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(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 

  

 上記の「売上高：310百万円」には、天津天士力制葯股份有限公司、及び、柳韓洋行とのECI301のライセンスアウトを含む業務提携契

約に基づく一時金売上が含まれています。 
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1. 平成23年５月期第３四半期の連結業績（平成22年６月１日～平成23年２月28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３四半期 55 △74.4 △475 ─ △475 ─ △476 ─
22年５月期第３四半期 217 △1.6 △543 ─ △586 ─ △577 ─

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３四半期 △2,221.04 ─
22年５月期第３四半期 △2,880.68 ─

 (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３四半期 276 △282 ─ △1,342.08

 22年５月期 400 124 29.2 550.70

(参考) 自己資本 23年５月期第３四半期 △289百万円  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 310 △5.2 △500 ─ △500 ─ △520 ─ △2,408. 52



  

 

 

 
(注) 詳細は、６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すが、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。

  

・当社は第２四半期決算短信発表時に、前期決算発表時（平成22年７月29日）に公表しておりました平成

23年５月期通期の業績予想を修正し、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益とも「未定」としてお

りましたが、このたび、第３四半期決算短信発表に際して改めて業績予想の見直しを行い、前頁に記載

の通り公表いたしました。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.６ 「２. 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 ： 有

(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３Ｑ 215,900株 22年５月期 212,000株

② 期末自己株式数 23年５月期３Ｑ ─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３Ｑ 214,631株 22年５月期３Ｑ 200,343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３四半期連結累計期間における売上高は55,744千円（前年同期と比べ

162,089千円の減収）、営業損失は475,511千円（前年同期と比べ67,968千円の損失の減少）、経常損失

は475,579千円（前年同期と比べ110,429千円の損失の減少）、四半期純損失は476,704千円（前年同期

と比べ100,420千円の損失の減少）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15,434千円減収）、営業損失は223,746千円（前年同期と比べ

59,084千円の損失の減少）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50,752千円（前年同期と比べ32,784千円減収）を計上しました。営業損失は

42,917千円（前年同期と比べ781千円の損失の増加）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944千円（前年同期と比べて113,870千

円減収）を計上しました。営業利益は418千円（前年同期と比べて10,002千円減益）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109,965千円減少し、138,939千円となりました。これは、現

金及び預金が68,751千円、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13,474千円減少し、137,719千円となりました。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23,934千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123,439千円減少し、276,658千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて283,064千円増加し、375,324千円となりました。これは、未

払金が189,274千円、短期借入金が69,700千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283,064千円増加し、558,699千円となりました。  

  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度に比べて406,504千円減少し、△282,040千円となりました。これは主

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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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476,704千円減少したことに

よります。  

  

②キャッシュ・フローの状況  

当第３四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68,751千円減少し、204千円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

  当第３四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208,457千円（前年同期と比べ

228,135千円の減少）となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失475,579千円、未払金

189,249千円、及び、たな卸資産35,530千円それぞれ増加し、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３四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6,591

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３四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139,624円（前年同期と比べ

152,552千円の減少）となりました。これは主に、株式の発行による収入69,924千円、短期借入金の借

入による収入115,700千円、短期借入金の返済による支出46,000千円によるものです。  

  

  前期決算発表時（昨年７月29日）に公表しました当期連結業績予想の「売上高：1,600百万円」に

は、昨年4月に中稷実業投資有限公司（以下、中稷社）と締結した中国国内におけるECI301ライセンス

アウトの契約一時金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、第２

四半期決算短信発表時の当期連結業績予想では、予想売上高から当該契約一時金を除外することといた

しました。しかしながらその時点では、中国において、既に新たな製薬会社との契約交渉を開始してい

たこと、韓国において契約交渉が進んでいたことなど、当期中に契約一時金を計上できる可能性もある

と判断しておりました。ただしその時点では、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ございましたことから、第２四半期決算短信発表時（本年１月14日）の通

期連結業績予想では、「売上高：未定」といたしておりました。このたび改めて業績予想の見直しを行

い公表いたしました。                                     

  

（3）連結業績予想に関する定性的情報
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通期連結業績予想の売上高の内訳に関しましては、第３四半期までの実績に加えて、第４四半期の業

績見通しとして以下の要因を勘案して策定しております。 

 
  

①第4四半期の創薬及び創薬関連事業売上216百万円には、天津天士力制葯股份有限公司、及び、柳韓

洋行とのECI301のライセンス契約締結に伴う一時金売上が含まれています（現時点では、当該売上

216百万円の内、約２億円は未入金です）。また、中稷社との戦略的提携基本合意契約に基づく一

時金10億円は含まれておりません。 

  

②機器販売事業に関しましては、当期のこれまで（第３四半期末まで）のTAXIScan-FL（蛍光細胞動

態解析装置）の販売実績はございません。期初計画では中国の提携先である天津天士力健康医療器

械有限公司(以下、天士力社)向けTAXIScan-FL（蛍光細胞動態解析装置）の出荷を見込んでいまし

たが、天士力社が中国マーケットの市場調査に想定以上の時間を要してしまい、販売活動の開始が

当初想定より遅れたことから、来期にずれ込む見通しとなりました。また国内も、引続き事業仕分

けの影響等から厳しい状況ですが、第4四半期の機器販売売上には、国内の医療機関向けに

TAXIScan-FL１台の販売を見込んでいます。 

  

※ 業績予想につきましては、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績

は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。 

  

  

 ① 中国   

期初から、昨年4月に中稷実業投資有限公司（以下、「中稷社」）と締結した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の早期回収に注力してきましたが、度重なる送

金約束の不履行から、昨年12月、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」という内容の了解）を取り付

けた上で、他の大手製薬会社とECI301のライセンスアウト契約交渉を再開しました。その後、本年３月

１８日に公表した「天士力社とのECI301のライセンスアウトを含む業務提携に関するお知らせ」のとお

り、売上高規模で中国第３位の製薬会社である天津天士力制葯股份有限公司（天士力集団の中核企業で

あり、上海証券取引所の上場企業）と業務提携契約を締結しました。４月中に初期の技術移転を完了す

る見込みであり、契約一時金は、その後速やかに支払われる予定です。 

 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

 
（単位：百万円）

 
1-3四半期合計

（実績）
第4四半期
（予想）

通期（予想）

 売上高 55 254 310

  創薬及び創薬関連事業 4 216 220

  機器販売 50 37 87

  その他 1 1 2

（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

株式会社ＥＣＩ　（４５６７）　平成23年5月期第３四半期決算短信

4



「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、昨年末までに

は提携候補を３社に絞り込んで協議を進めてきました。交渉相手先の数が増えたことから当初想定以上

に時間を要してしまいましたが、２月28日付け「柳韓洋行とのECI301のライセンスアウト含む業務提携

に関するお知らせ」、及び３月31日付け「柳韓洋行とのライセンスアウト契約締結のお知らせ」で公表

のとおり、本年３月、売上高で韓国第３位の製薬会社である柳韓洋行と韓国、タイ、ベトナム、ロシ

ア、CIS（独立国家共同体：旧ソビエト連邦の12カ国で形成された緩やかな国家連合体）における

ECI301のライセンスアウトを含む業務提携契約を締結しました。なお、４月１４日に本契約締結に基づ

く一時金を受領しました。今後当社は、柳韓洋行が韓国で実施する臨床試験に用いる治験薬を提供し、

柳韓洋行は受取後直ちに当社に治験薬の代価を支払うことになっております。 

 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も、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が、今期中の契約締

結は難しい情勢です。 

 ⑤ その他の地域  

マレーシア、シンガポール、台湾等のアジア諸国に関しましては、当初は中国とは別個にライセンス

契約交渉を進めてきましたが、結論的には、前述の天津天士力制葯股份有限公司との業務提携契約の対

象地域に含まれるかたちで成約に至りました。 

  

※ 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。 

  

  

棚卸資産の評価方法 

当第3四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、当第２四半期連結会計

期間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。 

  

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３四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３四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３四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３四半期連結

累計期間及び等第３四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。  

  

4.キャッシュ・フロー計算書の「預り金の増減額（△は減少）」の科目表示          

 前第３四半期連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債

の増減額（△は減少）に含めていた「預り金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当第３

四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動負債の増減額（△は減少）」に含まれる「預り金の

増減額（△は減少）」は446千円であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において476,704千円の純損失ならびに208,457千円の営

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３四半期連結会計期

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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間末において282,040千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、第１～３四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

23年２月28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。

今後とも財務基盤の健全化と強化のために資金調達に取組んでまいります。 

 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23年３月には、中国の天津天士力

制葯股份有限公司と、中華人民共和国及び、一部の東南アジア・中東諸国（台湾、香港、インドネシ

ア、フィリピン、サウジアラビア王国等）を対象地域として、ECI301のライセンス契約を含む業務提携

契約を締結、また同じく３月、韓国の柳韓洋行とも、韓国、タイ、ベトナム、ロシア、CIS（独立国家

共同体：旧ソビエト連邦12ヵ国で形成された緩やかな国家連合体）を対象地域として、ECI301のライセ

ンス契約を含む業務提携契約を締結いたしました。他に、インドでも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を進めています。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も、当期中のライセンス契約締結の実現を目指して複数の大手製薬会社

と交渉中です。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、天津天士力健康医

療器械有限公司の営業担当者の研修目的等にも使用しています。  

 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。天津天士力制葯股份有限公

司、及び柳韓洋行との業務提携による一時金収入で当面の運転資金は確保される見込みですが、これだ

けでは継続企業の前提に関する重要な不確実性の解消には充分とは言えない状況です。また、日米欧の
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大手製薬会社とのECI301ライセンスアウトのグローバル契約につきましては、その締結時期、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。 

  

＊ 中稷実業投資有限公司との戦略的提携基本合意契約に関しまして 

 当社は、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、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が支払われず、当社も契約の遵守と契約一時金の早期回収に努

めてきましたが、度重なる送金約束の不履行から、平成22年12月、当社は中稷社から「契約一時金の決

済がなされるまではいつでも、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」旨の了解を取り付けてあります。当社は、天津天士力制葯股份有限公司からの一時金の入金確認が

できしだい、直ちに中稷社に原契約を破棄する旨通知し、同社との戦略的提携基本合意契約を円満に解

消する意向です。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 204 68,956

売掛金 9,251 24,547

商品及び製品 41,885 67,755

原材料及び貯蔵品 68,946 7,546

前渡金 10,000 56,248

前払費用 315 9,199

未収消費税等 7,941 11,561

その他 394 3,089

流動資産合計 138,939 248,904

固定資産

有形固定資産

建物 33,914 33,914

減価償却累計額 △18,053 △16,110

建物（純額） 15,860 17,803

工具、器具及び備品 842,824 831,512

減価償却累計額 △787,638 △765,646

工具、器具及び備品（純額） 55,186 65,866

有形固定資産合計 71,047 83,669

無形固定資産

ソフトウエア 494 1,150

無形固定資産合計 494 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 149 260

投資その他の資産合計 66,178 66,374

固定資産合計 137,719 151,194

資産合計 276,658 400,098
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 12,968 4,061

短期借入金 94,700 25,000

未払金 227,397 38,123

未払法人税等 13,112 12,387

前受金 － 4,250

その他 27,145 8,437

流動負債合計 375,324 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 558,699 275,634

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 △6,949,679 △6,472,975

株主資本合計 △289,754 116,750

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 △282,040 124,464

負債純資産合計 276,658 400,098
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(2) 四半期連結損益計算書

      【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 217,833 55,744

売上原価 157,299 28,682

売上総利益 60,534 27,061

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 604,013 502,573

営業損失（△） △543,479 △475,511

営業外収益

受取利息 44 7

雑収入 85 73

為替差益 － 151

営業外収益合計 130 232

営業外費用

支払利息 93 24

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

為替差損 577 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 42,659 300

経常損失（△） △586,009 △475,579

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

投資有価証券評価損 4,333 －

固定資産除却損 51 －

特別損失合計 4,385 －

税金等調整前四半期純損失（△） △576,000 △475,579

法人税、住民税及び事業税 1,125 1,125

法人税等合計 1,125 1,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △476,704

四半期純損失（△） △577,125 △476,704
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     【第３四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年12月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年12月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 105,599 18,100

売上原価 80,047 11,425

売上総利益 25,552 6,674

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 185,392 139,855

営業損失（△） △159,839 △133,181

営業外収益

受取利息 13 1

為替差益 264 576

その他 4 13

営業外収益合計 282 591

営業外費用

支払利息 93 19

株式交付費 509 －

支払手数料 40,424 －

支払保証料 100 －

営業外費用合計 41,128 19

経常損失（△） △200,684 △132,608

特別損失

投資有価証券評価損 4,333 －

特別損失合計 4,333 －

税金等調整前四半期純損失（△） △205,018 △132,608

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（△） － △132,983

四半期純損失（△） △205,393 △132,983
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28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（△） △576,000 △475,579

減価償却費 46,492 27,929

受取利息及び受取配当金 △44 △7

支払利息 93 24

支払保証料 100 －

為替差損益（△は益） 310 △115

株式交付費 1,464 275

支払手数料 40,424 －

前期損益修正損益（△は益） △11,479 －

投資有価証券評価損益（△は益） 4,333 －

有形固定資産除却損 51 －

売上債権の増減額（△は増加） △48,505 15,295

たな卸資産の増減額（△は増加） 43,634 △35,530

前渡金の増減額（△は増加） 51,930 46,248

未収消費税等の増減額（△は増加） 17,575 3,620

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6,691 11,579

その他の固定資産の増減額（△は増加） 157 △14,421

仕入債務の増減額（△は減少） △13,003 8,907

預り金の増減額（△は減少） － 18,236

前受金の増減額（△は減少） △14,751 △4,250

未払金の増減額（△は減少） 12,238 189,249

その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,255 1,278

小計 △435,031 △207,257

利息及び配当金の受取額 44 7

利息の支払額 △93 －

法人税等の支払額 △1,513 △1,207

営業活動によるキャッシュ・フロー △436,593 △208,457

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 △6,625 △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 △6,625 △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 24,426 －

株式の発行による収入 273,979 69,924

短期借入金の借入による収入 24,900 115,700

短期借入金の返済による支出 － △46,000

新株予約権の発行による収入 9,295 －

手数料の支払額 △40,424 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 292,176 139,624
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

現金及び現金同等物に係る換算差額 △299 115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,341 △68,751

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 35,477 204
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年６月１日 至 平成23年２月28日) 

 当社グループは、当第３四半期連結累計期間において476,704千円の四半期純損失ならびに208,457千

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３四半期連結

会計期間末において282,040千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、第1～３四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

23年２月28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。

今後とも財務基盤の健全化と強化のために資金調達に取組んでまいります。 

 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23年３月には、中国の天津天士力

制葯股份有限公司（以下、「天士力社」）と、中華人民共和国及び、一部の東南アジア・中東諸国（台

湾、香港、インドネシア、フィリピン、サウジアラビア王国等）を対象地域として、ECI301のライセン

ス契約を含む業務提携契約を締結、同じく３月、韓国の柳韓洋行とも、韓国、タイ、ベトナム、ロシ

ア、CIS（独立国家共同体：旧ソビエト連邦12ヵ国で形成された緩やかな国家連合対）を対象地域とし

て、ECI301のライセンス契約を含む業務提携契約を締結いたしました。他に、インドでも提携候補とな

る製薬企業を絞り込んでライセンス契約交渉を進めています。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も、当期中のライセンス契約締結の実現を目指して

複数の大手製薬会社と交渉中です。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、天津天士力健康医療器械有限公司の営業担当者の研修目的等にも使用しています。  

 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。  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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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。天津天士力制葯股份有限公

司、及び柳韓洋行との業務提携による一時金収入で当面の運転資金は確保される見込みですが、これだ

けでは継続企業の前提に関する重要な不確実性の解消には充分とは言えない状況です。また、日米欧の

大手製薬会社とのECI301ライセンスアウトのグローバル契約につきましては、その締結時期、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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28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３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22年２月28日) 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

(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

19,482 83,537 114,814 217,833 ― 217,833

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 19,482 83,537 114,814 217,833 ─ 217,833

  営業利益又は営業損失（△） △280,830 △42,135 10,421 △312,544 △230,934 △543,479

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】
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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３四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成23年２月28日) 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△209,266千円は、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 50,752 944 55,744 ─ 55,744

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,047 50,752 944 55,744 ─ 55,744

セグメント利益又は損失(△) △223,746 △42,917 418 △266,244 △209,266 △475,511
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３   報告セグメントの変更等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

 当第三者割当増資により、当第３四半期連結累計期間において資本金が35,100千円、資本剰余金が

35,100千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が2,766,644千円、資本剰余金が

3,893,280千円となっております。 

  

1. 平成23年3月18日に当社は、開発中の癌治療薬ECI301に関して中国の天津天士力制葯股份有限公司と

業務提携契約を締結しました。 

（1）業務提携の目的 

当社と天津天士力制葯股份有限公司は協同して、中華人民共和国及び、一部の東南アジア・中東諸国

（インドネシア、フィリピン、マレーシア、サウジアラビア王国、アラブ首長国連邦等）において、癌

治療薬ECI301（非小細胞肺がん、及び放射線感受性固形がん）の開発、治験、製造、販売を推進する。

（2）契約の内容 

①当社は治験薬の開発、製造と販売権を天津天士力制葯股份有限公司に供与する。 

②天津天士力制葯股份有限公司は、今後の開発、製造、販売に関する全ての費用を負担する。 

③天津天士力制葯股份有限公司は当社に、契約一時金及び、開発の進捗に応じてマイルストン一時金を

支払う。また、治療薬の上市後は売上高に応じたロイヤルティーを支払う。 

  

2. 平成23年3月31日に当社は、開発中の癌治療薬ECI301に関して韓国の柳韓洋行と正式に業務提携契約

を締結しました。 

（1）業務提携の目的 

当社と柳韓洋行は協同して、韓国、タイ、ベトナム、ロシア、CIS（独立国家共同体）において、癌治

療薬ECI301の進行性の肝臓癌及び頭頸部癌等の開発プロジェクト（臨床開発、治療薬の製造・販売等）

を推進する。 

（2）契約の内容 

①当社は治験薬の開発、製造と販売権を柳韓洋行に供与する。 

②柳韓洋行は、今後の開発、製造、販売に関する全ての費用を負担する。 

③柳韓洋行は当初に、当社に一時金を支払うとともに、開発と売上の成功度合い応じて一定の金額を支

払う。また、治療薬の上市後は売上高に応じたロイヤルティーを支払う。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 重要な後発事象に関する注記
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