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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第2四半期 229 56.4 △558 ― △562 ― △564 ―

23年3月期第2四半期 146 51.8 △563 ― △573 ― △575 ―

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3月期第2四半期 △3,088.52 ―

23年3月期第2四半期 △5,359.02 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 5,156 3,923 76.1
23年3月期 5,831 4,488 77.0

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  3,923百万円 23年3月期  4,488百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 471 34.1 △1,172 ― △1,149 ― △1,153 ― △6,311.11



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 182,821 株 23年3月期 182,821 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 182,821 株 23年3月期2Q 107,301 株

※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 
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２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
なお、四半期決算補足説明資料については、当社ホームページに掲載しております。 
（http://www.jpte.co.jp/ir/library/index_financial.html） 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期累計期間（平成23年４月１日から平成23年９月30日）におけるわが国経済は、東日本大震災や原発

事故の影響により企業の生産活動が大きく落ち込みました。その後、復興需要とともに一部に回復の兆しがみられ

るものの、欧米を中心とした世界経済の減速や歴史的な円高の影響を受け、厳しい状況で推移しました。 

 再生医療分野では、厚生労働省は日本発の医薬品・医療機器の早期承認及びドラッグ・ラグ、デバイス・ラグの

解消を目的として、医薬品・医療機器の承認プロセスに、薬事戦略相談制度（平成23年７月１日より実施）を導入

しました。また、文部科学省、厚生労働省及び経済産業省は、再生医療の実現化を加速するため「再生医療の実現

化ハイウェイ」プロジェクトを始めるなど、わが国政府による再生医療を新たな成長分野として育成しようとする

試みがみられました。 

 このような状況の下、当社は再生医療製品事業において、自家培養表皮、自家培養軟骨、自家培養角膜上皮の開

発を進めました。 

 自家培養表皮ジェイスは、当社の販売促進活動を通じての認知度向上及び採用施設数の増加等の要因により、好

調な販売状況となりました。また、ジェイスの出荷前製造中止率（総受注件数に対して、患者死亡等の理由により

出荷前に製造を中止する割合）を相対的に低くするため、継続的に医療機関へ啓蒙活動を行いました。さらに、平

成23年３月に表皮水疱症の治療を目的とした希少疾病用医療機器に指定されたことを受け、ジェイスの表皮水疱症

への適応拡大に向けて、治験の準備を進めました。 

 自家培養軟骨は、障害を受けた膝関節軟骨の補綴・修復及び関節機能の改善を目的として、平成21年８月に製造

販売承認申請を厚生労働省に提出しました。その後、医薬品医療機器総合機構から発せられた照会事項への対応を

進めました。 

 自家培養角膜上皮は、株式会社ニデックからの委託開発であり、平成23年７月から導入された薬事戦略相談を活

用し、治験プロトコールの早期確立に向け活動しました。 

 研究開発支援事業である研究用ヒト培養組織ラボサイトシリーズは、動物実験を代替する試薬です。東日本大震

災の影響を受け、一時受注が落ち込みましたが、当第２四半期累計期間では、ほぼ計画どおりの販売状況となりま

した。現在、JaCVAM（日本動物実験代替法検証センター）とOECD（経済協力開発機構）により、ラボサイトを使用

した皮膚刺激性試験の標準化作業が進められています。 

 こうした結果、当第２四半期累計期間における売上高は、229,388千円（前年同四半期比56.4％増）となりまし

た。ジェイスの売上高増加に対応した人員確保に伴う人件費の増加により営業損失は558,932千円(前年同四半期は

563,374千円の営業損失）、経常損失は562,745千円（前年同四半期は573,128千円の経常損失）となり、四半期純

損失は564,645千円（前年同四半期は575,028千円の四半期純損失）となりました。  

 なお、セグメント別では、再生医療製品事業の売上高は、203,210千円（前年同四半期比61.8％増）、研究開発

支援事業の売上高は、26,177千円（前年同四半期比24.4％増）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、営業活動に伴う支出等による現金及び預金の減少により、前期末比675,580千円減

の5,156,373千円となりました。負債は、借入金の返済等により、前期末比110,934千円減の1,232,935千円となり

ました。純資産は、利益剰余金が減少したことにより、前期末比564,645千円減の3,923,437千円となり、自己資本

比率は76.1％となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年４月28日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,182,923 3,521,722

受取手形及び売掛金 78,025 81,635

仕掛品 9,926 22,710

原材料及び貯蔵品 48,305 46,171

その他 37,323 35,855

流動資産合計 4,356,503 3,708,096

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 812,245 788,673

土地 537,814 537,814

その他（純額） 67,613 68,241

有形固定資産合計 1,417,673 1,394,729

無形固定資産 36,139 34,009

投資その他の資産 8,072 8,711

固定資産合計 1,461,885 1,437,450

繰延資産 13,564 10,826

資産合計 5,831,953 5,156,373

負債の部   

流動負債   

支払手形 35,897 33,868

1年内返済予定の長期借入金 244,492 244,492

未払法人税等 21,625 15,561

賞与引当金 45,425 50,603

その他 125,402 148,723

流動負債合計 472,842 493,249

固定負債   

長期借入金 764,270 639,624

役員退職慰労引当金 100,200 92,000

その他 6,557 8,062

固定負債合計 871,027 739,686

負債合計 1,343,870 1,232,935

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,716,700 7,716,700

資本剰余金 5,546,700 5,546,700

利益剰余金 △8,775,316 △9,339,962

株主資本合計 4,488,083 3,923,437

純資産合計 4,488,083 3,923,437

負債純資産合計 5,831,953 5,156,373
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 146,634 229,388

売上原価 163,683 186,910

売上総利益又は売上総損失（△） △17,049 42,477

販売費及び一般管理費 546,325 601,410

営業損失（△） △563,374 △558,932

営業外収益   

受取利息 299 588

受取配当金 0 0

助成金収入 8,128 6,880

その他 1,033 2,091

営業外収益合計 9,461 9,561

営業外費用   

支払利息 15,082 10,318

株式交付費償却 4,125 2,806

その他 8 249

営業外費用合計 19,215 13,374

経常損失（△） △573,128 △562,745

税引前四半期純損失（△） △573,128 △562,745

法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900

法人税等合計 1,900 1,900

四半期純損失（△） △575,028 △564,645
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △573,128 △562,745

減価償却費 52,316 46,287

賞与引当金の増減額（△は減少） 269 5,178

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △8,200

受取利息及び受取配当金 △299 △589

支払利息 15,082 10,318

為替差損益（△は益） － 80

売上債権の増減額（△は増加） △22,730 △3,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,231 △10,651

仕入債務の増減額（△は減少） 23,316 △2,028

未払金の増減額（△は減少） 6,937 3,005

未払又は未収消費税等の増減額 19,501 4,755

その他 △2,944 △2,858

小計 △482,910 △521,058

利息及び配当金の受取額 321 403

利息の支払額 △15,526 △10,285

法人税等の支払額 △3,353 △3,778

営業活動によるキャッシュ・フロー △501,470 △534,718

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △340,350 △340,350

定期預金の払戻による収入 460,650 340,350

有形固定資産の取得による支出 △8,560 △714

無形固定資産の取得による支出 △470 －

その他 116 △947

投資活動によるキャッシュ・フロー 111,384 △1,662

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 △115,046 △124,646

リース債務の返済による支出 － △92

財務活動によるキャッシュ・フロー 184,954 △124,738

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △80

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,131 △661,200

現金及び現金同等物の期首残高 1,014,377 2,842,573

現金及び現金同等物の四半期末残高 809,246 2,181,372
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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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