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平成 23 年 10 月 11 日 
各  位    
  会社名 株式会社ＥＣＩ  
  代表者名 代表取締役ＣＥＯ   小野 稔   
  コード番号  4567 名証セントレックス  

 問合せ先 経営管理部長     角 政樹  
(TEL.044-201-8471)

(訂正・数値データ訂正あり) 

 「平成 23 年 5 月期 決算短信［日本基準］（連結）」の一部訂正について 

平成 23 年７月 25 日に公表しました「平成 23 年５月期決算短信」の記載内容に一部訂正すべき事

項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。本来であれば、７月 25 日に提出した決算短信に

反映すべきものでありましたが、訂正が遅延したことに関して深くお詫び申し上げます。なお、訂正

箇所は下線を付して表示しております。 

記 

１.訂正理由 

当該訂正の主な原因は、住友不動産株式会社への和解金の支払が支払期日までに支払うことができ

なかったことによります。当社の会計監査人である阪神公認会計士共同事務所と対応を協議した結果、

追加支払が生じるリスクを考慮して、有価証券報告書に追加費用を反映させることといたしましたの

で、決算短信についても同様に訂正を行います。なお、項目毎の訂正理由は下記のとおりとなります。 
(1)「継続企業の前提に関する重要事象等及び継続企業の前提に関する注記」   
   従来の記述が脈絡がなく、要点が明確になっていなかったため会計監査人と協議して訂正い

たしました。また、資金計画などについて、事業計画に沿った形に整合させるためより適切な

表現に訂正いたしました。  
(2)「重要な後発事象」 
  ・和解金の支払い遅延の発生に関する記載削除 

      当社及び会計監査人の判断により、和解金の支払い遅延は後発事象ではなく当期の費用（本

社移転損失）として決算に織り込むことに訂正いたしました。    

２.訂正内容 

【訂正箇所】 

 （サマリー情報１ページ目） 

 1.平成 23 年５月期の連結業績 

  （1）連結経営成績（平成 22 年６月１日～平成 23 年５月 31 日） 

  【訂正前】 
 
 

 (％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年５月期 148 △54.5 △578 ― △578 ― △693 ―
22 年５月期 327 5.4 △703 ― △749 ― △780 ― 
(注) 包括利益 23 年５月期 △693 百万円( ― ％)

22 年５月期
△780 百万円
( ― ％) 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年５月期 △3,226.97  ― ― △386.1 △388.2
22 年５月期 △3,861.03  ― △279.4 △138.7 △214.8 
(参考) 持分法投資損益 23 年５月期 ―百万円 22 年５月期 ―百万円  
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  【訂正後】 

 (％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年５月期 148 △54.5 △578 ― △578 ― △788 ―
22 年５月期 327 5.4 △703 ― △749 ― △780 ― 
(注) 包括利益 23 年５月期 △788 百万円( ― ％)

22 年５月期
△780 百万円
( ― ％)

  

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23 年５月期 △3,667.30  ― ― △386.1 △388.2
22 年５月期 △3,861.03  ― △279.4 △138.7 △214.8 
(参考) 持分法投資損益 23 年５月期 ―百万円 22 年５月期 ―百万円

 
 (2) 連結財政状態  

  【訂正前】 

 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 149 △498 △338.5 △2,346.87
22 年５月期 400 124 29.2 550.70 
(参考) 自己資本 23 年５月期 △506 百万円 22 年５月期 116 百万円
  

  【訂正後】 

 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 149 △593 △401.7 △2,785.27
22 年５月期 400 124 29.2 550.70 
(参考) 自己資本 23 年５月期 △601 百万円 22 年５月期 116 百万円

 
 
 

 （サマリー情報２ページ目） 
(参考) 個別業績の概要 
１．平成 23 年５月期の個別業績（平成 22 年６月１日～平成 23 年５月 31 日） 

   【訂正前】 
（１）個別経営成績 (％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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年５月期 142 10.2 △568 ― △568 ― △670 ―
22 年５月期 129 △28.3 △709 ― △754 ― △760 ―

  

 １株当たり当期純利
益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利

益 
 円 銭 円 銭

23 年５月期 △3,120.25  ―
22 年５月期 △3,759.99  ―
  
  【訂正後】 
                                                                 (％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 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23 年５月期 142 10.2 △568 ― △568 ― △765 ―
22 年５月期 129 △28.3 △709 ― △754 ― △760 ―

  

 １株当たり当期純利
益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利

益 
 円 銭 円 銭

23 年５月期 △3,560.59  ―
22 年５月期 △3,759.99  ―
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（サマリー情報２ページ目） 

（２）個別財政状態 

    【訂正前】 

 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 149 △494 △335.2 △2,324.89
22 年５月期 378 106 26.0 464.88 
(参考) 自己資本 23 年５月期 △501 百万円 22 年５月期 98 百万円

 

  【訂正後】 
 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 149 △588 △398.4 △2,763.30
22 年５月期 378 106 26.0 464.88 
(参考) 自己資本 23 年５月期 △596 百万円 22 年５月期 98 百万円
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 （添付資料 1ページ目） 

    ○添付資料の目次 

  【訂正前】 

１．経営成績 …………………………………………………………………………………  2 

    （前略） 

4. 連結財務諸表  …………………………………………………………………………  22 

        （中略） 

         (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 ………………………  33 

    （後略） 

  【訂正後】 

１．経営成績 …………………………………………………………………………………  2 

    （前略） 

4. 連結財務諸表  …………………………………………………………………………  22 

    （中略） 
         (7) 会計方針の変更 ………………………………………………………………………  33 

    （後略） 
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 （添付資料 2ページ目） 

 1. 経営成績 

   (1)経営成績に関する分析 

  ①当期の経営成績 

  【訂正前】 

当連結会計年度における世界経済は、先進国では失業率の高止まりの傾向がみられましたが各国

における経済対策や金融緩和の継続と、中国、インド、ブラジル等、新興国の内需の好調から世界

経済は緩やかながら回復を続けました。日本経済も、アジア向けなどの輸出の回復と省エネ家電や

エコカー購入促進策等の景気対策にも支えられ、企業収益の改善等、景気の一部に持ち直しの動き

も見られましたが、雇用・所得環境に関しましては依然として厳しい状況が続く中で、３月 11 日

に東日本大震災に見舞われ甚大な被害を被りました。復興への取り組みは長期化が予想され、先行

き一段と不透明な状況となっております。  
 医薬品業界におきましては、各国において医療制度の抜本的見直しの動きが見られるなかで、研

究開発費の高騰、医薬品承認要件の厳格化など、新薬開発のハードルはますます高くなり、業界を

取り巻く環境はいっそう厳しさを増しております。  
このような状況下、当社グループの当連結会計年度の売上高は 148,976 千円（前年同期と比べ

178,489 千円減収）となりました。営業損失は 578,265 千円（前年同期と比べ 125,073 千円の損

失の減少）、経常損失は 578,031 千円（前年同期と比べ 171,844 千円の損失の減少）となりまし

た。当期純損失は 693,639 千円（前年同期と比べ 87,081 千円の損失の減少）となりました。 

 

  【訂正後】 

当連結会計年度における世界経済は、先進国では失業率の高止まりの傾向がみられましたが各国

における経済対策や金融緩和の継続と、中国、インド、ブラジル等、新興国の内需の好調から世界

経済は緩やかながら回復を続けました。日本経済も、アジア向けなどの輸出の回復と省エネ家電や

エコカー購入促進策等の景気対策にも支えられ、企業収益の改善等、景気の一部に持ち直しの動き

も見られましたが、雇用・所得環境に関しましては依然として厳しい状況が続く中で、３月 11 日

に東日本大震災に見舞われ甚大な被害を被りました。復興への取り組みは長期化が予想され、先行

き一段と不透明な状況となっております。  
 医薬品業界におきましては、各国において医療制度の抜本的見直しの動きが見られるなかで、研

究開発費の高騰、医薬品承認要件の厳格化など、新薬開発のハードルはますます高くなり、業界を

取り巻く環境はいっそう厳しさを増しております。  
このような状況下、当社グループの当連結会計年度の売上高は 148,976 千円（前年同期と比べ

178,489 千円減収）となりました。営業損失は 578,265 千円（前年同期と比べ 125,073 千円の損

失の減少）、経常損失は 578,031 千円（前年同期と比べ 171,844 千円の損失の減少）となりまし

た。当期純損失は 788,290 千円（前年同期と比べ 7,569 千円の損失の増加）となりました。 
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 （添付資料 6ページ目） 

(2) 財政状態に関する分析 
① 資産・負債・純資産の状況 

  【訂正前】 

 

（資産）  
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて 143,723 千円減少し、105,180 千円となりました。これは、

現金及び預金が 66,876 千円減少、商品及び製品が 43,797 千円減少、前渡金が 46,119 千円減少した

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 106,669 千円減少し、45,524 千円となりました。これは、

敷金・保証金の償却 66,029 千円、本社移転に伴う有形固定資産の減損損失 18,134 千円などにより

ます。  
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 250,393 千円減少し、149,705 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 376,796 千円増加し、469,056 千円となりました。これは、

未払金が 268,903 千円、短期借入金が 68,150 千円、預り金が 27,984 千円それぞれ増加したことな

どによります。  
 固定負債は、前連結会計年度に比べて 3,750 千円減少し、179,624 千円となりました。これは、長

期預り金が返済により 250 千円、預り金への長短組替えにより 3,500 千円それぞれ減少したことに

よります。  
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 373,046 千円増加し、648,680 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 623,439 千円減少し、�498,975 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 693,639 千円減少し

たことによります。  
 

  【訂正後】 

（資産）  
  流動資産は、前連結会計年度末に比べて 143,723 千円減少し、105,180 千円となりました。これは、

現金及び預金が 66,876 千円減少、商品及び製品が 43,797 千円減少、前渡金が 46,119 千円減少した

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 106,669 千円減少し、45,524 千円となりました。これは、

敷金・保証金の償却 66,029 千円、本社移転に伴う有形固定資産の減損損失 18,134 千円などにより

ます。  
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 250,393 千円減少し、149,705 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 471,447 千円増加し、563,707 千円となりました。これは、

未払金が 363,554 千円、短期借入金が 68,150 千円、預り金が 27,984 千円それぞれ増加したことな

どによります。  
 固定負債は、前連結会計年度に比べて 3,750 千円減少し、179,624 千円となりました。これは、長

期預り金が返済により 250 千円、預り金への長短組替えにより 3,500 千円それぞれ減少したことに

よります。  
この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 467,697 千円増加し、743,331 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 718,090 千円減少し、�593,626 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 788,290 千円減少し

たことによります。  
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 （添付資料 7ページ目） 

② キャッシュ・フローの状況 

  【訂正前】 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は 2,080 千円となり、前連

結会計年度末に比べ 66,876 千円減少しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
  営業活動の結果使用した資金は 204,782 千円（前年同期と比べ 379,835 千円の減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純損失 692,139 千円、未払金の増加 268,755 千円、敷金・保証

金の減少 66,178 千円、棚卸資産の減少 41,218 千円、減価償却費 36,923 千円などによるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動の結果使用した資金は 33 千円（前年同期と比べは 7,091 千円の減少）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出 117 千円と敷金・保証金の返還による収入 83 千円によるもの

です。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動の結果得られた資金は 137,824 千円（前年同期と比べ 336,284 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 千円と短気借入金の借入による収入 124,150 千円、

短期借入金の返済による支出 56,000 千円によるものです。  
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 20 年５月期 平成 21 年５月期 平成 22 年５月期 平成 23 年５月期

自己資本比率（％） 85.8 64.9 29.2 �338.46

時価ベースの自己資本比
率（％） 235.8 1,055.8 1,695.6 1,931.06

キャッシュ・フロー対有
利子 
負債比率（％） 

－ － － －

インタレスト・カバレッ
ジ・ 
レシオ（倍） 

－ － － －

※自己資本比率＝自己資本÷総資産 
※時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 
※株式時価総額は、期末株価 終終値×期末発行済株式数により算出しております。 
※キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キ
ャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

 

  【訂正後】 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は 2,080 千円となり、前連

結会計年度末に比べ 66,876 千円減少しました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
  営業活動の結果使用した資金は 204,782 千円（前年同期と比べ 379,835 千円の減少）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純損失 786,790 千円、未払金の増加 363,406 千円、敷金・保証

金の減少 66,178 千円、棚卸資産の減少 41,218 千円、減価償却費 36,923 千円などによるものです。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動の結果使用した資金は 33 千円（前年同期と比べは 7,091 千円の減少）となりました。こ

れは、有形固定資産の取得による支出 117 千円と敷金・保証金の返還による収入 83 千円によるもの

です。  
（財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動の結果得られた資金は 137,824 千円（前年同期と比べ 336,284 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 千円と短気借入金の借入による収入 124,150 千円、

短期借入金の返済による支出 56,000 千円によるものです。  
 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
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 平成 20 年５月期 平成 21 年５月期 平成 22 年５月期 平成 23 年５月期

自己資本比率（％） 85.8 64.9 29.2 �401.68

時価ベースの自己資本比
率（％） 235.8 1,055.8 1,695.6 1,931.06

キャッシュ・フロー対有
利子 
負債比率（％） 

－ － － －

インタレスト・カバレッ
ジ・ 
レシオ（倍） 

－ － － －

※自己資本比率＝自己資本÷総資産 
※時価ベースの自己資本比率＝株式時価総額÷総資産 
※株式時価総額は、期末株価 終終値×期末発行済株式数により算出しております。- 
※キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては営業キ
ャッシュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 
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 （添付資料 14 ページ目） 

(4) 事業等のリスク 

21.上場廃止 

  【訂正前】 

当社は平成 23 年 5 月末現在で 498,975 千円の債務超過に陥っています。平成 24 年 5 月末まで

に債務超過を解消することができず、２期連続で債務超過となった場合には上場廃止になる可能性

があります。 
  【訂正後】 

当社は平成 23 年 5 月末現在で 593,626 千円の債務超過に陥っています。平成 24 年 5 月末まで

に債務超過を解消することができず、２期連続で債務超過となった場合には上場廃止になる可能性

があります。 

 

 （添付資料 15 ページ目） 

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等 

  【訂正前】 

 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。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、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、当社グループは事業資金の調達、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
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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、今後の同社と

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。 

 

  【訂正後】 

 当連結会計年度(自 平成 22 年６月１日至 平成 23 年５月 31 日) 当社グループは、当連結会計

年度においても、788,290 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 593,626 千円の債務超過となっております。 

当該状況により、当社グループには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。 当社グループは、当該状況を解消すべく、創薬開発をはじめとする再生医療プロジェクト

の着実な進展ならびに安定収益事業の確立に向け一層積極的な営業活動に努めるとともに、役員報酬

の減額をはじめ事業費用の削減を進め、限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを効率

的に無駄なく活用して経営効率を高めて参ります。また、必要に応じて、効果的な事業資金の調達を

行って参ります。 
 以上の施策のもと当社グループは今後とも創薬をはじめとする再生医療に向けた研究開発に邁進し

てまいります。 
しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品業界の動向の影響等により十分な営業成績をあげるこ

とができない可能性、十分に事業費用が削減できない可能性、資金調達が順調にすすまない可能性が

あるため、現時点において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。 
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 （添付資料 22 ページ目） 

４．連結財務諸表 

    (1)連結貸借対照表 

  【訂正前】 
(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 68,956 2,080
  売掛金 24,547 47,463
  商品及び製品 67,755 23,958
  原材料及び貯蔵品 7,546 10,125
  前渡金 56,248 10,128
  前払費用 9,199 883
  未収消費税等 11,561 9,661
  その他 3,089 880

  流動資産合計 248,904 105,180

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 33,914 862
    減価償却累計額 △16,110 △854

    建物（純額） 17,803 8

   工具、器具及び備品 831,512 807,637
    減価償却累計額 △765,646 △763,627
    減損損失累計額 － －

    工具、器具及び備品（純額） 65,866 44,009

   有形固定資産合計 83,669 44,018

  無形固定資産   
   ソフトウエア 1,150 394

   無形固定資産合計 1,150 394

  投資その他の資産   
   投資有価証券 0 0
   敷金及び保証金 66,113 －
   その他 260 111
   破産更生債権等 89,876 89,876
   貸倒引当金 △89,876 △89,876

   投資その他の資産合計 66,374 111

  固定資産合計 151,194 44,524

 資産合計 400,098 149,705

        
(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 4,061 8,119
  短期借入金 25,000 93,150
  未払金 38,123 307,026
  未払費用 3,485 4,218
  未払法人税等 12,387 17,040
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(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

  前受金 4,250 －
  預り金 4,128 32,113
  本社移転費用引当金 － 6,622
  その他 823 764

  流動負債合計 92,259 469,056

 固定負債   
  長期預り金 183,374 179,624

  固定負債合計 183,374 179,624

 負債合計 275,634 648,680

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 2,731,544 2,766,644
  資本剰余金 3,858,180 3,893,280
  利益剰余金 △6,472,975 △7,166,614

  株主資本合計 116,750 △506,689

 新株予約権 7,713 7,713

 純資産合計 124,464 △498,975

負債純資産合計 400,098 149,705

     

  【訂正後】 
(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 68,956 2,080
  売掛金 24,547 47,463
  商品及び製品 67,755 23,958
  原材料及び貯蔵品 7,546 10,125
  前渡金 56,248 10,128
  前払費用 9,199 883
  未収消費税等 11,561 9,661
  その他 3,089 880

  流動資産合計 248,904 105,180

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 33,914 862
    減価償却累計額 △16,110 △854

    建物（純額） 17,803 8

   工具、器具及び備品 831,512 807,637
    減価償却累計額 △765,646 △763,627

    工具、器具及び備品（純額） 65,866 44,009

   有形固定資産合計 83,669 44,018

  無形固定資産   
   ソフトウエア 1,150 394

   無形固定資産合計 1,150 394

  投資その他の資産   
   投資有価証券 0 0
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(単位：千円)

     
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

   敷金及び保証金 66,113 －
   その他 260 111
   破産更生債権等 89,876 89,876
   貸倒引当金 △89,876 △89,876

   投資その他の資産合計 66,374 111

  固定資産合計 151,194 44,524

 資産合計 400,098 149,705

       

 
(単位：千円)

   
前連結会計年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当連結会計年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 4,061 8,119
  短期借入金 25,000 93,150
  未払金 38,123 401,677
  未払費用 3,485 4,218
  未払法人税等 12,387 17,040
  前受金 4,250 －
  預り金 4,128 32,113
  本社移転費用引当金 － 6,622
  その他 823 764

  流動負債合計 92,259 563,707

 固定負債   
  長期預り金 183,374 179,624

  固定負債合計 183,374 179,624

 負債合計 275,634 743,331

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 2,731,544 2,766,644
  資本剰余金 3,858,180 3,893,280
  利益剰余金 △6,472,975 △7,261,265

  株主資本合計 116,750 △601,340

 新株予約権 7,713 7,713

 純資産合計 124,464 △593,626

負債純資産合計 400,098 149,705
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 (2)連結損益計算書及び連結包括利益計算書 

  【訂正前】 
 連結損益計算書 

(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

売上高 327,465 148,976

売上原価 246,630 105,582

売上総利益又は売上総損失（△） 80,834 43,393

販売費及び一般管理費 784,174 621,659

営業損失（△） △703,339 △578,265

営業外収益   
 受取利息 44 7
 為替差益 － 583
 その他 839 74

 営業外収益合計 884 664

営業外費用   
 支払利息 188 154
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 売上割引 275 －
 為替差損 474 －
 支払保証料 100 －

 営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △749,875 △578,031

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 350 －
 新株予約権戻入益 1,672 －
 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 16,366 －

特別損失   
 投資有価証券評価損 6,826 －
 固定資産除却損 51 0
 減損損失 7,025 18,134
 本社移転損失 － 23,321
 本社移転費用引当金繰入額 － 72,651

 特別損失合計 45,712 114,108

税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △692,139

法人税、住民税及び事業税 1,500 1,500

法人税等合計 1,500 1,500

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △693,639

当期純損失（△） △780,721 △693,639

    

  【訂正後】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 
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(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

売上高 327,465 148,976

売上原価 246,630 105,582

売上総利益 80,834 43,393

販売費及び一般管理費 784,174 621,659

営業損失（△） △703,339 △578,265

営業外収益   
 受取利息 44 7
 為替差益 － 583
 その他 839 74

 営業外収益合計 884 664

営業外費用   
 支払利息 188 154
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 売上割引 275 －
 為替差損 474 －
 支払保証料 100 －

 営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △749,875 △578,031

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 350 －
 新株予約権戻入益 1,672 －
 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 16,366 －

特別損失   
 投資有価証券評価損 6,826 －
 固定資産除却損 51 0
 減損損失 7,025 18,134
 たな卸資産評価損 31,808 －
 本社移転損失 － 117,972
 本社移転費用引当金繰入額 － 72,651

 特別損失合計 45,712 208,759

税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △786,790

法人税、住民税及び事業税 1,500 1,500

法人税等合計 1,500 1,500

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △788,290

当期純損失（△） △780,721 △788,290
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 （添付資料 25 ページ目） 

 連結包括利益計算書 

  【訂正前】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△）  △693,639

包括利益 － △693,639

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 － △693,639
 少数株主に係る包括利益 － －
    

   【訂正後】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △788,290

包括利益 － △788,290

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 － △788,290
 少数株主に係る包括利益 － －
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 （添付資料 26 ページ目） 

 (3)連結株主資本等変動計算書 

  【訂正前】 
(単位：千円)

    前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 2,503,831 2,731,544
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 2,731,544 2,766,644

 資本剰余金   
  前期末残高 3,630,468 3,858,180
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 3,858,180 3,893,280

 利益剰余金   
  前期末残高 △5,692,253 △6,472,975
  当期変動額   
   当期純損失（△） △780,721 △693,639

   当期変動額合計 △780,721 △693,639

  当期末残高 △6,472,975 △7,166,614

 株主資本合計   
  前期末残高 442,046 116,750
  当期変動額   
   新株の発行 455,424 70,200
   当期純損失（△） △780,721 △693,639

   当期変動額合計 △325,296 △623,439

  当期末残高 116,750 △506,689

新株予約権   
 前期末残高 2,654 7,713
 当期変動額   
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －

  当期変動額合計 5,059 －

 当期末残高 7,713 7,713

純資産合計   
 前期末残高 444,700 124,464
 当期変動額   
  新株の発行 455,424 70,200
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －
  当期純損失（△） △780,721 △693,639

  当期変動額合計 △320,236 △623,439

 当期末残高 124,464 △498,975

 
   【訂正後】 

(単位：千円)
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    前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 2,503,831 2,731,544
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 2,731,544 2,766,644

 資本剰余金   
  前期末残高 3,630,468 3,858,180
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 3,858,180 3,893,280

 利益剰余金   
  前期末残高 △5,692,253 △6,472,975
  当期変動額   
   当期純損失（△） △780,721 △788,290

   当期変動額合計 △780,721 △788,290

  当期末残高 △6,472,975 △7,261,265

 株主資本合計   
  前期末残高 442,046 116,750
  当期変動額   
   新株の発行 455,424 70,200
   当期純損失（△） △780,721 △788,290

   当期変動額合計 △325,296 △718,090

  当期末残高 116,750 △601,340

新株予約権   
 前期末残高 2,654 7,713
 当期変動額   
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －

  当期変動額合計 5,059 －

 当期末残高 7,713 7,713

純資産合計   
 前期末残高 444,700 124,464
 当期変動額   
  新株の発行 455,424 70,200
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －
  当期純損失（△） △780,721 △788,290

  当期変動額合計 △320,236 △718,090

 当期末残高 124,464 △593,626
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 （添付資料 27 ページ目） 

 (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

    【訂正前】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △692,139
 減価償却費 61,810 36,923
 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 6,622
 投資有価証券評価損益（△は益） 6,826 －
 受取利息及び受取配当金 △44 △7
 支払利息 188 154
 為替差損益（△は益） 227 △116
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 支払保証料 100 －
 前期損益修正損益（△は益） △11,479 －
 たな卸資産評価損 31,808 －
 新株予約権戻入益 △1,672 －
 固定資産除却損 51 0
 減損損失 7,025 18,134
 売上債権の増減額（△は増加） 620 △22,916
 たな卸資産の増減額（△は増加） 52,657 41,218
 前渡金の増減額（△は増加） △4,318 46,119
 未収消費税等の増減額（△は増加） 15,080 1,900
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,505 10,525
 その他の固定資産の増減額（△は増加） 5,983 51,645
 仕入債務の増減額（△は減少） △13,159 4,058
 預り金の増減額（△は減少） △666 27,984
 前受金の増減額（△は減少） △10,501 △4,250
 未払金の増減額（△は減少） 1,372 268,755
 その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,462 1,535

 小計 △582,959 △203,575

 利息及び配当金の受取額 44 7
 利息の支払額 △188 △6
 法人税等の支払額 △1,515 △1,207

 営業活動によるキャッシュ・フロー △584,618 △204,782

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 △7,125 △117
 貸付金の回収による収入 － －
 敷金及び保証金の差入による支出 － －
 敷金及び保証金の回収による収入 － 83
 保険積立金の解約による収入 － －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,125 △33

     
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

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 30,302 －
 長期預り金の返還による支出 － △250
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(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

 株式の発行による収入 450,636 69,924
 新株予約権の発行による収入 9,265 －
 手数料の支払額 △40,996 －
 短期借入金の借入による収入 24,900 124,150
 短期借入金の返済による支出 － △56,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー 474,108 137,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,861 △66,876

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期末残高 68,956 2,080

    

    【訂正後】 
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
 税金等調整前当期純損失（△） △779,221 △786,790
 減価償却費 61,810 36,923
 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） － 6,622
 投資有価証券評価損益（△は益） 6,826 －
 受取利息及び受取配当金 △44 △7
 支払利息 188 154
 為替差損益（△は益） 227 △116
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 支払保証料 100 －
 前期損益修正損益（△は益） △11,479 －
 たな卸資産評価損 31,808 －
 新株予約権戻入益 △1,672 －
 固定資産除却損 51 0
 減損損失 7,025 18,134
 売上債権の増減額（△は増加） 620 △22,916
 たな卸資産の増減額（△は増加） 52,657 41,218
 前渡金の増減額（△は増加） △4,318 46,119
 未収消費税等の増減額（△は増加） 15,080 1,900
 その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,505 10,525
 その他の固定資産の増減額（△は増加） 5,983 51,645
 仕入債務の増減額（△は減少） △13,159 4,058
 預り金の増減額（△は減少） △666 27,984
 前受金の増減額（△は減少） △10,501 △4,250
 未払金の増減額（△は減少） 1,372 363,406
 その他の流動負債の増減額（△は減少） 3,462 1,535

 小計 △582,959 △203,575

 利息及び配当金の受取額 44 7
 利息の支払額 △188 △6
 法人税等の支払額 △1,515 △1,207

 営業活動によるキャッシュ・フロー △584,618 △204,782

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 △7,125 △117
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(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

 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 △7,125 △33

     
(単位：千円)

  前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

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 30,302 －
 長期預り金の返還による支出 － △250
 株式の発行による収入 450,636 69,924
 新株予約権の発行による収入 9,265 －
 手数料の支払額 △40,996 －
 短期借入金の借入による収入 24,900 124,150
 短期借入金の返済による支出 － △56,000

 財務活動によるキャッシュ・フロー 474,108 137,824

現金及び現金同等物に係る換算差額 △226 116

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,861 △66,876

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期末残高 68,956 2,080
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 （添付資料 29 ページ目） 

   【訂正前】 

 (5)【継続企業の前提に関する注記】 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

 当社グループは、当連結会計年度において
も、 780,721 千円の当期純損失ならびに
584,618 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。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、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、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き、同年 1 月 29 日に
第三者割当方式で株式発行総額約 10 億円相当
の第 12 回新株予約権（権利行使価額：29,000
円）を発行いたしました。当該新株予約権の平
成 22 年５月 31 日現在での権利行使額は
208,800 千円、未行使残高は 791,700 千円とな
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、それぞ
れ複数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
が、本年６月、新規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、欧米大手製薬会社との契約交渉を推進
しております。また、本年 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
上は見送りましたが、その後両社協議し、４月
に締結した戦略的提携基本合意契約に記載の
「支払方法」と「支払期日」に係わる規約を一
部変更し、早急に共同研究所を設立した上で、
契約一時金は当該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
ことを確認しております。他に、韓国の大手製

 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。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�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、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
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薬会社とも、韓国国内におけるライセンス契約
と同国における治験の共同開発、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する先端医
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月期の上半期中に
まとめるべく交渉を推進中です。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。昨年 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、本年３月、
天津天士力健康医薬器械有限公司（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。今後、同社と
の提携関係をさらに他の装置に拡大し、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、研究開発に関連す
る取引先との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
を図って参ります。  
 しかしながら、資金調達に関しましては、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未確定です。ま
た、中稷社からの契約一時金の授受に関しまし
ては、早急に共同研究所を設立した上で、当該
研究所を通してライセンス料の決済を行うとい
うことで合意しましたが、研究所の設立時期、
一時金の決済時期等は未確定であり、他の製薬
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、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
連結財務諸表に反映しておりません 。 

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�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
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、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連結
財務諸表に反映しておりません 。 

 
   【訂正後】 
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前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

 当社グループは、当連結会計年度において
も、 780,721 千円の当期純損失ならびに
584,618 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。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、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、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き、同年 1 月 29 日に
第三者割当方式で株式発行総額約 10 億円相当
の第 12 回新株予約権（権利行使価額：29,000
円）を発行いたしました。当該新株予約権の平
成 22 年５月 31 日現在での権利行使額は
208,800 千円、未行使残高は 791,700 千円とな
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、それぞ
れ複数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
が、本年６月、新規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、欧米大手製薬会社との契約交渉を推進
しております。また、本年 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
上は見送りましたが、その後両社協議し、４月
に締結した戦略的提携基本合意契約に記載の
「支払方法」と「支払期日」に係わる規約を一
部変更し、早急に共同研究所を設立した上で、
契約一時金は当該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
ことを確認しております。 

 当社グループは、当連結会計年度において
も、 788,290 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 593,626 千円の債務超過となっておりま
す。 
 当該状況により、当社グループには継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような状況が存在しています。
 当社グループは、当該状況を解消すべく、創
薬開発をはじめとする再生医療プロジェクトの
着実な進展ならびに安定収益事業の確立に向け
一層積極的な営業活動に努めるとともに、役員
報酬の減額をはじめ事業費用の削減を進め、限
られた経営資源である人材、設備、資金、ノウ
ハウを効率的に無駄なく活用して経営効率を高
めて参ります。また、必要に応じて、効果的な
事業資金の調達を行って参ります。 
 以上の施策のもと当社グループは今後とも創
薬をはじめとする再生医療に向けた研究開発に
邁進してまいります。 
しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品
業界の動向の影響等により十分な営業成績をあ
げることができない可能性、十分に事業費用が
削減できない可能性、資金調達が順調にすすま
ない可能性があるため、現時点においては継続
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、連結財務諸表は継続企業を前提として作成され
ており、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表に
は反映しておりません。 

 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 
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  他に、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における治験の共
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
大邱市に建設する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月期の上半期中にまとめるべく交渉
を推進中です。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。昨年 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、本年３月、天津天士力健康医
薬器械有限公司（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。今後、同社との提携関係をさ
らに他の装置に拡大し、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、研究開発に関連す
る取引先との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
を図って参ります。  
 しかしながら、資金調達に関しましては、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未確定です。ま
た、中稷社からの契約一時金の授受に関しまし
ては、早急に共同研究所を設立した上で、当該
研究所を通してライセンス料の決済を行うとい
うことで合意しましたが、研究所の設立時期、
一時金の決済時期等は未確定であり、他の製薬
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、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
連結財務諸表に反映しておりません 。 
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  （添付資料 31 ページ目） 

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】 

  【訂正前】 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

連結子会社の数 １社 
  
連結子会社の名称  
 株式会社セルテ 

連結子会社の数 
同左 

連結子会社の名称 
 株式会社セルテ  

２ 連結子会社の事業年
度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度
の末日は、連結決算日と一致し
ております。 

同左 

３ 会計処理基準に関す
る事項 

  

 (1) 重要な資産の評価
基準及び評価方法 

① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
   連結決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して
おります。 

  (評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定し
ております。) 

① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

同左 

    時価のないもの 
   移動平均法による原価法

を採用しております。 

   時価のないもの 
同左 

 ② たな卸資産 
 主として移動平均法による
原価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法)により評価し
ております。 

② たな卸資産 
 同左 

 (2) 重要な減価償却資
産の減価償却の方
法 

① 有形固定資産 
  平成 19 年３月 31 日以前に

取得したもの 
   法人税法に規定する旧定

率法 
  平成 19 年４月１日以降に

取得したもの 
   法人税法に規定する定率

法 

① 有形固定資産 
 同左 

   なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

   建物       ３～
15 年 

   工具、器具及び備品３～
10 年 

  
   
 

 ② 無形固定資産 
  定額法を採用しておりま
す。 

  なお、自社使用のソフトウ
エアについては、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づい
ております。 

② 無形固定資産 
同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

  (3) 繰延資産の処理方
法 

株式交付費   
 支出時に全額費用として処理
しております。 

株式交付費         
同左 

貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の貸倒損
失に備えるため、当社及び連結
子会社は一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権
については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上
しております。 
 

貸倒引当金 
同左       

 

 (4) 重要な引当金の計
上基準 

――――――― 本社移転費用引当金 

 本社移転に伴い発生する損失に備え

るため、これに係る原状回復費用等の

見積もり額を計上しております。 

 なお、本社移転費用引当金の連結貸

借対照表計上額は、旧本社ビルの敷金

及び保証金相当額を控除した残額を計

上しております。 

 

 
 (5) 連結キャッシュ・

フロー計算書にお
ける資金の範囲 

 

――――――― 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなってお
ります。 

 (6) その他連結財務諸
表作成のための重
要な事項 

� 消費税等の会計処理 
 消費税等は、税抜方式を採
用しております。 

� 消費税等の会計処理 
同左 

４ 連結子会社の資産及
び負債の評価に関す
る事項 

 連結子会社の資産及び負債の
評価については、全面時価評価
法を採用しております。 

 

――――――― 

５ 連結キャッシュ・フ
ロー計算書における
資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなってお
ります。 

 

――――――― 

 

 

  【訂正後】 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１ 連結の範囲に関する
事項 

連結子会社の数 １社 
  
連結子会社の名称  
 株式会社セルテ 

連結子会社の数 
同左 

連結子会社の名称 
 株式会社セルテ  
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２ 連結子会社の事業年
度等に関する事項 

すべての連結子会社の事業年度
の末日は、連結決算日と一致し
ております。 

同左 

３ 会計処理基準に関す
る事項 

  

 (1) 重要な資産の評価
基準及び評価方法 

① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 
   連結決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して
おります。 

  (評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価
は移動平均法により算定し
ております。) 

① 有価証券 
  その他有価証券 
   時価のあるもの 

――――――― 

    時価のないもの 
   移動平均法による原価法

を採用しております。 

   時価のないもの 
同左 

 ② たな卸資産 
 主として移動平均法による
原価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法)により評価し
ております。 

② たな卸資産 
 同左 

 (2) 重要な減価償却資
産の減価償却の方
法 

① 有形固定資産 
  平成 19 年３月 31 日以前に

取得したもの 
   法人税法に規定する旧定

率法 
  平成 19 年４月１日以降に

取得したもの 
   法人税法に規定する定率

法 

① 有形固定資産 
 同左 

   なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

   建物       ３～
15 年 

   工具、器具及び備品３～
10 年 

  
   
 

 ② 無形固定資産 
  定額法を採用しておりま
す。 

  なお、自社使用のソフトウ
エアについては、社内におけ
る利用可能期間(５年)に基づい
ております。 

② 無形固定資産 
同左 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

  (3) 重要な繰延資産の
処理方法 

株式交付費   
 支出時に全額費用として処理
しております。 

株式交付費         
同左 
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 (4) 重要な引当金の計
上基準 

貸倒引当金 
 売上債権、貸付金等の貸倒損
失に備えるため、当社及び連結
子会社は一般債権については貸
倒実績率により、貸倒懸念債権
については個別に回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計上
しております。 
 

�貸倒引当金 
同左 

 ――――――― �本社移転費用引当金 
 本社移転に伴い発生する損失
に備えるため、これに係る原状
回復費用等の見積もり額を計上
しております。 
 なお、本社移転費用引当金の
連結貸借対照表計上額は、旧本
社ビルの敷金及び保証金相当額
を控除した残額を計上しており
ます。 
 

 (5) 連結キャッシュ・
フロー計算書にお
ける資金の範囲 

――――――― 
 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得
日から３カ月以内に償還期限の
到来する短期資金からなってお
ります。 

 (6) その他連結財務諸
表作成のための重
要な事項 

消費税等の会計処理 
 消費税等は、税抜方式を採
用しております。 

消費税等の会計処理 
同左 

４ 連結子会社の資産及
び負債の評価に関す
る事項 

 連結子会社の資産及び負債の
評価については、全面時価評価
法を採用しております。 

――――――― 

５ 連結キャッシュ・フ
ロー計算書における
資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能
な預金及び容易に換金可能であ
り、かつ、価値の変動について
僅少なリスクしか負わない取得
日から３ヶ月以内に償還期限の
到来する短期投資からなってお
ります。 

――――――― 



―30― 

 
  （添付資料 33 ページ目） 

    【訂正前】 

 (7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】 

【会計処理方法の変更】 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

――――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 
 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度に税金等調
整前純損失が 30,000 千円増加しております。 

 

    【訂正後】 

(7)【会計方針の変更】 
 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

――――――― （資産除去債務に関する会計基準等の適用） 
 当連結会計年度より、「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、当連結会計年度に税金等

調整前当期純損失が 30,000 千円増加しております。 
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  （添付資料 34 ページ目） 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】 

(連結損益計算書関係) 
  【訂正前】 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ後の金額であり、次のたな卸資産
評価損が売上原価に含まれております。 
                 
5,097 千円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ後の金額であり、次のたな卸資産
評価損が売上原価に含まれております。 
                 
2,221 千円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 
役員報酬 58,289 千円
給与手当 132,202 千円
業務委託費 40,429 千円
減価償却費 3,346 千円
 
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 
役員報酬 56,693 千円
給与手当 91,241 千円
業務委託費 27,655 千円
減価償却費 8,733 千円
 
  

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 
 389,051 千円 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 
 315,179 千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ
ります。                
工具、器具及び備品 51 千円
  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ
ります。                
工具、器具及び備品 0 千円
  

※５  減損損失 
 当社は、以下の資産グループについて
減損損失を計上しました。 

 

用途 種類 場所 金額 

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025 千円 

 
      当社グループは、原則として、事業の

種類別セグメントを基準としてグルーピ
ングを行っております。また、将来の使
用が見込まれなくなった資産について
は、個々の物件単位で資産のグルーピン
グを行っております。 

    保有する実験用器具備品の一部につい
て将来の使用がみこまれなくなったた
め、帳簿価格を回収価格まで減額し、減
損損失(7,025 千円)を特別損失に計上いた
しました。 

    回収可能額の算定にあたは、市場価格
に基づく正味売却価額により測定してお
ります。 

※５ 減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上しました。 
 

用途 種類 場所 金額 

旧本社社屋の建物付

属設備 
建物 東京都目黒区 15,204 千円 

実験用器具備品及び

什器備品 
工具、器具備品 同上 2,930 千円 

 
 当社グループは、原則として、事業の種
類別セグメントを基準としてグルーピング
を行っております。また、将来の使用が見
込まれなくなった資産については、個々の
物件単位で資産のグルーピングを行ってお
ります。 
 当社は平成 23 年６月中に本社移転を行
っており、本社移転時に廃棄する予定の固
定資産について、帳簿価格を回収可能額(0
円)まで減額し、減損損失(18,134 千円)を
特別損失に計上いたしました。 
 

※６        ――――――― �６ 当社は平成 23 年６月に本社を移転しまし
たが、本社移転に伴い発生する原状回復
費等の見積もり額について本社移転費用
引当金繰入として計上しております。ま
た賃貸借契約解除に伴う違約金等の発生
額のうち金額の確定した部分については
本社移転損失として計上しております。 
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  【訂正後】 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ後の金額であり、次のたな卸資産
評価損が売上原価に含まれております。 
                 
5,097 千円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ後の金額であり、次のたな卸資産
評価損が売上原価に含まれております。 
                 
2,221 千円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 
役員報酬 58,289 千円
給与手当 132,202 千円
業務委託費 40,429 千円
減価償却費 3,346 千円
 
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち、主要な費
目及び金額は次のとおりであります。 
役員報酬 56,693 千円
給与手当 91,241 千円
業務委託費 27,655 千円
減価償却費 8,733 千円
 
  

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 
 389,051 千円 

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費 
 309,623 千円 

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ
ります。                
工具、器具及び備品 51 千円
  

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであ
ります。                
工具、器具及び備品 0 千円
  

※５  前期損益修正液の内容は次の通りです。 
過 年 度 の た な 卸 資 産 計 上 額 の 修 正
11,479 千円 

 
※６  減損損失 

 当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上しました。 
 

用途 種類 場所 金額 

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025 千円 

 
      当社グループは、原則として、事業の

種類別セグメントを基準としてグルーピ
ングを行っております。また、将来の使
用が見込まれなくなった資産について
は、個々の物件単位で資産のグルーピン
グを行っております。 

    保有する実験用器具備品の一部につい
て将来の使用がみこまれなくなったた
め、帳簿価格を回収価格まで減額し、減
損損失(7,025 千円)を特別損失に計上いた
しました。 

    回収可能額の算定にあたは、市場価格
に基づく正味売却価額により測定してお
ります。 

※５        ――――――― 
 
 

�６ 減損損失 
 当社は、以下の資産グループについて減損損
失を計上しました。 
 

用途 種類 場所 金額 

旧本社社屋の建物付

属設備 
建物 東京都目黒区 15,204 千円 

実験用器具備品及び

什器備品 
工具、器具備品 同上 2,930 千円 

 
 当社グループは、原則として、事業の種
類別セグメントを基準としてグルーピング
を行っております。また、将来の使用が見
込まれなくなった資産については、個々の
物件単位で資産のグルーピングを行ってお
ります。 
 当社は平成 23 年６月中に本社移転を行
っており、本社移転時に廃棄する予定の固
定資産について、帳簿価格を回収可能額(0
円)まで減額し、減損損失(18,134 千円)を
特別損失に計上いたしました。 
 

※７        ――――――― �７ 当社は平成 23 年６月に本社を移転しまし
たが、本社移転に伴い発生する原状回復
費等の見積もり額について本社移転費用
引当金繰入として計上しております。ま
た賃貸借契約解除に伴う違約金等の発生
額のうち金額の確定した部分については
本社移転損失として計上しております。 
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(１株当たり情報) 
  【訂正前】 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１株当たり純資産額 550.70 円
 

１株当たり純資産額 �2,346.87 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,861.03 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,226.97 円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ─円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ―円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日)

１株当たり当期純損失金額（△）   

 当期純損失（△）(千円) △780,721 �693,639 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

 普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △780,721 �693,639 

 普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 
第 12 回新株予約権 27,300 株 

 

  【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１株当たり純資産額 550.70 円
 

１株当たり純資産額 �2,785.27 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,861.03 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,667.30 円
 

潜在株式調整後１株当たり  
当期純利益金額 ─円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ―円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額については、潜在株式は存在するものの１株
当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。 

(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 
 

 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日)

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日)

１株当たり当期純損失金額（△）   

 当期純損失（△）(千円) △780,721 �788,290 

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ― 
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 普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △780,721 �788,290 

 普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 
第 12 回新株予約権 27,300 株  
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    【訂正前】 

(重要な後発事象) 
前連結会計年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

―――――――  
1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契
約及び共同研究用設備売買契約の締結 
 当社は平成 23 年 6 月 1 日に（社団法人）再
生医療を考える会との間で共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約を締結いたしました。 
（共同研究契約） 
①契約の目的 
 再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研
究 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 研究実施期間：平成 23 年 6 月 1 日から平成
25 年 5 月 31 日 
 契約額：20,000 千円 
 支払方法：平成 23 年 7 月 5 日までに全額を
一括で支払う⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼ
す重要な影響 
 当該共同研究契約に基づく契約額 20,000 千
円は今後２期にわたり収益に計上する予定であ
ります。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
（共同研究用設備売買契約） 
①契約の目的 
 CPC 培養設備一式の売却 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 本件設備を譲渡する。 
 契約額：35,000 千円 
 支払方法：前金で 15,000 千円、残金は設備
完成後に 
      支払う 
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 当該共同研究用設備売却額 35,000 千円は平
成 24 年 5 月期に収益計上する予定でありま
す。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
 
２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転 
 当社は 2011 年 6 月 16 日に、東京都目黒区青
葉台の本社の川崎テックセンタービル（神奈川
県川崎市幸区堀川町 580-16）1Ｆへの移転と、
本社オフィス内研究施設（青葉台ラボ）の韓国
大邱カトリック大学と川崎テックセンタービル
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への移設を決定し、7 月上旬までに移転及び移
設を完了しました。当該川崎テックセンタービ
ルへの移転に伴い敷金及び保証金として 8,353
千円を差し入れております。また、この本社移
転及び研究施設の移設により、今後当社の年間
のオフィス賃借料負担は 60,000 千円強軽減さ
れます。 
 
３. 和解金の支払遅延の発生 
 当社は東京都目黒区青葉台の旧本社オフィス
の賃料滞納から賃貸人である住友不動産株式会
社（原告）から物件の明渡しと、滞納賃料、違
約金及び支払期日経過後の延滞利息等の支払を
求める訴訟を平成 23 年 3 月 29 日に提起されま
した。当該訴訟については平成 23 年 5 月 31 日
付けで和解（�）が成立いたしましたが、平成
23 年 6 月 30 日までに支払うこととなっていた
第１回目の和解金 70,000 千円について資金手
当てが間に合わなかったことから、支払期日に
訴訟代理人を介して住友不動産株式会社に分割
支払いを申入れ、翌 7 月 1 日に具体案を提示し
ております。この件に関して現時点では住友不
動産株式会社側から対応が明示されていないこ
とから、今後の当社の業績等に及ぼす影響は現
時点で不明であります。 
（�）和解の概要 
�当社は賃借物件を平成 23 年 6 月末までに（原
状回復工事をしないまま）明渡す 
�当社は 6 月末までに 70,000 千円を原告に支払
う 
�当社は 8 月末までに 21,486 千円を原告に支払
う 
�原状回復工事は賃貸人の側で実施するが、そ
の費用は当社の負担とし、（当社が賃借物件の
敷金として原告に預入れている）保証金 65,872
千円から充当することとし、なお残額がある場
合には、本訴訟の解決金として原告が受領す
る。 
 

 

    【訂正後】 

前連結会計年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当連結会計年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 
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１.当社は、平成 22 年８月 20 日開催の取締役
会において、平成 22 年８月 26 日から平成 22
年９月６日までを払込期間とする第三者割当増
資による普通株式の募集について、決議してお
ります。当該第三者割当増資の内容は次のとお
りであります。  
①発行する株式の種類及び数  
  普通株式 3,900 株  
②募集時における発行済株式数  
  212,000 株  
③募集後における発行済株式数 
  215,900 株  
④発行価額  
  １株につき 18,000 円  
⑤発行価額の総額  
  70,200,000 円 
⑥発行価額のうち資本へ組入れる額  
  １株につき 9,000 円  
⑦払込期間  
   平成 22 年８月 26 日～平成 22 年９月６日 
⑧割当先及び株式数  
  泉 辰男       1,675 株 
  東洋システム株式会社 2,225 株 
⑨資金使途  
  運転資金 

 
1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契
約及び共同研究用設備売買契約の締結 
 当社は平成 23 年 6 月 1 日に（社団法人）再
生医療を考える会との間で共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約を締結いたしました。 
（共同研究契約） 
①契約の目的 
 再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研
究 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 研究実施期間：平成 23 年 6 月 1 日から平成
25 年 5 月 31 日 
 契約額：20,000 千円 
 支払方法：平成 23 年 7 月 5 日までに全額を
一括で支払う⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼ
す重要な影響 
 当該共同研究契約に基づく契約額 20,000 千
円は今後２期にわたり収益に計上する予定であ
ります。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
（共同研究用設備売買契約） 
①契約の目的 
 CPC 培養設備一式の売却 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 本件設備を譲渡する。 
 契約額：35,000 千円 
 支払方法：前金で 15,000 千円、残金は設備
完成後に 
      支払う 
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 当該共同研究用設備売却額 35,000 千円は平
成 24 年 5 月期に収益計上する予定でありま
す。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
 
２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転 
 当社は平成 23 年 6 月 16 日に、東京都目黒区
青葉台の本社の川崎テックセンタービル（神奈
川県川崎市幸区堀川町 580-16）1Ｆへの移転
と、本社オフィス内研究施設（青葉台ラボ）の
韓国大邱カトリック大学と川崎テックセンター
ビルへの移設を決定し、7 月上旬までに移転及
び移設を完了しました。当該川崎テックセンタ
ービルへの移転に伴い敷金及び保証金として
8,353 千円を差し入れております。また、この
本社移転及び研究施設の移設により、今後当社
の年間のオフィス賃借料負担は 60,000 千円強
軽減されます。 
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３．和解金の支払遅延の発生             

 （削除） 
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５．個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

    【訂正前】 
(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 57,198 674
  売掛金 17,425 47,463
  商品及び製品 65,809 23,958
  原材料及び貯蔵品 7,540 10,123
  前渡金 56,248 10,128
  前払費用 8,836 879
  関係会社短期貸付金 － 700
  未収消費税等 11,561 9,661
  その他 3,206 1,744

  流動資産合計 227,828 105,332

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 33,914 862
    減価償却累計額 △16,110 △854

    建物（純額） 17,803 8

   工具、器具及び備品 831,060 807,025
    減価償却累計額 △765,212 △763,092

    工具、器具及び備品（純額） 65,848 43,932

   有形固定資産合計 83,651 43,941

  無形固定資産   
   ソフトウエア 1,073 375

   無形固定資産合計 1,073 375

  投資その他の資産   
   投資有価証券 0 0
   関係会社株式 0 0
   関係会社長期貸付金 750,325 737,325
   敷金及び保証金 66,113 －
   長期前払費用 260 111
   破産更生債権等 59,800 59,800
   貸倒引当金 △810,125 △797,125

   投資その他の資産合計 66,374 111

  固定資産合計 151,098 44,428

 資産合計 378,927 149,761

        
(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 3,229 8,037
  短期借入金 25,000 93,150
  未払金 37,742 305,465
  未払費用 3,485 4,218
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(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

  未払法人税等 11,503 15,048
  前受金 4,250 －
  預り金 4,070 31,823
  本社移転費用引当金 － 6,622
  その他 － 0

  流動負債合計 89,282 464,366

 固定負債   
  長期預り金 183,374 179,624

  固定負債合計 183,374 179,624

 負債合計 272,657 643,991

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 2,731,544 2,766,644
  資本剰余金   
   資本準備金 3,858,180 3,893,280

   資本剰余金合計 3,858,180 3,893,280

  利益剰余金   
   その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金 △6,491,169 △7,161,869

   利益剰余金合計 △6,491,169 △7,161,869

  株主資本合計 98,555 △501,944

  新株予約権 7,713 7,713

 純資産合計 106,269 △494,230

負債純資産合計 378,927 149,761

       

    【訂正後】 
(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 57,198 674
  売掛金 17,425 47,463
  商品及び製品 65,809 23,958
  原材料及び貯蔵品 7,540 10,123
  前渡金 56,248 10,128
  前払費用 8,836 879
  関係会社短期貸付金 － 700
  未収消費税等 11,561 9,661
  その他 3,206 1,744

  流動資産合計 227,828 105,332

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 33,914 862
    減価償却累計額 △16,110 △854

    建物（純額） 17,803 8

   工具、器具及び備品 831,060 807,025
    減価償却累計額 △765,212 △763,092
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(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

    工具、器具及び備品（純額） 65,848 43,932

   有形固定資産合計 83,651 43,941

  無形固定資産   
   ソフトウエア 1,073 375

   無形固定資産合計 1,073 375

  投資その他の資産   
   投資有価証券 0 0
   関係会社株式 0 0
   関係会社長期貸付金 750,325 737,325
   敷金及び保証金 66,113 －
   長期前払費用 260 111
   破産更生債権等 59,800 59,800
   貸倒引当金 △810,125 △797,125

   投資その他の資産合計 66,374 111

  固定資産合計 151,098 44,428

 資産合計 378,927 149,761

        
(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 3,229 8,037
  短期借入金 25,000 －
  役員短期借入金 － 93,150
  未払金 37,742 400,116
  未払費用 3,485 4,218
  未払法人税等 11,503 15,048
  前受金 4,250 －
  預り金 4,070 31,823
  本社移転費用引当金 － 6,622
  その他 － 0

  流動負債合計 89,282 559,017

 固定負債   
  長期預り金 183,374 179,624

  固定負債合計 183,374 179,624

 負債合計 272,657 738,642

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 2,731,544 2,766,644
  資本剰余金   
   資本準備金 3,858,180 3,893,280

   資本剰余金合計 3,858,180 3,893,280

  利益剰余金   
   その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金 △6,491,169 △7,256,520

   利益剰余金合計 △6,491,169 △7,256,520

  株主資本合計 98,555 △596,595
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(単位：千円)

     
前事業年度 

(平成 22 年５月 31 日) 
当事業年度 

(平成 23 年５月 31 日) 

  新株予約権 7,713 7,713

 純資産合計 106,269 △588,881

負債純資産合計 378,927 149,761
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  （添付資料 46 ページ目） 

 (2)損益計算書 

    【訂正前】 
(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

売上高 129,172 142,404

売上原価 72,887 102,497

売上総利益又は売上総損失（△） 56,285 39,907

販売費及び一般管理費   
 役員報酬 50,289 51,359
 給与手当 132,202 91,241
 業務委託費 40,403 27,400
 研究開発費 389,051 315,179
 減価償却費 3,269 8,574
 その他 150,452 114,767

 販売費及び一般管理費合計 765,669 608,522

営業損失（△） △709,384 △568,615

営業外収益   
 受取利息 1,588 6
 為替差益 － 583
 その他 832 74

 営業外収益合計 2,421 663

営業外費用   
 支払利息 188 154
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 売上割引 275 －
 為替差損 474 －
 支払保証料 100 －

 営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △754,383 △568,382

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 25,000 13,000
 新株予約権戻入益 1,672 －
 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 41,016 13,000

特別損失   
 投資有価証券評価損 6,826 －
 減損損失 7,025 18,134
 固定資産除却損 51 0
 本社移転損失 － 23,321
 本社移転費用引当金繰入額 － 72,651

 特別損失合計 45,712 114,108

税引前当期純損失（△） △759,079 △669,490

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等合計 1,210 1,210

当期純損失（△） △760,289 △670,700

    

    【訂正後】 
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(単位：千円)

  前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

売上高 129,172 142,404

売上原価 72,887 102,497

売上総利益 56,285 39,907

販売費及び一般管理費   
 役員報酬 50,289 51,359
 給与手当 132,202 91,241
 業務委託費 40,403 27,400
 研究開発費 389,051 315,179
 減価償却費 3,269 8,574
 その他 150,452 114,767

 販売費及び一般管理費合計 765,669 608,522

営業損失（△） △709,384 △568,615

営業外収益   
 受取利息 1,588 6
 為替差益 － 583
 その他 832 74

 営業外収益合計 2,421 663

営業外費用   
 支払利息 188 154
 株式交付費 2,254 275
 支払手数料 44,128 －
 売上割引 275 －
 為替差損 474 －
 支払保証料 100 －

 営業外費用合計 47,420 430

経常損失（△） △754,383 △568,382

特別利益   
 貸倒引当金戻入額 25,000 13,000
 新株予約権戻入益 1,672 －
 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 41,016 13,000

特別損失   
 投資有価証券評価損 6,826 －
 減損損失 7,025 18,134
 固定資産除却損 51 0
 たな卸資産評価損 31,808 －
 本社移転損失 － 117,972
 本社移転費用引当金繰入額 － 72,651

 特別損失合計 45,712 208,759

税引前当期純損失（△） △759,079 △764,141

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等合計 1,210 1,210

     
(単位：千円)

 前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 
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(単位：千円)

 前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

当期純損失（△） △760,289 △765,351
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  （添付資料 47 ページ目） 

    【訂正前】 

 (3)株主資本等変動計算書 
(単位：千円)

      前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 2,503,831 2,731,544
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 2,731,544 2,766,644

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 3,630,468 3,858,180
   当期変動額   
    新株の発行 227,712 35,100

    当期変動額合計 227,712 35,100

   当期末残高 3,858,180 3,893,280

  資本剰余金合計   
   前期末残高 3,630,468 3,858,180
   当期変動額   
    新株の発行 227,712 35,100

    当期変動額合計 227,712 35,100

   当期末残高 3,858,180 3,893,280

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △5,730,880 △6,491,169
    当期変動額   
     当期純損失（△） △760,289 △670,700

     当期変動額合計 △760,289 △670,700

    当期末残高 △6,491,169 △7,161,869

  利益剰余金合計   
   前期末残高 △5,730,880 △6,491,169
   当期変動額   
    当期純損失（△） △760,289 △670,700

    当期変動額合計 △760,289 △670,700

   当期末残高 △6,491,169 △7,161,869

 株主資本合計   
  前期末残高 403,419 98,555
  当期変動額   
   新株の発行 455,424 70,200
   当期純損失（△） △760,289 △670,700

   当期変動額合計 △304,864 △600,500

         
(単位：千円)

   前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 
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(単位：千円)

   前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

  当期末残高 98,555 △501,944

新株予約権   
 前期末残高 2,654 7,713
 当期変動額   
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －

  当期変動額合計 5,059 －

 当期末残高 7,713 7,713

純資産合計   
 前期末残高 406,074 106,269
 当期変動額   
  新株の発行 455,424 70,200
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －
  当期純損失（△） △760,289 △670,700

  当期変動額合計 △299,804 △600,500

 当期末残高 106,269 △494,230

     

    【訂正後】 
(単位：千円)

      前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

株主資本   
 資本金   
  前期末残高 2,503,831 2,731,544
  当期変動額   
   新株の発行 227,712 35,100

   当期変動額合計 227,712 35,100

  当期末残高 2,731,544 2,766,644

 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 3,630,468 3,858,180
   当期変動額   
    新株の発行 227,712 35,100

    当期変動額合計 227,712 35,100

   当期末残高 3,858,180 3,893,280

  資本剰余金合計   
   前期末残高 3,630,468 3,858,180
   当期変動額   
    新株の発行 227,712 35,100

    当期変動額合計 227,712 35,100

   当期末残高 3,858,180 3,893,280

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △5,730,880 △6,491,169
    当期変動額   
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(単位：千円)

      前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

     当期純損失（△） △760,289 △765,351

     当期変動額合計 △760,289 △765,351

    当期末残高 △6,491,169 △7,256,520

  利益剰余金合計   
   前期末残高 △5,730,880 △6,491,169
   当期変動額   
    当期純損失（△） △760,289 △765,351

    当期変動額合計 △760,289 △765,351

   当期末残高 △6,491,169 △7,256,520

 株主資本合計   
  前期末残高 403,419 98,555
  当期変動額   
   新株の発行 455,424 70,200
   当期純損失（△） △760,289 △765,351

   当期変動額合計 △304,864 △695,151

         
(単位：千円)

   前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
 至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
 至 平成 23 年５月 31 日) 

  当期末残高 98,555 △596,595

新株予約権   
 前期末残高 2,654 7,713
 当期変動額   
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －

  当期変動額合計 5,059 －

 当期末残高 7,713 7,713

純資産合計   
 前期末残高 406,074 106,269
 当期変動額   
  新株の発行 455,424 70,200
  新株予約権の発行 9,485 －
  新株予約権の行使 △4,426 －
  当期純損失（△） △760,289 △765,351

  当期変動額合計 △299,804 △695,151

 当期末残高 106,269 △588,881
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  （添付資料 49 ページ目） 

 (4)【継続企業の前提に関する注記】 

    【訂正前】 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

 当社は、当事業年度においても、760,289 千
円の当期純損失を計上しております。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、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、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き、同年 1 月 29 日に
第三者割当方式で株式発行総額約 10 億円相当
の第 12 回新株予約権（権利行使価額：29,000
円）を発行いたしました。当該新株予約権の平
成 22 年５月 31 日現在での権利行使額は
208,800 千円、未行使残高は 791,700 千円とな
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、それぞ
れ複数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
が、本年６月、新規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、欧米大手製薬会社との契約交渉を推進
しております。また、本年 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
上は見送りましたが、その後両社協議し、４月
に締結した戦略的提携基本合意契約に記載の
「支払方法」と「支払期日」に係わる規約を一
部変更し、早急に共同研究所を設立した上で、
契約一時金は当該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
ことを確認しております。他に、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
と同国における治験の共同開発、ならびに韓国

 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、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
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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する先端医
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月期の上半期中に
まとめるべく交渉を推進中です。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。昨年 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、本年３月、
天津天士力健康医薬器械有限公司（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。今後、同社と
の提携関係をさらに他の装置に拡大し、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、研究開発に関連す
る取引先との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
を図って参ります。  
 しかしながら、資金調達に関しましては、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未確定です。ま
た、中稷社からの契約一時金の授受に関しまし
ては、早急に共同研究所を設立した上で、当該
研究所を通してライセンス料の決済を行うとい
うことで合意しましたが、研究所の設立時期、
一時金の決済時期等は未確定であり、他の製薬
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、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 。 

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
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
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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 。 

 

    【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 
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 当社は、当事業年度においても、760,289 千
円の当期純損失を計上しております。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、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、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き、同年 1 月 29 日に
第三者割当方式で株式発行総額約 10 億円相当
の第 12 回新株予約権（権利行使価額：29,000
円）を発行いたしました。当該新株予約権の平
成 22 年５月 31 日現在での権利行使額は
208,800 千円、未行使残高は 791,700 千円とな
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、それぞ
れ複数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
が、本年６月、新規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、欧米大手製薬会社との契約交渉を推進
しております。また、本年 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
上は見送りましたが、その後両社協議し、４月
に締結した戦略的提携基本合意契約に記載の
「支払方法」と「支払期日」に係わる規約を一
部変更し、早急に共同研究所を設立した上で、
契約一時金は当該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
ことを確認しております。 
 

 当社は、当事業年度においても、765,351 千
円の当期純損失を計上し、当事業年度末におい
て 588,881 千円の債務超過となっております。
 当該状況により、当社には継続企業の前提に
重要な疑義を生じさせるような状況が存在して
います。 
 当社は、当該状況を解消すべく、創薬開発をはじめと
する再生医療プロジェクトの着実な進展ならびに安定収
益事業の確立に向け一層積極的な営業活動に努めるとと
もに、役員報酬の減額をはじめ事業費用の削減を進め、
限られた経営資源である人材、設備、資金、ノウハウを
効率的に無駄なく活用して経営効率を高めて参ります。
また、必要に応じて、効果的な事業資金の調達を行って
参ります。 
 以上の施策のもと当社は今後とも創薬をはじめとする
再生医療に向けた研究開発に邁進してまいります。 
しかし、これらの改善策は景気の動向や医薬品業界の動
向の影響等により十分な営業成績をあげることができな
い可能性、十分に事業費用が削減できない可能性、資金
調達が順調にすすまない可能性があるため、現時点にお
いて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、財務諸表はは継続企業を前提として作成されて
おり、このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映
しておりません。 

 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 
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 他に、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における治験の共
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
大邱市に建設する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月期の上半期中にまとめるべく交渉
を推進中です。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。昨年 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、本年３月、天津天士力健康医
薬器械有限公司（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。今後、同社との提携関係をさ
らに他の装置に拡大し、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、研究開発に関連す
る取引先との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
を図って参ります。  
 しかしながら、資金調達に関しましては、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未確定です。ま
た、中稷社からの契約一時金の授受に関しまし
ては、早急に共同研究所を設立した上で、当該
研究所を通してライセンス料の決済を行うとい
うことで合意しましたが、研究所の設立時期、
一時金の決済時期等は未確定であり、他の製薬
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、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 。 
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 （添付資料 53 ページ目） 

(5)【重要な会計方針】 

  【訂正前】 

項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株
式 
  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株
式 

同左 
 (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理し
売却原価は移動平均法によ
り算定しております) 

(2) その他有価証券 
  時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 
   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 
同左 

２ デリバティブ等の評
価基準及び評価方法 

(1) デリバティブ 
  時価法 
   但し、金利スワップにつ

いて特例処理の条件を充た
している場合には時価評価
をしておりません。 

(1) デリバティブ 
同左 

３ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

(1) 商品 
  移動平均法に基づく原価法

(収益性の低下による簿価切
下げの方法) 

(1) 商品 
同左 

 (2) 貯蔵品 
  実験用薬品 

移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切
下げの方法) 

(2) 貯蔵品 
  実験用薬品 

同左 

   その他 
終仕入原価法に基づく原

価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法) 

  その他 
同左 

４ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産 
  平成 19 年３月 31 日以前に

取得したもの 
   法人税法に規定する旧定

率法 
  平成 19 年４月１日以降に

取得したもの 
   法人税法に規定する定率

法 

(1) 有形固定資産 
      

同左 

   なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

   建物         3～
15 年 

    工具、器具及び備品 3～
10 年 

 
 
 

 (2) 無形固定資産 
  定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ
トウエアについては、社内
における利用可能期間(５年)
に基づいております。 

(2) 無形固定資産 
同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

５ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 
支出時に全額費用として処理
しております。 

(1) 株式交付費 
       同左 

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため一般債権
については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。 

 

(1) 貸倒引当金 
   

同左 

 ――――――― (2)本社移転費用引当金 

  本社移転に伴い発生する損失に備

えるため、これに係る原状回復費

用等の見積もり額を計上しており

ます。  

 なお、本社移転費用引当金の
連結貸借対照表計上額は、
旧本社ビルの敷金及び保証
金相当額を控除した残額を
計上しております。 

７ その他財務諸表作成
のための基本となる
重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 
  消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 
同左 

 

  【訂正後】 

項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１ 有価証券の評価基準
及び評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株
式 
  移動平均法による原価法 

(1) 子会社株式及び関連会社株
式 

同左 
 (2) その他有価証券 

  時価のあるもの 
   決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部
純資産直入法により処理し
売却原価は移動平均法によ
り算定しております) 

(2) その他有価証券 
  時価のあるもの 

＿＿＿＿＿ 

   時価のないもの 
   移動平均法による原価法 

  時価のないもの 
同左 

２ たな卸資産の評価基
準及び評価方法 

(1) 商品 
  移動平均法に基づく原価法

(収益性の低下による簿価切
下げの方法) 

(1) 商品 
同左 

 (2) 貯蔵品 
  実験用薬品 

移動平均法に基づく原価法
(収益性の低下による簿価切
下げの方法) 

(2) 貯蔵品 
  実験用薬品 

同左 
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   その他 
終仕入原価法に基づく原

価法(収益性の低下による簿
価切下げの方法) 

  その他 
同左 

３ 固定資産の減価償却
の方法 

(1) 有形固定資産 
  平成 19 年３月 31 日以前に

取得したもの 
   法人税法に規定する旧定

率法 
  平成 19 年４月１日以降に

取得したもの 
   法人税法に規定する定率

法 

(1) 有形固定資産 
      

同左 

   なお、主な耐用年数は以下
のとおりであります。 

   建物         3～
15 年 

    工具、器具及び備品 3～
10 年 

 
 
 

 (2) 無形固定資産 
  定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ
トウエアについては、社内
における利用可能期間(５年)
に基づいております。 

(2) 無形固定資産 
同左 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

４ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 
支出時に全額費用として処理
しております。 

(1) 株式交付費 
       同左 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 
  売上債権、貸付金等の貸倒

損失に備えるため一般債権
については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能
見込額を計上しておりま
す。 

(1) 貸倒引当金 
   

同左 

 ＿＿＿＿＿ (2) 本社移転費用引当金 
  本社移転に伴い発生する損

失に備えるため、これに係
る原状回復費用等の見積も
り額を計上しております。  

  なお、本社移転費用引当金の貸借

対照表計上額は旧本社ビルの敷金

及び保証金相当額を控除した残額

を計上しております。 

６ その他財務諸表作成
のための基本となる
重要な事項 

 消費税等の会計処理 
  消費税等の会計処理は、税

抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 
同左 
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 （添付資料 53 ページ目） 

    【訂正前】 

(6)【重要な会計方針の変更】 
【会計処理方法の変更】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

――――――― ――――――― 
（資産除去債務に関する会計基準の適用） 
 当事業年度より、「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、当事業年度に税金等調整前純
損失が 30,000 千円増加しております。 

 

    【訂正後】 

(6)【会計方針の変更】 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

＿＿＿＿＿ 
 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 
 当事業年度より、「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、当事業年度に税引前当期当期
純損失が 30,000 千円増加しております。 
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 （添付資料 54 ページ目） 

 (7)個別財務諸表に関する注記事項 

(損益計算書関係) 
    【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ 
   後の金額であり、次のたな卸資産評価損
が売上 
   原価に含まれております。 
                    
4,697 千円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ 
   後の金額であり、次のたな卸資産評価損
が売上 
   原価に含まれております。 
                    
2,221 千円 

※２ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費の総額は
389,051 千円であります。 

※２ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費の総額は
315,179 千円であります。 

※３ 固定資産除却損は工具、器具及び備品の
除却によるものです。 

※３   同左 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとお
り含まれております。 
売上高 46,000 千円
受取利息 1,547 千円
売上割引 275 千円
貸倒引当金戻入額 25,000 千円 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとお
り含まれております。 
売上高 20,740 千円
貸倒引当金戻入額 13,000 千円
 
  

※５ 減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025 千円 

 当社は、原則として、事業の種類別セ
グメントを基準としてグルーピングを行
っております。また、将来の使用が見込
まれなくなった資産については、個々の
物件単位で資産のグルーピングを行って
おります。  
 保有する実験用器具備品の一部につい
て将来の使用が見込まれなくなったた
め、帳簿価額を回収可能額まで減額し、
減損損失（7,025 千円）を特別損失に計上
いたしました。 
 回収可能額の算定にあたっては、市場
価額に基づく正味売却価額により測定し
ております。 

※５ 減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

旧本社社屋の建物付

属設備 
建物 東京都目黒区 15,204 千円 

実験用器具備品及び

什器備品 
工具、器具備品 同上 2,930 千円 

 当社グループは、原則として、事業の種
類別セグメントを基準としてグルーピング
を行っております。また、将来の使用が見
込まれなくなった資産については、個々の
物件単位で資産のグルーピングを行ってお
ります。 
 当社は平成 23 年６月中に本社移転を行
っており、本社移転時に廃棄する予定の固
定資産について、帳簿価格を回収可能額(0
円)まで減額し、減損損失(18,134 千円)を
特別損失に計上いたしました。 

 
※６        ――――――― 

�６ 当社は平成 23 年６月に本社を移転しまし
たが、本社移転に伴い発生する原状回復
費等の見積もり額について本社移転費用
引当金繰入として計上しております。ま
た賃貸借契約解除に伴う違約金等の発生
額のうち金額の確定した部分については
本社移転損失として計上しております。 

 

    【訂正後】 
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前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ  
   後の金額であり、次のたな卸資産評価損
が売上  
   原価に含まれております。  
                    
4,697 千円 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価
切下げ 
   後の金額であり、次のたな卸資産評価損
が売上 
   原価に含まれております。 
                      
2,221 千円 

※２ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費の総額
は  
389,051 千円であります。 

※２ 研究開発費の総額 
一般管理費に含まれる研究開発費の総額は
309,623 円であります。 

※３ 固定資産除却損は工具、器具及び備品の
除却によるものです。 

※３   同左 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとお
り含まれております。 
売上高 46,000 千円
受取利息 1,547 千円
売上割引 275 千円
貸倒引当金戻入額 25,000 千円 

※４ 関係会社との取引に係るものが次のとお
り含まれております。 
売上高 20,740 千円
貸倒引当金戻入額 13,000 千円
 
  

�５ 前期損益修正益の内容は次のとおりで
す。   
過 年 度 の た な 卸 資 産 計 上 額 の 修 正
11,479 千円  

                ＿＿＿＿＿ 

�６ 減損損失  
当社は、以下の資産グループについて減損損失
を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

実験用器具備品 工具、器具及び備品 東京都目黒区 7,025 千円 

 当社は、原則として、事業の種類別セ
グメントを基準としてグルーピングを行
っております。また、将来の使用が見込
まれなくなった資産については、個々の
物件単位で資産のグルーピングを行って
おります。  
 保有する実験用器具備品の一部につい
て将来の使用が見込まれなくなったた
め、帳簿価額を回収可能額まで減額し、
減損損失（7,025 千円）を特別損失に計上
いたしました。 
 回収可能額の算定にあたっては、市場
価額に基づく正味売却価額により測定し
ております。 

※６ 減損損失 
当社は、以下の資産グループについて減
損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

旧本社社屋の建物付

属設備 
建物 東京都目黒区 15,204 千円 

実験用器具備品及び

什器備品 
工具、器具備品 同上 2,930 千円 

 当社は、原則として、事業の種類別セグ
メントを基準としてグルーピングを行って
おります。また、将来の使用が見込まれな
くなった資産については、個々の物件単位
で資産のグルーピングを行っております。
 当社は平成 23 年６月中に本社移転を行
っており、本社移転時に廃棄する予定の固
定資産について、帳簿価格を回収可能額(0
円)まで減額し、減損損失(18,134 千円)を
特別損失に計上いたしました。 
 

�７         ＿＿＿＿＿ �７ 当社は平成 23 年６月に本社を移転しまし
たが、本社移転に伴い発生する原状回復
費等の見積もり額について本社移転費用
引当金繰入として計上しております。ま
た賃貸借契約解除に伴う違約金等の発生
額のうち金額の確定した部分については
本社移転損失として計上しております。 
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  （添付資料 55 ページ目） 

(１株当たり情報) 
    【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１株当たり純資産額 464.88 円
 

１株当たり純資産額 �2,324.89 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,759.99 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,120.25 円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ─円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ─円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。 

(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
 
 

 
前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
   平成 22 年５月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日)

１株当たり当期純損失金額（△）   

当期純損失（△）(千円) △760,289 �670,700 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ 

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △760,289 �670,700 

普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 
第 12 回新株予約権 27,300 株 

 

    【訂正後】 

(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

１株当たり純資産額 464.88 円
 

１株当たり純資産額 �2,763.30 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,759.99 円
 

１株当たり当期純損失金額 3,560.59 円
 

潜在株式調整後１株当たり  
当期純利益金額 ─円
 

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益金額 ―円
 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額については、潜在株式は存在するものの１
株当たり当期純損失であるため記載しておりま
せん。 

(注) １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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前事業年度 

(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日)

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日)

１株当たり当期純損失金額   

当期純損失(千円) 760,289 765,351 

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ― 

普通株式に係る当期純損失(千円) 760,289 765,351 

普通株式の期中平均株式数(株) 202,205 214,951 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益の算定に含め
なかった潜在株式の概要 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権    200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 

第 3 回新株予約権   1,090 株  
第 5 回新株予約権     200 株  
第 6 回新株予約権    750 株  
第 7 回新株予約権   1,650 株  
第 11 回新株予約権  9,990 株 
第 12 回新株予約権 27,300 株  
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  （添付資料 56 ページ目） 

(重要な後発事象) 
    【訂正前】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 

 
――――――― 

 
1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契
約及び共同研究用設備売買契約の締結 
 当社は平成 23 年 6 月 1 日に（社団法人）再
生医療を考える会との間で共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約を締結いたしました。 
（共同研究契約） 
①契約の目的 
 再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研
究 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 研究実施期間：平成 23 年 6 月 1 日から平成
25 年 5 月 31 日 
 契約額：20,000 千円 
 支払方法：平成 23 年 7 月 5 日までに全額を
一括で支払う⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼ
す重要な影響 
 当該共同研究契約に基づく契約額 20,000 千
円は今後２期にわたり収益に計上する予定であ
ります。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
（共同研究用設備売買契約） 
①契約の目的 
 CPC 培養設備一式の売却 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 本件設備を譲渡する。 
 契約額：35,000 千円 
 支払方法：前金で 15,000 千円、残金は設備
完成後に 
      支払う 
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 当該共同研究用設備売却額 35,000 千円は平
成 24 年 5 月期に収益計上する予定でありま
す。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
 
２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転 
 当社は 2011 年 6 月 16 日に、東京都目黒区青
葉台の本社の川崎テックセンタービル（神奈川
県川崎市幸区堀川町 580-16）1Ｆへの移転と、
本社オフィス内研究施設（青葉台ラボ）の韓国
大邱カトリック大学と川崎テックセンタービル
への移設を決定し、7 月上旬までに移転及び移
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設を完了しました。当該川崎テックセンタービ
ルへの移転に伴い敷金及び保証金として 8,353
千円を差し入れております。また、この本社移
転及び研究施設の移設により、今後当社の年間
のオフィス賃借料負担は 60,000 千円強軽減さ
れます。 
 
３. 和解金の支払遅延の発生 
 当社は東京都目黒区青葉台の旧本社オフィス
の賃料滞納から賃貸人である住友不動産株式会
社（原告）から物件の明渡しと、滞納賃料、違
約金及び支払期日経過後の延滞利息等の支払を
求める訴訟を平成 23 年 3 月 29 日に提起されま
した。当該訴訟については平成 23 年 5 月 31 日
付けで和解（�）が成立いたしましたが、平成
23 年 6 月 30 日までに支払うこととなっていた
第１回目の和解金 70,000 千円について資金手
当てが間に合わなかったことから、支払期日に
訴訟代理人を介して住友不動産株式会社に分割
支払いを申入れ、翌 7 月 1 日に具体案を提示し
ております。この件に関して現時点では住友不
動産株式会社側から対応が明示されていないこ
とから、今後の当社の業績等に及ぼす影響は現
時点で不明であります。 
（�）和解の概要 
�当社は賃借物件を平成 23 年 6 月末までに（原
状回復工事をしないまま）明渡す 
�当社は 6 月末までに 70,000 千円を原告に支払
う 
�当社は 8 月末までに 21,486 千円を原告に支払
う 
�原状回復工事は賃貸人の側で実施するが、そ
の費用は当社の負担とし、（当社が賃借物件の
敷金として原告に預入れている）保証金 65,872
千円から充当することとし、なお残額がある場
合には、本訴訟の解決金として原告が受領す
る。 
 

 

    【訂正後】 

前事業年度 
(自 平成 21 年６月１日 
至 平成 22 年５月 31 日) 

当事業年度 
(自 平成 22 年６月１日 
至 平成 23 年５月 31 日) 
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１.当社は、平成 22 年８月 20 日開催の取締役
会において、平成 22 年８月 26 日から平成 22
年９月６日までを払込期間とする第三者割当増
資による普通株式の募集について、決議してお
ります。当該第三者割当増資の内容は次のとお
りであります。  
①発行する株式の種類及び数  
  普通株式 3,900 株  
②募集時における発行済株式数  
  212,000 株  
③募集後における発行済株式数  
  215,900 株  
④発行価額  
  １株につき 18,000 円  
⑤発行価額の総額  
  70,200,000 円  
⑥発行価額のうち資本へ組入れる額  
  １株につき 9,000 円  
⑦払込期間  
   平成 22 年８月 26 日～平成 22 年９月６日
⑧割当先及び株式数  
  泉 辰男       1,675 株  
  東洋システム株式会社 2,225 株  
⑨資金使途  
  運転資金 

1. 社団法人再生医療を考える会との共同研究契
約及び共同研究用設備売買契約の締結 
 当社は平成 23 年 6 月 1 日に（社団法人）再
生医療を考える会との間で共同研究契約及び共
同研究用設備売買契約を締結いたしました。 
（共同研究契約） 
①契約の目的 
 再生医療を目指した幹細胞分化カニズムの研
究 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 研究実施期間：平成 23 年 6 月 1 日から平成
25 年 5 月 31 日 
 契約額：20,000 千円 
 支払方法：平成 23 年 7 月 5 日までに全額を
一括で支払う⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼ
す重要な影響 
 当該共同研究契約に基づく契約額 20,000 千
円は今後２期にわたり収益に計上する予定であ
ります。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
（共同研究用設備売買契約） 
①契約の目的 
 CPC 培養設備一式の売却 
②契約の相手先の名称 
 社団法人再生医療を考える会 
③契約締結の時期 
 平成 23 年 6 月 1 日 
④契約の内容 
 本件設備を譲渡する。 
 契約額：35,000 千円 
 支払方法：前金で 15,000 千円、残金は設備
完成後に 
      支払う 
⑤契約の締結が営業活動等へ及ぼす重要な影響
 当該共同研究用設備売却額 35,000 千円は平
成 24 年 5 月期に収益計上する予定でありま
す。 
⑥その他重要な事項 
 該当事項はありません。 
 
２. 本社及び研究施設（青葉台ラボ）の移転 
 当社は平成 23 年 6 月 16 日に、東京都目黒区
青葉台の本社の川崎テックセンタービル（神奈
川県川崎市幸区堀川町 580-16）1Ｆへの移転
と、本社オフィス内研究施設（青葉台ラボ）の
韓国大邱カトリック大学と川崎テックセンター
ビルへの移設を決定し、7 月上旬までに移転及
び移設を完了しました。当該川崎テックセンタ
ービルへの移転に伴い敷金及び保証金として
8,353 千円を差し入れております。また、この
本社移転及び研究施設の移設により、今後当社
の年間のオフィス賃借料負担は 60,000 千円強
軽減されます。 
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３．和解金の支払遅延の発生 

 （削除） 
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