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継続企業の前提に関する事項の注記についてのお知らせ及び 

（訂正）「平成 23 年 12月期決算短信の[日本基準]（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、本日の取締役会において、平成 23 年 12 月期決算短信における継続企業の前提に関す

る事項について、下記の通り注記を追記することを決議しましたのでお知らせいたします。 

当該注記を追記するに至った経緯は、以下の通りです。 

平成 24 年２月 14 日公表の「平成 23 年 12 月期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「決算短

信」という）において、当社は、「１．経営成績」の中に「（5）継続企業の前提に関する重要事

象等」という項目を設けて、客観的に見て当社グループに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と当社が認識していること、及びその状況を改善・解消するため

の具体策（以下「具体策」という、詳細後述）とその実施状況を開示いたしました。決算短信公

表時点において、当社は各具体策の実施・進捗状況を勘案して継続企業の前提に関する重要な不

確実性はないものと判断し、継続企業の前提に関する事項の注記（以下「注記」という）を記載

いたしませんでした。なお、決算短信公表時点では、まだ平成 23 年 12 月期財務諸表に対する監

査手続きが実施されている途中でした。 

当社は決算短信公表時点以降も具体策の推進に注力してきており、決算短信公表時点に比べて

進捗しています。しかしながら、平成 23 年 12 月期財務諸表に対する監査手続きが終了した本日

時点で改めて関係各位と協議した結果、注記の趣旨をより保守的に捉えるべきと判断するに至り、

平成 23 年 12 月期決算短信に注記を追記して記載内容を変更することといたしました。注記内容

につきましては下記をご参照ください。 

 

記 

継続企業の前提に関する注記 

当社グループは、研究開発型企業として、細胞シート再生医療事業と再生医療支援事業の２つ

の事業を推進しております。両事業ともまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医療事業は

「細胞シート再生医療医薬品」という前例のない革新的医薬品の研究開発を使命としていること

から長期間多額の研究開発先行投資を必要とします。換言すれば、当社グループの存在意義は継

続的な先行投資に裏打ちされた両事業における積極的な研究開発活動の推進であり、当社グルー

プの企業価値の向上は研究開発活動の積極的な展開なくして図ることができないと言っても過言

ではありません。 

このような事業特質を有する企業として当社グループはこれまで継続的に営業損失及びマイナ
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スの営業キャッシュ・フローを計上してきており、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローは

1,274,380 千円のマイナス前連結会計年度比 149,357 千円のマイナス額増加）となりました。当

社グループが当連結会計年度並みまたはそれ以上の規模で研究開発先行投資を継続するためには

常に相応の手許資金を確保しておくことが財務運営上望ましいと考えられますが、当連結会計年

度末における手許資金（現金及び現金同等物）残高は 601,136千円（前連結会計年度末比 418,086

千円の減少）であり想定される年間営業キャッシュ・フローのマイナス額に比して著しく少ない

金額となっております。 

以上のような状況を踏まえると、客観的に見て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ると考えられます。 

当社グループはこれまでも、継続的な資金ニーズに対応するために、資本提携を伴う事業提携

の獲得、事業提携に伴う契約一時金の獲得、公的補助金・助成金の活用、株式上場による公募増

資、第三者割当増資など様々な形での資金調達を実現してきた実績を有します。上述のような資

金状況につきましても、既に当社は複数の具体策を推進しております。 

現時点で具体化している資金調達活動の一例として、米国 Emmaus Medical Inc. （以下「エマ

ウス社」）からの提携契約一時金の受領があります。当社グループは平成 23 年４月にエマウス社

との間で２本の共同研究開発契約を締結し、合計 1,000 万米ドルの契約一時金を受領することと

なりました。現在当社は当該一時金受領の前提条件となっている技術移転作業をエマウス社に対

して実施しており、今のところ平成 24 年 12 月期中に 1,000 万米ドル全額を受領できる見込みと

なっております。さらに、平成 24 年 12 月期の中でもできるだけ早いタイミングで契約一時金を

受領できるようにエマウス社との調整を進めているところです。 

また、別の具体的な資金調達活動の例として、新株予約権を活用した資金調達枠の設定が挙げ

られます。当社グループは、総額 1,000,000 千円のエクイティ・ファイナンス枠の設定を目的と

して、平成 23 年 10 月に野村證券株式会社宛に第４回～第８回新株予約権を発行いたしました。

当該資金調達枠を通じてこれまでに 100,000 千円の調達実績があり、さらに当該調達枠の残高は

最大 900,000千円の調達が可能です。 

加えて、当社グループは上述以外にも複数の資金調達活動を同時並行で推進しております。当

社グループは複数の相手方と守秘義務契約を締結した上で様々な資金調達交渉を具体的に進めて

いる最中です。 

さらに、当社グループは全社的な支出計画の見直しを実施し、必要資金が確保できるまでの間支

出を最小限に留める経費計画の運用を開始しております。 

当社グループは、上記の各施策を確実に実行することによって継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせる状況を解消又は改善することも可能であると考えておりますが、いずれも現時点で未

確定な部分があり、従って継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在していると判断してお

ります。 

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、上述のような継続企業の前提に

関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 
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また「平成 23年 12月期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部を下記の通り訂正いたします。

なお、変更箇所に下線を付しております。 

 

１. 訂正個所 

（決算短信 13ページ） 

【訂正前】 

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、研究開発型企業として、細胞シート再生医療事業と再生医療支援事業の２つ

の事業を推進しております。両事業ともまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医療事業は

「細胞シート再生医療医薬品」という前例のない革新的医薬品の研究開発を使命としていること

から長期間多額の研究開発先行投資を必要とします。換言すれば、当社グループの存在意義は継

続的な先行投資に裏打ちされた両事業における積極的な研究開発活動の推進であり、当社グルー

プの企業価値の向上は研究開発活動の積極的な展開なくして図ることができないと言っても過言

ではありません。 

このような事業特質を有する企業として当社グループはこれまで継続的にマイナスの営業キャ

ッシュフローを計上してきており、当連結会計年度の営業キャッシュフローは 1,274,380 千円の

マイナス（前連結会計年度比 149,357 千円のマイナス額増加）となりました。当社グループが当

連結会計年度並みまたはそれ以上の規模で研究開発先行投資を継続するためには常に相応の手許

資金を確保しておくことが財務運営上望ましいと考えられますが、当連結会計年度末における手

許資金（現金及び現金同等物）残高は 601,136 千円（前連結会計年度末比 418,086 千円の減少）

であり想定される年間営業キャッシュフローのマイナス額に比して著しく少ない金額となってお

ります。 

以上のような状況を踏まえると、客観的に見て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ると考えられます。 

しかしながら、当社はこれまでも、継続的な資金ニーズに対応するために、資本提携を伴う事

業提携の獲得、事業提携に伴う契約一時金の獲得、公的補助金・助成金の活用、株式上場による

公募増資、第三者割当増資など様々な形での資金調達を実現してきた実績を有します。上述のよ

うな資金状況につきましても、既に当社は複数の具体策を推進しております。 

現時点で具体化している資金調達活動の一例として、米国 Emmaus Medical Inc. （以下「エマ

ウス社」）からの提携契約一時金の受領があります。当社は平成 23 年４月にエマウス社との間で

２本の共同研究開発契約を締結し、合計 1,000 万米ドルの契約一時金を受領することとなりまし

た。現在当社は当該一時金受領の前提条件となっている技術移転作業をエマウス社に対して実施

しており、今のところ平成 24 年 12 月期中に 1,000 万米ドル全額を受領できる見込みとなってお

ります。さらに、平成 24 年 12 月期の中でもできるだけ早いタイミングで契約一時金を受領でき

るようにエマウス社との調整を進めているところです。 

また、別の具体的な資金調達活動の例として、新株予約権を活用した資金調達枠の設定が挙げ

られます。当社は、総額 1,000,000 千円のエクイティ・ファイナンス枠の設定を目的として、平
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成 23 年 10 月に野村證券株式会社宛に第４回～第８回新株予約権を発行いたしました。当該資金

調達枠を通じてこれまでに 100,000 千円の調達実績があり、さらに当該調達枠の残高は最大

900,000千円です。 

加えて、当社は上述以外にも複数の資金調達活動を同時並行で推進しております。現在当社は複

数の相手方と守秘義務契約を締結した上で、様々な資金調達交渉を具体的に進めている最中です。 

さらに、当社は全社的な支出計画の見直しを実施し、必要資金が確保できるまでの間支出を最

小限に留める経費計画の運用を開始しております。 

当社は、上記の各施策を確実に実行することによって継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

る状況を改善・解消することが可能であると考えており、従って現時点において継続企業の前提

に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

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、上述のような継続企業の前提に

関する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。 

 

【訂正後】 

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、研究開発型企業として、細胞シート再生医療事業と再生医療支援事業の２つ

の事業を推進しております。両事業ともまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医療事業は

「細胞シート再生医療医薬品」という前例のない革新的医薬品の研究開発を使命としていること

から長期間多額の研究開発先行投資を必要とします。換言すれば、当社グループの存在意義は継

続的な先行投資に裏打ちされた両事業における積極的な研究開発活動の推進であり、当社グルー

プの企業価値の向上は研究開発活動の積極的な展開なくして図ることができないと言っても過言

ではありません。 

このような事業特質を有する企業として当社グループはこれまで継続的に営業損失及びマイナ

スの営業キャッシュ・フローを計上してきており、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローは

1,274,380 千円のマイナス前連結会計年度比 149,357 千円のマイナス額増加）となりました。当

社グループが当連結会計年度並みまたはそれ以上の規模で研究開発先行投資を継続するためには

常に相応の手許資金を確保しておくことが財務運営上望ましいと考えられますが、当連結会計年

度末における手許資金（現金及び現金同等物）残高は 601,136千円（前連結会計年度末比 418,086

千円の減少）であり想定される年間営業キャッシュ・フローのマイナス額に比して著しく少ない

金額となっております。 

以上のような状況を踏まえると、客観的に見て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ると考えられます。 

当社グループはこれまでも、継続的な資金ニーズに対応するために、資本提携を伴う事業提携

の獲得、事業提携に伴う契約一時金の獲得、公的補助金・助成金の活用、株式上場による公募増

資、第三者割当増資など様々な形での資金調達を実現してきた実績を有します。上述のような資

金状況につきましても、既に当社グループは複数の具体策を推進しております。 

現時点で具体化している資金調達活動の一例として、米国 Emmaus Medical Inc. （以下「エマ
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ウス社」）からの提携契約一時金の受領があります。当社グループは平成 23 年４月にエマウス社

との間で２本の共同研究開発契約を締結し、合計 1,000 万米ドルの契約一時金を受領することと

なりました。現在当社グループは当該一時金受領の前提条件となっている技術移転作業をエマウ

ス社に対して実施しており、今のところ平成 24 年 12 月期中に 1,000 万米ドル全額を受領できる

見込みとなっております。さらに、平成 24 年 12 月期の中でもできるだけ早いタイミングで契約

一時金を受領できるようにエマウス社との調整を進めているところです。 

また、別の具体的な資金調達活動の例として、新株予約権を活用した資金調達枠の設定が挙げ

られます。当社グループは、総額 1,000,000 千円のエクイティ・ファイナンス枠の設定を目的と

して、平成 23 年 10 月に野村證券株式会社宛に第４回～第８回新株予約権を発行いたしました。

当該資金調達枠を通じてこれまでに 100,000 千円の調達実績があり、さらに当該調達枠の残高は

最大 900,000千円の調達が可能です。 

加えて、当社グループは上述以外にも複数の資金調達活動を同時並行で推進しております。当

社グループは複数の相手方と守秘義務契約を締結した上で様々な資金調達交渉を具体的に進めて

いる最中です。 

さらに、当社グループは全社的な支出計画の見直しを実施し、必要資金が確保できるまでの間支

出を最小限に留める経費計画の運用を開始しております。 

当社グループは、上記の各施策を確実に実行することによって継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせる状況を解消又は改善することも可能であると考えておりますが、いずれも現時点で未

確定な部分があり、従って継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在していると判断してお

ります。 

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、上述のような継続企業の前提に

関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 

 

（決算短信 28ページ） 

【訂正前】 

（5）継続企業の前提に関する注記 

当連結会計年度 （自 平成 23年 1月 1日 至 平成 23年 12月 31日） 

該当事項はありません。 

 

【訂正後】 

（5）継続企業の前提に関する注記 

当連結会計年度 （自 平成 23年 1月 1日 至 平成 23年 12月 31日） 

当社グループは、研究開発型企業として、細胞シート再生医療事業と再生医療支援事業の２つ

の事業を推進しております。両事業ともまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医療事業は

「細胞シート再生医療医薬品」という前例のない革新的医薬品の研究開発を使命としていること

から長期間多額の研究開発先行投資を必要とします。換言すれば、当社グループの存在意義は継

続的な先行投資に裏打ちされた両事業における積極的な研究開発活動の推進であり、当社グルー
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プの企業価値の向上は研究開発活動の積極的な展開なくして図ることができないと言っても過言

ではありません。 

このような事業特質を有する企業として当社グループはこれまで継続的に営業損失及びマイナ

スの営業キャッシュ・フローを計上してきており、当連結会計年度の営業キャッシュ・フローは

1,274,380 千円のマイナス前連結会計年度比 149,357 千円のマイナス額増加）となりました。当

社グループが当連結会計年度並みまたはそれ以上の規模で研究開発先行投資を継続するためには

常に相応の手許資金を確保しておくことが財務運営上望ましいと考えられますが、当連結会計年

度末における手許資金（現金及び現金同等物）残高は 601,136千円（前連結会計年度末比 418,086

千円の減少）であり想定される年間営業キャッシュ・フローのマイナス額に比して著しく少ない

金額となっております。 

以上のような状況を踏まえると、客観的に見て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ると考えられます。 

当社グループはこれまでも、継続的な資金ニーズに対応するために、資本提携を伴う事業提携の

獲得、事業提携に伴う契約一時金の獲得、公的補助金・助成金の活用、株式上場による公募増資、

第三者割当増資など様々な形での資金調達を実現してきた実績を有します。上述のような資金状

況につきましても、既に当社グループは複数の具体策を推進しております。 

現時点で具体化している資金調達活動の一例として、米国 Emmaus Medical Inc. （以下「エマ

ウス社」）からの提携契約一時金の受領があります。当社グループは平成 23 年４月にエマウス社

との間で２本の共同研究開発契約を締結し、合計 1,000 万米ドルの契約一時金を受領することと

なりました。現在当社グループは当該一時金受領の前提条件となっている技術移転作業をエマウ

ス社に対して実施しており、今のところ平成 24 年 12 月期中に 1,000 万米ドル全額を受領できる

見込みとなっております。さらに、平成 24 年 12 月期の中でもできるだけ早いタイミングで契約

一時金を受領できるようにエマウス社との調整を進めているところです。 

また、別の具体的な資金調達活動の例として、新株予約権を活用した資金調達枠の設定が挙げ

られます。当社グループは、総額 1,000,000 千円のエクイティ・ファイナンス枠の設定を目的と

して、平成 23 年 10 月に野村證券株式会社宛に第４回～第８回新株予約権を発行いたしました。

当該資金調達枠を通じてこれまでに 100,000 千円の調達実績があり、さらに当該調達枠の残高は

最大 900,000千円の調達が可能です。 

加えて、当社グループは上述以外にも複数の資金調達活動を同時並行で推進しております。当

社グループは複数の相手方と守秘義務契約を締結した上で様々な資金調達交渉を具体的に進めて

いる最中です。 

さらに、当社グループは全社的な支出計画の見直しを実施し、必要資金が確保できるまでの間

支出を最小限に留める経費計画の運用を開始しております。 

当社グループは、上記の各施策を確実に実行することによって継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせる状況を解消又は改善することも可能であると考えておりますが、いずれも現時点で未

確定な部分があり、従って継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在していると判断してお

ります。 
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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、上述のような継続企業の前提に

関する重要な不確実性の影響を連結財務諸表には反映しておりません。 

 

（決算短信 61ページ） 

【訂正前】 

（5）継続企業の前提に関する注記 

当事業年度 （自 平成 23年 1月 1日 至 平成 23 年 12月 31日） 

該当事項はありません。 

 

【訂正後】 

（5）継続企業の前提に関する注記 

当事業年度 （自 平成 23年 1月 1日 至 平成 23 年 12月 31日） 

 

当社は、研究開発型企業として、細胞シート再生医療事業と再生医療支援事業の２つの事業を

推進しております。両事業ともまだ先行投資期にあり、特に細胞シート再生医療事業は「細胞シ

ート再生医療医薬品」という前例のない革新的医薬品の研究開発を使命としていることから長期

間多額の研究開発先行投資を必要とします。換言すれば、当社の存在意義は継続的な先行投資に

裏打ちされた両事業における積極的な研究開発活動の推進であり、当社の企業価値の向上は研究

開発活動の積極的な展開なくして図ることができないと言っても過言ではありません。 

このような事業特質を有する企業として当社はこれまで継続的に営業損失及びマイナスの営業

キャッシュ・フローを計上してきており、当事業年度の営業キャッシュ・フローは 1,175,169 千

円のマイナス前事業年度比 90,355千円のマイナス額増加）となりました。当社が当事業年度並み

またはそれ以上の規模で研究開発先行投資を継続するためには常に相応の手許資金を確保してお

くことが財務運営上望ましいと考えられますが、当事業年度末における手許資金（現金及び現金

同等物）残高は 358,567 千円（前連結会計年度末比 514,379 千円の減少）であり想定される年間

営業キャッシュ・フローのマイナス額に比して著しく少ない金額となっております。 

以上のような状況を踏まえると、客観的に見て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ると考えられます。 

当社はこれまでも、継続的な資金ニーズに対応するために、資本提携を伴う事業提携の獲得、

事業提携に伴う契約一時金の獲得、公的補助金・助成金の活用、株式上場による公募増資、第三

者割当増資など様々な形での資金調達を実現してきた実績を有します。上述のような資金状況に

つきましても、既に当社は複数の具体策を推進しております。 

現時点で具体化している資金調達活動の一例として、米国 Emmaus Medical Inc. （以下「エマ

ウス社」）からの提携契約一時金の受領があります。当社は平成 23 年４月にエマウス社との間で

２本の共同研究開発契約を締結し、合計 1,000 万米ドルの契約一時金を受領することとなりまし

た。現在当社は当該一時金受領の前提条件となっている技術移転作業をエマウス社に対して実施

しており、今のところ平成 24 年 12 月期中に 1,000 万米ドル全額を受領できる見込みとなってお
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ります。さらに、平成 24 年 12 月期の中でもできるだけ早いタイミングで契約一時金を受領でき

るようにエマウス社との調整を進めているところです。 

また、別の具体的な資金調達活動の例として、新株予約権を活用した資金調達枠の設定が挙げ

られます。当社は、総額 1,000,000 千円のエクイティ・ファイナンス枠の設定を目的として、平

成 23 年 10 月に野村證券株式会社宛に第４回～第８回新株予約権を発行いたしました。当該資金

調達枠を通じてこれまでに 100,000 千円の調達実績があり、さらに当該調達枠の残高は最大

900,000千円の調達が可能です。 

加えて、当社は上述以外にも複数の資金調達活動を同時並行で推進しております。当社は複数

の相手方と守秘義務契約を締結した上で様々な資金調達交渉を具体的に進めている最中です。 

さらに、当社は全社的な支出計画の見直しを実施し、必要資金が確保できるまでの間支出を最小

限に留める経費計画の運用を開始しております。 

当社は、上記の各施策を確実に実行することによって継続企業の前提に重要な疑義を生じさせ

る状況を解消又は改善することも可能であると考えておりますが、いずれも現時点で未確定な部

分があり、従って継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在していると判断しております。 

なお、計算書類は継続企業を前提として作成されており、上述のような継続企業の前提に関す

る重要な不確実性の影響を計算書類には反映しておりません。 

 

２.訂正理由 

本訂正を行うことを判断した理由については、当該注記を追記するに至った経緯をご参照くだ

さい。 

 

以 上 


