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(百万円未満切捨て)

１．平成24年５月期第３四半期の連結業績（平成23年６月１日～平成24年２月29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３四半期 59 7.3 △279 ― △309 ― △294 ―

23年５月期第３四半期 55 △74.4 △475 ― △475 ― △633 ―

(注) 包括利益 24年５月期第３四半期 △294百万円(― ％) 23年５月期第３四半期 △633百万円(― ％)

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３四半期 △1,349 96 ―

23年５月期第３四半期 △2,949 86 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株純資産

百万円 百万円 ％

24年５月期第３四半期 117 △849 △727.2 △3,945.36
23年５月期 149 △593 △401.7 △2,785.27

(参考) 自己資本 24年５月期第３四半期 △851百万円 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 ― 0.00 ―

24年５月期(予想) 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、対前期増減率)

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 銭

通期 90 △39.6 △381 ― △426 ― △326 ― △1,463 51



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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すが、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分析」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３Ｑ 225,480株 23年５月期 215,900株

② 期末自己株式数 24年５月期３Ｑ ―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３Ｑ 218,355株 23年５月期３Ｑ 214,631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３四半期連結累計期間における売上高は59,826千円（前年同四半期と比べ4,082千円の増

加）、営業損失は279,737千円（前年同四半期の営業損失は475,511千円）、経常損失は309,596千円

（前年同四半期の経常損失は475,579千円）、四半期純損失は294,771千円（前年同四半期の四半期純損

失は633,131千円）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113,537千円（前年同四半期の営業損失は223,746

千円）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24,826千円（前年同四半期と比べ25,926千円減少）を計上しました。営業利

益は6,914千円（前年同四半期は42,917千円の営業損失）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、当第１四半期連結会計期間から前第３四半期連結累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。 

 当該変更に伴う当第３四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。 

  

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
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    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36,560千円減少し、68,619千円となりました。これは主に、

貸倒引当金を当第３四半期累計期間に23,000千円計上したこと、商品及び製品が11,285千円減少したこ

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3,994千円増加し、48,519千円となりました。これは主に、

敷金及び保証金が8,353千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32,556千円減少し、117,139千円となりました。  

  

（負債）  

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて225,319千円増加し、789,026千円となりました。これは、未

払金が165,388千円増加したことなどによります。  

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて2,500千円減少し、177,124千円となりました。  

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて222,819千円増加し、966,150千円となりました。 

  

（純資産）  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて255,385千円減少し、△849,011千円となりました。これは

利益剰余金が294,771千円減少したことなどによります。  

  

 本日別途「業績予想修正とECI301ライセンスアウトのお知らせについて」で公表しております通

り、今期中の中国天士力社からのECI301のライセンスアウトに関する一時金として売上に見込んでいた

一時金１億2,500万円の計上を見送ることとしました。また、機器の売上見込みについても合わせて見

直すこととしたため、平成24年５月期連結業績について修正することとしました。 

具体的には、中国天士力社に対する一時金の売上１億2,500万円の計上を見送り、また、機器の販売

状況につきましてもTAXIScan-FLの販売においては、期初に見込んだ９台のうち、受注したのは２台で

あり、うち１台については販売しておりますが、カナダの大学病院向け１台については、当社の資金不

足から製造が出来ない状態となっています。また、EZ-TAXIScanの販売においては、期初に見込んだ６

台から３台の販売に留まる見込みであるため、期初に機器販売の売上として見込んでいた２億5,000万

円を5,000万円に修正致します。このため連結売上高について、中国天士力社からの一時金１億2,500万

円と機器販売見込み減少分２億円に共同研究先からの協力金の減額分2,000万円その他を合わせて約３

億5,100万円を減額修正することとしました。 

これに伴い、連結営業利益、同経常利益、同当期利益についても売上高減少に伴い粗利益の減少で、

下方修正することに致しました。 

個別業績予想の数値につきましても連結業績予想と同様の理由により下方修正することに致しまし

た。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（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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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成24年２月29日） 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間においても、294,771千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849,011千円であります。 

 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ており、米国国立衛生研究所(NIH)傘下の国立がん研究所（NCI）での

ECI301の治験の進捗状況を踏まえてグローバルライセンス契約を製薬会社、事業会社と行うべく、積極

的に交渉を進めております。一方、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、当

社は必要に応じて、効果的な事業資金の調達を行うべく、平成23年12月２日に第13回新株予約権を発行

しており、新たなファイナンスにも取り組んでおります。 

以上の施策のもと当社グループは今後とも創薬開発をベースとし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、資金調達が順調に進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。 

  

  中国の天津天士力製薬会社有限公司（天士力社）からの契約一時金につきましては、平成23年12月30

日に近況についてお知らせ致しましたが、医薬品の技術移転に関して中国当局から承認を得るために、

①技術移転の対象となるホスト細胞および発現ベクターの特許使用の承認と②バイオ製剤輸入手続きを

実施する必要があるということが判明したため、電話会議を行いました。その結果、①については契約

一時金支払いの必須条件ではなく今後製造する時に必要になることが判明しましたが、同時に特許使用

権の譲渡手続きが 優先である旨の連絡を受けました。特許使用権の譲渡手続きに関しては、当社の資

金不足や社内の人材不足により天士力社への中国語による必要資料の提供ができておらず、手続き完了

の目処が立っておりません。天士力社の契約履行に対する基本姿勢は変わっておらず、必要な手続きに

ついても明らかになってはいるものの、当社としては入金までにさらに時間がかかることが予想されま

すので、今期中の売上計上は困難と判断することに致しました。 

一方、柳韓社からの一時金の入金については、その前提となる技術移転に必要な特許上の事務手続き

と治験サンプルの安定性試験を急ぐ必要がありますが、当社の資金不足により手続きが滞っておりま

す。また同じく一時金支払いの前提となる治験承認の見通しについてですが、柳韓社から承認の日程に

ついての回答を得ていないため、明らかにすることができず、またその目処についても情報がなく現時

点では不明です。引き続き遅延理由を含めた承認の見通しについての回答を求めていきます。 

  

４． 未払金の解消について  

 住友不動産㈱に対する未払金の解消につきましては、先方に対して天士力社および柳韓社からの入金

が困難な情勢になっていること、第13回新株予約権の行使状況、さらには今後の新たなグローバルライ

センス契約あるいはファイナンスの実施見通しについて説明しております。またわずかな額ではありま

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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すが予約権の行使が行われた際に合わせて３回支払をしており、平成24年４月13日現在の残高は

5,800万円となっております。今後の支払計画について、当社から明確な支払計画が提示できない状況

にあるため、まだ具体的な協議に応じてはもらっておらず、基本的な状況については12月末時点と大き

く変わっておりません。 

住友不動産㈱以外では、従業員給与を始め、東京証券代行㈱、監査法人、日本年金機構、業務提携

先、コンサルタントなど84社に対して総額約４億2,000万円の未払金がございます。 

未払金を一掃し、さらに債務超過を解消することについては、引き続き当社のがん治療薬ECI301に注

目している製薬会社、事業会社、投資ファンドなどの投資家と積極的にファイナンス交渉を行っており

ますが、具体的な解消策の目処はまだ立っておりません。                    
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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３四半期連結会計期間
(平成24年２月29日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,080 2,078

受取手形及び売掛金 47,463 46,518

商品及び製品 23,958 12,672

仕掛品 － 8,170

原材料及び貯蔵品 10,125 10,113

前渡金 10,128 6,355

前払費用 883 31

未収消費税等 9,661 4,899

その他 880 778

貸倒引当金 － △23,000

流動資産合計 105,180 68,619

固定資産

有形固定資産

建物 862 11,993

減価償却累計額 △854 △3,153

建物（純額） 8 8,839

工具、器具及び備品 807,637 794,199

減価償却累計額 △763,627 △763,029

工具、器具及び備品（純額） 44,009 31,170

有形固定資産合計 44,018 40,009

無形固定資産

ソフトウエア 394 156

無形固定資産合計 394 156

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

破産更生債権等 89,876 89,876

その他 111 －

貸倒引当金 △89,876 △89,876

投資その他の資産合計 111 8,353

固定資産合計 44,524 48,519

資産合計 149,705 117,139
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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３四半期連結会計期間
(平成24年２月29日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,119 5,664

短期借入金 93,150 126,244

未払金 401,677 567,066

未払費用 4,218 3,216

未払法人税等 17,040 29,131

前受金 － 23,100

預り金 32,113 32,547

本社移転費用引当金 6,622 －

その他 764 2,054

流動負債合計 563,707 789,026

固定負債

長期預り金 179,624 177,124

固定負債合計 179,624 177,124

負債合計 743,331 966,150

純資産の部

株主資本

資本金 2,766,644 2,788,798

資本剰余金 3,893,280 3,915,434

利益剰余金 △7,261,265 △7,556,036

株主資本合計 △601,340 △851,803

新株予約権 7,713 2,791

純資産合計 △593,626 △849,011

負債純資産合計 149,705 117,139
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成24年２月29日)

売上高 55,744 59,826

売上原価 28,682 22,077

売上総利益 27,061 37,749

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 502,573 317,486

営業損失（△） △475,511 △279,737

営業外収益

受取利息 7 0

還付消費税等 － 1,389

雑収入 73 992

為替差益 151 －

営業外収益合計 232 2,381

営業外費用

支払利息 24 273

株式交付費 275 －

支払手数料 － 12,905

未払金遅延利息 － 18,150

為替差損 － 912

営業外費用合計 300 32,241

経常損失（△） △475,579 △309,596

特別利益

債務免除益 － 15,156

有形固定資産売却益 － 808

特別利益合計 － 15,964

特別損失

本社移転費用引当金繰入額 156,426 －

固定資産除却損 14

特別損失合計 156,426 14

税金等調整前四半期純損失（△） △632,006 △293,646

法人税、住民税及び事業税 1,125 1,125

法人税等合計 1,125 1,125

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △633,131 △294,771

四半期純損失（△） △633,131 △294,771
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成24年２月29日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △633,131 △294,771

四半期包括利益 △633,131 △294,771

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △633,131 △294,771

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成24年２月29日） 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間においても、294,771千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849,011千円であります。 

  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、今期中に当該状況を解消すべく、創薬開発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ており、米国国立衛生研究所(NIH)傘下の国立がん研究所（NCI）

でのECI301治験の進捗状況を踏まえてグローバルライセンス契約を製薬会社、事業会社と行うべく、積

極的に交渉を進めております。一方、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、

当社は平成23年12月２日に第13回新株予約権を発行しておりますが、引き続き当社のがん治療薬ECI301

に注目している製薬会社、事業会社、投資ファンドなどと積極的にファイナンス交渉を行っておりま

す。 

 以上の施策のもと当社グループは今後とも創薬開発をベースとし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、資金調達が順調に進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３四半期連結累計期間(自  平成22 年６月１日  至  平成23年２月28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) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない一般管理費等の全社費用であります。 

  

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29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)  「その他」の区分は報告セグメントに含まれない一般管理費等の全社費用であります。 

  

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３四半期連結累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

計
その他  
(注)

 合計

  売上高

 外部顧客に対する売上高  4,047 50,752 944 55,744 ─ 55,744

 セグメント間の内部売上高
又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 4,047 50,752 944 55,744 ─ 55,744

セグメント利益又は損失(△) △223,746 △42,917 418 △266,244 △209,266 △475,511

(単位：千円)

報告セグメント
その他 
(注)

合計
創薬及び 

創薬関連事業
創薬ツール
供給事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 35,000 24,826 59,826 ― 59,826

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 35,000 24,826 59,826 ― 59,826

セグメント利益又は損失(△) △113,537 6,914 △106,623 △173,113 △279,737
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当第３四半期連結累計期間において、第三者割当による新株予約権の権利行使により、資本金が

22,154千円、資本準備金が22,154千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が

2,788,798千円、資本準備金が3,915,434千円となってております。 

  

  

第13回新株予約権の一部権利行使について 

平成23年12月２日に当社が発行しました第13回新株予約権の一部権利行使が平成24年３月21日、平成24

年４月６日、平成24年４月12日、平成24年４月13日に行われました。権利行使の内容は合計で、行使額

84,000千円、交付株式数16,525株(42個)、残存個数86個、残存額172,000千円であり、行使後の発行済株

式総数は242,005株になっております。  

また、上記権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ42,294千円増加し、資本金が2,831,092

千円、資本準備金が3,957,728千円となっております。 

  

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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