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1.  平成23年9月期第2四半期の連結業績（平成22年10月1日～平成23年3月31日） 

 

(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 ％

23年9月期第2四半期 1,442 △9.3 6 △97.5 △15 ― △101 ―
22年9月期第2四半期 1,589 32.8 254 ― 263 ― 260 ―

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9月期第2四半期 △145.82 ―
22年9月期第2四半期 413.06 ―

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9月期第2四半期 8,379 5,935 70.8 8,100.55
22年9月期 5,759 3,855 66.9 6,093.12

（参考） 自己資本   23年9月期第2四半期  5,935百万円 22年9月期  3,855百万円

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9月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年9月期 ― 0.00
23年9月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年9月期の連結業績予想（平成22年10月1日～平成23年9月30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 2,960 △7.6 30 △91.0 10 △97.3 △40 ― △55.99



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社において判断したものであります。予想には様々な不確定要素が内在しており、実際
の業績はこれらの予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、【添付資料】Ｐ.３「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照くだ
さい。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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9月期2Q 732,755株 22年9月期  632,755株
② 期末自己株式数 23年9月期2Q  ―株 22年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年9月期2Q 695,942株 22年9月期2Q 631,600株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年10月１日から平成23年３月31日まで）において当社グループは、前連結会

計年度から引き続き、主力サービスである免疫細胞療法総合支援サービスを本格的な成長軌道に乗せるべく、市場

の顕在化及び拡大に努めております。医療チャネルの拡充に向けては、患者の治療選択プロセスにおいて実質的な

決定力を有する医師・医療機関に対し、研究開発の進展とその成果を踏まえた訴求力の高い学術営業活動を展開す

るとともに、患者及び患者家族に向けては、各種メディアやWebサイト、セミナー活動等による積極的な情報提供

を行っております。当第２四半期連結累計期間では、新たに当社グループ契約医療機関と連係を開始した医療機関

における新規治療開始者数及び治療数が順調に拡大し、沖縄県先端医療技術産業化研究事業に係る売上についても

予定通り計上されましたが、一般向けプロモーション施策を十分に実施できなかったことに加え、平成23年３月11

日に発生した東日本大震災に伴う交通遮断により、当社グループ契約・連係医療機関に来院できない患者が発生す

るとともに、細胞培養に必要な一部資材を製造販売している取引先の被災、ロジスティクスの停止などの影響によ

り、一時的に不足が懸念された細胞培養用資材確保の目処が立つまで新患の受け入れを停止したこと等により、免

疫細胞療法総合支援サービス売上は当初計画を下回りました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は

1,442,361千円（前年同期比147,572千円減、9.3％減）となりました。 

研究開発活動については、前連結会計年度から引き続き、治療効果向上につながる新規技術の早期実用化を目指

し、「免疫細胞療法に係るEvidenceの強化」、「より治療効果の高い新たな免疫細胞療法に係る技術の開発」、

「細胞加工プロセスの大幅な効率化と細胞輸送技術の強化」を目標として、より出口に近いテーマにプライオリテ

ィを置いて推進しております。当第２四半期連結累計期間においては、平成22年11月には、国立大学法人金沢大学

医薬保健研究域医学系、医療法人社団金沢先進医学センター及び医療法人社団滉志会と共同で、がん免疫細胞治療

の治療効果に関する大規模な解析研究を開始するとともに、同じく平成22年11月には、学校法人東京医科大学等と

共同でC型肝炎ウィルス由来肝細胞がんに対するラジオ波焼灼(しょうしゃく)療法（RFA）とガンマ・デルタT細胞

療法との併用療法に係る臨床研究を開始いたしました。また、平成23年３月には、財団法人くまもとテクノ産業財

団が保有する、日本国内において成立しているPP-RP（Proliferation Potential-Related Protein）（注）に由来

するペプチド５種の権利を取得いたしました。 

営業活動については、医師・医療機関を戦略ターゲットとした学術営業活動及び、一般向けプロモーション活動

を、これまでの実績と経験に基づき、戦略的かつ効率的に推進しておりますが、当第２四半期連結累計期間におい

ては、患者及び患者家族に向けた施策を予定通りに実施できなかったこともあり、販売費は前年同期比5.5％減と

なりました。一方、研究開発費を除く一般管理費については、当初予想より費用が削減されたもののライセンス費

用及び支払手数料の増加等により前年同期比では12.6％増となりました。以上の結果、当第２四半期連結累計期間

の営業利益は6,479千円（前年同期比247,868千円減、97.5％減）となりました。 

その他、公募増資に伴う株式交付費19,632千円、投資事業組合運用損13,862千円等の発生により、当第２四半期

連結累計期間の経常損失は15,805千円（前年同期は経常利益263,256千円）となりました。また、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の適用を開始したことにより、資産除去債務会計基準の適用に伴う影

響額20,630千円を特別損失に計上したこと、通期業績予想に基づき繰延税金資産を見直し、法人税等調整額59,378

千円を計上したこと等により、四半期純損失は101,485千円（前年同期は四半期純利益260,890千円）となりまし

た。 

  

（注）PP-RP（Proliferation Potential-Related Protein）は核タンパク質に分類される。食道がんに高発現する

タンパク質で、正常細胞では精巣と胎盤などに発現している。腫瘍組織においてPP-RPタンパク質の発現が

確認された場合、PP-RP由来がん抗原ペプチドを用いることにより、抗原特異的な免疫治療が期待される。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

当第２四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2,620,006千円増加し、8,379,743千円とな

りました。流動資産は6,235,723千円と前連結会計年度末に比べ2,408,093千円増加しており、主な要因は現金及び

預金の減少315,026千円、有価証券の増加2,699,873千円、原材料及び貯蔵品の増加73,605千円です。固定資産は

2,144,019千円と前連結会計年度末に比べ211,912千円増加しておりますが、これは有形・無形固定資産の取得、減

価償却、投資有価証券の取得等によるものです。 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて539,737千円増加し、2,444,023千円となりま

した。そのうち流動負債は1,277,727千円で前連結会計年度末に比べて394,446千円増加しております。主な要因は

短期借入金の増加800,000千円、未払金の減少391,311千円です。固定負債は、前連結会計年度末に比べて145,291

千円増加し、1,166,295千円となりました。主な要因は資産除去債務の増加77,464千円、長期繰延税金負債の増加

57,995千円です。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、四半期純損失101,485千円、公募増資による資本金及び資本剰余金の

増加2,097,700千円、その他有価証券評価差額金の増加84,053千円により前連結会計年度末に比べて2,080,268千円

増加し、5,935,720千円となりました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の66.9％から70.8％となりました。 

  

（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。）は、前連結会計年度末に比

べて2,084,846千円増加し、5,046,920千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によって得られた資金は57,808千円（前年同期は360,430千円の獲得）となりました。 

主な増加は、減価償却費69,256千円、仕入債務の増加27,208千円、未払金の増加31,497千円であり、主な減少

は、たな卸資産の増加73,605千円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動に使用した資金は847,972千円（前年同期は348,102千円の使用）となりました。 

主な支出は、定期預金の純増額300,000千円、無形固定資産の取得による支出43,227千円、長期前払費用の取得

による支出420,316千円、投資有価証券の取得による支出61,820千円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は2,874,579千円（前年同期は113,285千円の獲得）となりました。 

主な内訳は、短期借入金の純増額800,000千円、株式の発行による収入2,078,067千円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、「連結経営成績に関する定性的情報」に記載のとおり、売上高、営業利

益、経常利益及び四半期純利益は当初の予想を下回る結果となりました。 

 通期の業績予想については、当第２四半期連結累計期間の売上高と現時点での第３四半期以降の売上予測から期

初に予想していた業績の確保は難しいとの判断に至り、平成23年４月28日に平成23年９月期通期の連結業績予想を

変更しております。 

 通期の売上高については、第３四半期以降に主要な大学病院等と細胞加工施設（CPC）の運営受託契約の締結、

ならびに当社グループ契約医療機関との新規医療連係の合意によって、売上の拡大を図ってまいりますが、当第２

四半期連結累計期間の売上の減少に加えて、未曽有の大震災により、一定期間一般向けプロモーション活動を自粛

したこと、今後も余震等の様々な影響が懸念されることから、第３四半期においても当初予想に対して当社グルー

プ契約医療機関の新規治療開始者数の減少が予想されるため、前回発表予想に対して562百万円減（16.0％減）の

2,960百万円となる見込みです。利益については、当第２四半期連結累計期間の大幅な減益に加えて、第３四半期

以降も売上が当初予想を下回る見通しであるため、営業利益は前回発表予想に対して320百万円減（91.4％減）の

30百万円、経常利益は同340百万円減（97.1％減）の10百万円となる見込みです。また、当期純損失は、来期の業

績見通しに基づく税効果を織り込み、40百万円（前回発表予想は当期純利益340百万円）となる見込みです。 

  



（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

  法人税等の納付額の算定に関しては、連結会計年度決算と同様の方法により計算しておりますが、納付税額

の算出に係る加減算項目及び税額控除項目は、重要性の高い項目に限定して適用しております。  

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の

発生状況に著しい変化があると認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ

クスプランニングに当該著しい変化の影響を加味する方法を採用しております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

 該当事項はありません。  

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

  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。  

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は1,582千円減少、経常損失は1,570千円増加しており、

税金等調整前四半期純損失は22,200千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債

務の変動額は76,977千円であります。 

  

２．その他の情報



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23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22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,647,047 2,962,074

売掛金 540,574 560,696

有価証券 2,699,873 －

原材料及び貯蔵品 103,956 30,351

その他 244,271 274,507

流動資産合計 6,235,723 3,827,630

固定資産   

有形固定資産 560,611 544,183

無形固定資産 121,699 66,782

投資その他の資産 1,461,709 1,321,141

固定資産合計 2,144,019 1,932,107

資産合計 8,379,743 5,759,737

負債の部   

流動負債   

買掛金 169,286 142,077

短期借入金 800,000 －

未払法人税等 15,523 18,987

賞与引当金 77,247 107,441

その他 215,671 614,774

流動負債合計 1,277,727 883,281

固定負債   

新株予約権付社債 1,000,000 1,000,000

資産除去債務 77,464 －

その他 88,830 21,004

固定負債合計 1,166,295 1,021,004

負債合計 2,444,023 1,904,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,631,011 2,582,161

資本剰余金 5,043,571 3,994,721

利益剰余金 △2,803,890 △2,702,405

株主資本合計 5,870,692 3,874,477

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 65,027 △19,026

評価・換算差額等合計 65,027 △19,026

純資産合計 5,935,720 3,855,451

負債純資産合計 8,379,743 5,759,737



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 1,589,933 1,442,361

売上原価 483,031 534,890

売上総利益 1,106,901 907,470

販売費及び一般管理費 852,553 900,991

営業利益 254,348 6,479

営業外収益   

受取利息 5,793 2,742

為替差益 16,122 9,823

その他 10,754 3,940

営業外収益合計 32,670 16,506

営業外費用   

支払利息 110 3,334

株式交付費 － 19,632

投資事業組合運用損 18,918 13,862

その他 4,733 1,961

営業外費用合計 23,762 38,790

経常利益又は経常損失（△） 263,256 △15,805

特別利益   

固定資産売却益 63 －

投資有価証券売却益 － 12

新株予約権戻入益 2,400 －

特別利益合計 2,463 12

特別損失   

固定資産除却損 358 1,212

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,630

特別損失合計 358 21,842

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

265,361 △37,635

法人税、住民税及び事業税 4,471 4,471

法人税等調整額 － 59,378

法人税等合計 4,471 63,849

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △101,485

四半期純利益又は四半期純損失（△） 260,890 △101,485



（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10月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

265,361 △37,635

減価償却費 61,680 69,256

賞与引当金の増減額（△は減少） △73,484 △30,193

受取利息及び受取配当金 △5,793 △2,742

支払利息 110 3,334

投資事業組合運用損益（△は益） 18,918 13,862

為替差損益（△は益） △16,122 △9,807

有形固定資産除却損 358 1,212

有形固定資産売却損益（△は益） △63 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 20,630

株式交付費 － 19,632

新株予約権戻入益 △2,400 －

売上債権の増減額（△は増加） 41,499 20,121

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,301 △73,605

仕入債務の増減額（△は減少） △25,277 27,208

未払金の増減額（△は減少） 4,936 31,497

その他 88,450 15,376

小計 363,476 68,146

利息及び配当金の受取額 6,006 2,370

利息の支払額 △110 △3,767

法人税等の支払額 △8,942 △8,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 360,430 57,808

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） － △300,000

有形固定資産の取得による支出 △63,310 △15,487

有形固定資産の売却による収入 585 －

無形固定資産の取得による支出 △8,410 △43,227

長期前払費用の取得による支出 － △420,316

投資有価証券の取得による支出 △43,740 △61,820

投資有価証券の売却による収入 － 152

投資有価証券の償還による収入 64,503 5,226

貸付けによる支出 △715,000 －

貸付金の回収による収入 418,740 －

短期貸付金の増減額（△は増加） － △12,500

その他 △1,471 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △348,102 △847,972

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） － 800,000

株式の発行による収入 114,074 2,078,067

リース債務の返済による支出 △788 △3,488

財務活動によるキャッシュ・フロー 113,285 2,874,579

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,096 431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,710 2,084,846

現金及び現金同等物の期首残高 1,395,316 2,962,074

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,523,026 5,046,920



 該当事項はありません。  

  

 当社は、平成22年12月７日付で公募による新株式の発行を行い、払込みを受けました。この結果、第１四半期連

結会計期間において資本金が1,048,850千円、資本準備金が1,048,850千円増加し、当第２四半期連結会計期間末に

おいて資本金が3,631,011千円、資本準備金が5,043,571千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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