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平成 23 年 8月 1 日 

各  位 

 

会社名  株式会社 ECI 

代表者名 代表取締役社長 CEO 鈴木 幹雄 

（コード番号 4567 名証セントレックス） 

問合せ先 取締役経営管理部長 角 政樹 

電話番号 044-201-8461 

 

 
平成 23 年 5 月期計算書類に対する監査意見不表明に関するお知らせ 

 
 当社は、平成 23年 5月期の計算書類およびその附属明細書並びに連結計算書類につきまして、

会計監査人より会社法 436 条第２項第１号および会社法第 444 条第４項の規定に基づく監査に

ついて、監査意見を表明しない旨の監査報告を受領いたしましたので、下記のとおりお知らせ

いたします。 

 

記 

 

1. 背景及び概要 

当社グループは、当連結会計年度においても、693,639 千円の当期純損失ならびに 204,782 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、当連結会計年度末において

498,975 千円の債務超過となっております。また、昨年 9月以降は、人件費、社会保険料、旧本

社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、多くの支払い先に対して支払遅延が生じ

ているなど、運転資金の調達と財務状況の改善が喫緊の課題となっており、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、経費削減および債務返

済条件の見直し要請に取り組んでおります。 

しかしながら、新規の資金調達及び債務支払条件の見直しの要請については現在、関係者と

の協議の途上の段階であります。また、今後見込まれる天津天士力制葯股份有限公司及び柳韓

洋行からの一時金の入金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

言えない状況であり、他方、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、交渉は継続しているもののその締結時期未定となっております。一方、

内外投資家と、現在、資金調達について交渉を行っています。 

 

（参考）継続企業の前提に関する注記 

当社は、当事業年度においても、670,700 千円の当期純損失を計上し、当事業年度末において

494,230 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

いても、癌治療薬 ECI301 が平成 21 年の 6 月に米国食品医薬品局（FDA: Food and Drug 
Administration）より新薬治験開始届（IND: Investigational New Drug）の承認を得て、プロ

トコール（治験手順）を決定し、現在慎重に第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、
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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、また、昨年 9 月以降は、人

件費、社会保険料、旧本社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、多くの支払い先

に対して支払遅延が生じているなど、運転資金の調達と財務状況の改善が喫緊の課題となって

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、当社は事業資金の調達、売上増加、経費削減及び債務返済条件の見

直し要請に取り組んでおります。 
 事業資金の調達につきましては、当期中の当社株価が低迷して推移しましたことから、研究

開発資金等の調達を目的として平成 22 年 1 月 12 日開催の取締役会決議に基づいて、第三者割

当方式で発行（株式発行総額約 10 億円）した第 12 回新株予約権（権利行使価額：28,861 円）

の権利行使は進まず、平成 23 年５月 31 日現在での権利行使の累計額は 208,800 千円、未行使

残高は 791,700 千円となっております。当社株価の現状から短期的には第 12 回新株予約権の権

利行使の進行は期待し難い状況にあり、当社の逼迫した財務状況では株価の回復を待つ時間的

余裕がないことから、現在、当社ビジネスに好意的な大株主、投資家（欧米の投資銀行、ファ

ンドを含む）を対象とした借入又は新株式・新株予約権等の割当による新規の資金調達の準備

を進めており、関係者と協議を行っております。 
 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

投下しております。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の締結交渉を開始し、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。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締結支援コンサルタントで

ある GAC 社と契約し（臨床試験におけるデータ収集や薬効確認が遅れていることから、GAC
社とのコンサルティング契約は本年 1 月から一時休止しています）、同社の支援を受けながら欧

米の大手製薬会社と交渉を進めてまいりましたが、新たに国内大手証券会社（本年 4 月に契約）

及び大手邦銀（本年 5 月に契約）ともコンサルティング契約を結んで提携交渉を推進しており

ます。現在米国で進めている第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の想

定より大幅に遅れていますことから、当社は臨床試験のスピードアップを図り（現在、その方

策を米国国立衛生研究所と協議中）、早期のグローバル契約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まいりました。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。昨年 10 月には、今後、同社との提携関係を強化する目的で、北京大学に共同研究と販売デ

モ用に 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

にも活用するなど、一段の拡販を目指してまいります。  
 経費削減につきましては、財務状況改善が急務であるため、更なる採算重視の経営方針の徹

底と経営合理化による原価・経費の削減を進めてまいります。本年６月の旧青葉台オフィス（東

京都目黒区）の川崎テックセンタービルへの移転により、今後、年間のオフィス賃借料の負担

は６千万円強軽減されます。  
 支払遅延が生じている取引先に対する対応としては、個別に債務返済条件の見直し（返済の
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猶予・繰延、債務の減額・免除等）の要請を行い、当社財務再建への協力を依頼し現在協議を

行っています。 
 しかしながら、新規の資金調達及び債務支払条件の見直しの要請については現在、関係者と

の協議の途上の段階であります。また、今後見込まれる天津天士力制葯股份有限公司及び柳韓

洋行からの一時金入金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

えない状況であり、他方、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、入金の時期等は未確定であります。以上の状況か

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、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財務諸表

に反映しておりません 。 

 

 企業の計算書類（会社法規定）や財務諸表（金融商品取引法規定）は、継続企業であること

を前提として作成されます。当社の計算書類や財務諸表についても、継続企業であることを前

提として作成されておりますが、上記に記載のとおり、当社の継続企業の前提は、支払期日の

過ぎた債務の支払いとライセンス契約の締結および内外投資家からの資金調達の実現の可否に

依存していると認識しております。 

 このたび、定時株主総会の招集通知に付される計算書類の監査において、会計監査人であ

る監査法人元和は、当社の継続企業の前提である支払期日の過ぎた債務の支払と日米欧の大手

製薬会社とのECI301ライセンスアウトのグローバル契約の交渉および内外投資家との資金調達

についての交渉について、当該監査時点では適正な監査意見を表明するための合理的な基礎を

得ることができないと判断しました。これにより、会社法第 436 条第 2 項および会社法第 444

条第 4 項の規定に基づく監査について、監査意見の表明をしない旨の監査報告を受領いたしま

した。 

 

監査報告書の記載内容 

 受領した監査報告書に記載された内容は以下のとおりであります。 

 当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社 ECI の平成 22 年 6 月 1 日か

ら平成 23 年 5 月 31 日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益

計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作

成責任は経営者にある。 
 当監査法人は、下記事項を除き我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し

て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合

理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針

及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の

表示を検討することを含んでいる。 
記 

 継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社グループは、当連結会計年度におい

ても、693,639 千円の当期純損失を計上し、当連結会計年度末において 498,975 千円の債務超過と

なっており、また人件費、社会保険料、旧本社（青葉台オフィス）家賃等の未払いが積み上がり、

多くの支払先に対して支払遅延が生じている。これらの状況により、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る。当該状況に対する対応策は当該注記に記載されているが、

当監査法人は当該対応策を含む会社の事業計画が会社の逼迫した財務状況に対して効果的で実行可

能であるか否かについて十分な心証を得られなかった。このため、当監査法人は、継続企業を前提

として作成される連結計算書類に対する意見表明のための合理的な基礎を得ることができなかっ

た。 
 当監査法人は、上記の連結計算書類が、上記事項の連結計算書類に与える影響の重要性に鑑み、
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株式会社 ECI 及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状

況についての意見を表明しない。 

 
追記情報 
 重要な後発事象に記載されているとおり、会社は旧本社オフィス関連訴訟の第 1 回目の和解金

70,000 千円を支払期日である平成 23 年 6 月 30 日に賃貸人（原告）である住友不動産株式会社に支

払えず、当該支払期日に分割返済を申し入れ、翌 7 月 1 日に具体案を提示している。この件に関し

て現時点では住友不動産株式会社側からの対応が明示されていないことから、今後の会社の業績等

に及ぼす影響は現時点で不明である。 

 
 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。 
以  上 

 

 

2.計算書類の承認について 

 計算書類の監査意見不表明に伴い、株主総会の決議事項として計算書類の承認を付議いたし

ます。 

 

3.財務諸表（有価証券報告書）における監査報告書への影響について 

 今回の監査意見不表明の判断は、計算書類の監査時点（本日受領した平成 23 年 8 月 1日付監

査報告書）によるものであります。 

 財務諸表（有価証券報告書）につきましては、現在監査中であり、最終的な監査報告を受領

次第、速やかに開示いたします。 

 

4.今後の展開 

 当社といたしましては、今回の監査法人の意見不表明に至った事由を早期に解消すべく、支

払期日の過ぎた債務の支払と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

契約および内外投資家との資金調達について、この実現を経営の最優先課題として取り組んで

まいります。 

以上 


