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(百万円未満切捨て)

１．平成24年５月期第１四半期の連結業績（平成23年６月１日～平成23年８月31日）

（１）連結経営成績(累計)

(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年５月期第１四半期 43 46.7 △69 － △71 － △56 －

23年５月期第１四半期 29 △59.4 △167 － △167 － △167 －

(注) 包括利益 24年５月期第１四半期 △56百万円(－％) 23年５月期第１四半期 △167百万円(－％)

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

24年５月期第１四半期 △263 46 －

23年５月期第１四半期 △791 47 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年５月期第１四半期 152 △650 △431.8

23年５月期 149 △593 △401.7

(参考) 自己資本 24年５月期第１四半期 △658百万円 23年５月期 △601百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年５月期 － 0.00 － 0.00 0.00

23年５月期 －

 24年５月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00

３．平成24年５月期の連結業績予想（平成23年６月１日～平成24年５月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円

第２四半期(累計) 283 751.8 △25 － △33 － △56 － △259.38
通期 441 337.8 △225 － △239 － △263 － △1,218.16
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・この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終

了しています。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付

資料P2「連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年５月期１Ｑ 215,900株 23年５月期 215,900株

② 期末自己株式数 24年５月期１Ｑ －株 23年５月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年５月期１Ｑ 215,900株 23年５月期１Ｑ 212,133株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当社グループは、創薬及び創薬関連事業ならびに創薬ツール供給事業において事業を展開しておりま

す。当第１四半期連結累計期間における売上高は43,582千円（前年同四半期と比べ13,869千円の増

加）、営業損失は69,367千円（前年同四半期と比べ97,873千円の損失の減少）、経常損失は71,661千円

（前年同四半期と比べ95,859千円の損失の減少）、四半期純損失は56,880千円（前年同四半期と比べ

111,016千円の損失の減少）となりました。 

  

セグメント別の業績を示すと、次のとおりであります。 

  

■創薬及び創薬関連事業  

 社団法人再生医療を考える会とのCPC培養設備一式の売却により売上高35,000千円（前年同四半期と

比べ30,952千円の増加）を計上しました。営業損失は17,945千円（前年同四半期と比べ63,527千円の損

失の減少）となりました。  

  

■創薬ツール供給事業  

 包括的業務提携契約先で当社の機器の販売代理店であるＧＥヘルスケア・ジャパン株式会社（以下

GEHC社）等に対して売上高8,582千円（前年同四半期と比べ16,158千円減少）を計上しました。営業利

益は3,777千円（前年同四半期は5,978千円の損失）となりました。                 

  

 なお、当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメント区分を変更し

ており、前第１四半期連結会計期間に記載していた健康食品卸売事業からは前連結会計年度中に撤退し

ております。 

 当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関

する情報に与える影響はありません。 

  

    財政状態の分析  

（資産）  

  流動資産は、前連結会計年度末に比べて10,676千円減少し、94,504千円となりました。これは主に、

未収消費税等が9,177千円減少したことによります。  

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて13,406千円増加し、57,931千円となりました。これは主に、

川崎新本社への移転等に伴い有形固定資産が5,171千円、投資その他の資産が8,315千円増加したことな

どよるものです。  

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,730千円増加し、152,435千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて59,610千円増加し、623,317千円となりました。これは、未

払金が40,938千円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末と変わらず、179,624千円でした。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて59,610千円増加し、802,942千円となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて56,880千円減少し、△650,506千円となりました。これは

利益剰余金が56,880千円減少したことによります。  

  

当期の第２四半期連結累計期間業績予想および通期連結業績予想は、１ページに記載のとおりであ

り、平成23年７月発表時から変更しておりません。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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当社グループは、当第１四半期連結会計期間においても、56,880千円の四半期純損失を計上し、前

連結会計年度に引き続き債務超過になっており、その額は650,506千円であります。 

当該状況により、当社グループには前連結会計年度に引き続き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、創薬開発及び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うべく、当社はエ

クイティファイナンスによる資金調達に関しての引受候補先との協議・交渉を進めております。今後

は、エクイティファイナンスによる資金調達の実現に向け、その作業を進めるとともに、その後にお

いても必要に応じて適宜資金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開発及び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る状況にあり、疑義

の解消にまではいたっていない状況にあります。 

  

  

  

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,080 25

受取手形及び売掛金 47,463 48,847

商品及び製品 23,958 22,119

原材料及び貯蔵品 10,125 10,458

前渡金 10,128 10,505

前払費用 883 999

未収消費税等 9,661 484

その他 880 1,064

流動資産合計 105,180 94,504

固定資産

有形固定資産

建物 862 11,693

減価償却累計額 △854 △1,427

建物（純額） 8 10,265

工具、器具及び備品 807,637 800,801

減価償却累計額 △763,627 △761,876

工具、器具及び備品（純額） 44,009 38,924

有形固定資産合計 44,018 49,190

無形固定資産

ソフトウエア 394 313

無形固定資産合計 394 313

投資その他の資産

投資有価証券 0 0

敷金及び保証金 － 8,353

その他 111 74

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 111 8,427

固定資産合計 44,524 57,931

資産合計 149,705 152,435
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,119 12,855

短期借入金 93,150 119,590

未払金 401,677 442,615

未払費用 4,218 3,263

未払法人税等 17,040 10,066

預り金 32,113 34,161

本社移転費用引当金 6,622 －

その他 764 764

流動負債合計 563,707 623,317

固定負債

長期預り金 179,624 179,624

固定負債合計 179,624 179,624

負債合計 743,331 802,942

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644 2,766,644

資本剰余金 3,893,280 3,893,280

利益剰余金 △7,261,265 △7,318,145

株主資本合計 △601,340 △658,220

新株予約権 7,713 7,713

純資産合計 △593,626 △650,506

負債純資産合計 149,705 152,435
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

    【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

売上高 29,712 43,582

売上原価 11,808 11,711

売上総利益 17,903 31,870

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 185,144 101,238

営業損失（△） △167,241 △69,367

営業外収益

受取利息 6 0

還付消費税等 － 1,389

為替差益 － 2,170

その他 － 596

営業外収益合計 6 4,156

営業外費用

株式交付費 275 －

為替差損 10 －

支払利息 － 64

未払金遅延利息 － 6,385

営業外費用合計 286 6,450

経常損失（△） △167,521 △71,661

特別利益

債務免除益 － 15,156

特別利益合計 － 15,156

税金等調整前四半期純損失（△） △167,521 △56,505

法人税、住民税及び事業税 375 375

法人税等合計 375 375

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,896 △56,880

四半期純損失（△） △167,896 △56,880
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四半期連結包括利益計算書

    【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △167,896 △56,880

四半期包括利益 △167,896 △56,880

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △167,896 △56,880

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結会計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日） 

当社グループは、当第１四半期連結会計期間においても、56,880千円の四半期純損失を計上し、前

連結会計年度に引き続き債務超過になっており、その額は650,506千円であります。 

当該状況により、当社グループには前連結会計年度に引き続き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、創薬開発及び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うべく、当社はエ

クイティファイナンスによる資金調達に関しての引受候補先との協議・交渉を進めております。今後

は、エクイティファイナンスによる資金調達の実現に向け、その作業を進めるとともに、その後にお

いても必要に応じて適宜資金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開発及び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、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記
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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△80,197千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用でありま

す。 

   ２ セグメントの利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△55,199千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全

社費用であり、その主なものは当社の管理部門に係る費用であります。 

     ２ セグメントの利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業損失（△）と調整を行っております。  

  

 ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

    当第１四半期連結会計期間から、報告セグメントとして記載する事業セグメントを変更しており、

前第１四半期連結会計期間に記載していた健康食品卸売事業からは前連結会計年度中に撤退しており

ます。 

    当該変更に伴う四半期連結累計期間に係る報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に

関する情報に与える影響はありません。 

  

（４）セグメント情報等

（単位：千円）

報告セグメント

創薬及び 
創薬関連事業

創薬ツール
供給事業

健康食品
卸売事業

合計
調整額 
(注)1

 四半期連結
損益計算書 
 計上額

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

4,047 24,740 924 29,712 ─ 29,712

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,047 24,740 924 29,712 ─ 29,712

セグメント利益又は損失(△) △81,473 △5,978 408 △87,043 △80,197 △167,241

（単位：千円）

報告セグメント

創薬及び 
創薬関連事業

創薬ツール
供給事業

合計
調整額
(注)1

四半期連結
損益計算書 
 計上額

  売上高

 (1) 外部顧客に対する 
   売上高

35,000 8,582 43,582 ─ 43,582

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 35,000 8,582 43,582 ─ 43,582

セグメント利益又は損失(△) △17,945 3,777 △14,167 △55,199 △69,367
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該当事項はありません。  

  

（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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該当事項はありません。 

（６）重要な後発事象
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