956,286 1,014,377

現金及び現金同等物の四半期末残高 679,391 3,201,234
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該当事項はありません。 

  

  

 当社は、平成22年10月29日付で、富士フイルム株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当

第３四半期会計期間において資本金が2,000,750千円、資本準備金が2,000,750千円増加し、当第３四半期会計期間末

において資本金が7,715,700千円、資本準備金が5,545,700千円となっております。 

（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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