
November 27th, 2012 

2012年9月期 決算説明会 

株式会社メディネット（東証マザーズ2370） 

（注） 1.決算数値は全て連結となっております。 

    2.金額単位未満については切り捨てて表示しております。 
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本日お話させていただくこと 

1. 2012年9月期 事業活動報告 

■会社概要 

■2012年9月期事業活動報告 

■成長戦略の実現に向けた今後の取り組み  

2. 2012年9月期 業績報告 

■2012年9月期 業績報告 

■2013年9月期 通期業績予想 



会社概要 
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会社概要 

Philosophy 

常に本質を究め、誠実性と公正性をもって真の社会的付加価値を創造する。 

Mission 

次世代の医療を支える革新的な技術及びサービスを創造し、 

迅速かつ効率的に社会に提供しつづける。 

会 社 名 ： 株式会社メディネット ／ Medinet Co., Ltd. 

本 社 所 在 地 ： 神奈川県横浜市 

設 立 ： 1995年10月17日 

代 表 者 ： 代表取締役 社長 木村 佳司 

市 場 ： 東証マザーズ （コード：2370） 

資 本 金 ： 3,631,011千円  

従 業 員 ： 162名 

事 業 拠 点 ： 細胞加工施設（CPC） 

（新横浜、大阪、福岡、東大） 

研究開発センター、東日本学術センター、 

西日本学術センター、九州学術センター 2012年9月30日現在 
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ベンチサイドからベッドサイドへ 

常に、最新で、最善で、最良の医療を           
患者様に提供するためのビジネスモデル 

3階 研究所 

1階 医療機関 

2階                   
細胞加工施設（CPC) 
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事業内容 

1. CPC及び設備機器の独占的使用許諾 

2. 免疫細胞治療に供する細胞加工技術及びその検査技術 

3. CPC運営管理ノウハウ 

4. 細胞輸送技術 

5. 免疫学的検査技術  など 

細胞加工管理及び品質管理 
細胞加工専門技術者及びその教育システム（独自認定制度） 
細胞加工資材の提案及び提供 
情報システムの提供 
品質マネジメントシステム構築 

免疫細胞療法総合支援事業 
（トータルパッケージ提供サービス） 

技術ライセシング事業 
（個別技術提供サービス） 

がん組織バンク事業 
（患者向け無償がん組織保管サービス） 

■ 国立病院機構 
  大阪医療センター 

■ 東京大学病院 
■ 九州大学先端医療 
  イノベーションセンター 
■ 医療法人社団滉志会 

■ がん患者 ■ 九州大学先端医療 
  イノベーションセンター
■ 金沢大学附属病院 
  トランスレーショナル 
  リサーチセンター 
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再生医療CPCの 
運営管理業務 



2012年9月期 

事業活動報告 
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2012年9月期 主なIR情報 

◆大学病院等との取り組み 
2012/07/30  

東大病院が実施する第3項先進医療（高度医療）に係る一部業務を受託 

2012/05/15 

九州大学にがん免疫細胞治療分野での「共同研究部門」を新設 

2012/01/23 

金沢大学附属病院に新設された再生・細胞医療施設の運営管理を受託 

2011/10/13 

九州大学先端医療イノベーションセンターにおけるがん免疫細胞治療の

診療スタートに伴い、「免疫細胞療法総合支援サービス」の提供を開始 

 
◆研究開発成果の早期事業化 
2012/11/12  

「NK細胞療法」技術の提供開始 

2012/11/09   

ナノキャリア株式会社との共同研究成果に関するご報告 

2012/11/07   

HSP105抗原ペプチドに係る特許が日本で成立 

2012/10/31  

抗腫瘍効果を高める「樹状細胞の活性化処理方法」に関する特許が豪州

で成立 

2012/08/17  

抗腫瘍効果を高める「樹状細胞の活性化処理方法」に関する特許が欧州

11カ国で成立 

2012/05/22 

多発性骨髄腫を対象としたガンマ・デルタT細胞療法の多施設共同臨床

試験を開始 

2012/03/19 

がん治療に用いる「樹状細胞」に関する特許が欧州11カ国で成立 
2012年11月27日現在 

◆RA化を踏まえ、グローバル展開を加速 

2012/08/15  

北京邦万医療技術有限公司の買収（子会社化）に関するお知らせ 

2012/06/21 

シンガポール国立大学とセル・ローディング・システム 

「MaxCyte GT」使用許諾契約を締結 

2012/03/30 

細胞培養評価システムに関する特許が日本で成立 

2011/11/15 

東京大学とHSP105抗原ペプチドを用いた樹状細胞ワクチンの臨

床試験を開始 

2011/10/21 

米国での樹状細胞ワクチン技術開発に着手～海外市場の事業展開

を加速～ 

 

◆その他事業 

2012/11/22 

株式報酬型ストックオプションの導入について 

2012/11/06   

役員人事異動に関するお知らせ 

2012/01/27 

株式会社レグイミューンへの出資について 
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＊RA化：規制当局の承認（RA: Regulatory Approval）を得る 

2012年9月期事業活動の総括 

施策は、着実に進展。 
 
実績は、3-4Q（4－9月）に増加したものの、 
当初予想より回復に時間を要した。 

がん拠点病院等との取り組み強化 
～Technology Chainのビジネス化～ 

研究開発成果の早期事業化 

RA化を踏まえ、グローバル展開を加速 
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施策①成果 

大学病院等との取り組みが着実に進展 
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2012年9月30日現在 計67施設 

連携医療機関： 59施設 

契約医療機関： 8施設 

東京大学医学部附属病院 

22世紀医療センター 

（東京都） 

国立病院機構  

大阪医療センター 

（大阪府） 

九州大学先端医療 

イノベーションセンター
（福岡県） 

国立大学法人 

金沢大学附属病院 

（石川県） 

医療法人社団滉志会 

瀬田クリニックグループ 

4か所 



©2012 株式会社メディネット All rights reserved. 

施策①成果 

Technology Chainのビジネス化（１） 
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◆2012年4月  
 共同研究部門「先進細胞治療学研究部門」を設置 
 

◆2011年10月  
 免疫細胞治療開始に伴い、免疫細胞療法総合支援サービス 

 を提供 

≪研究概要≫ 

 ●がんに対する免疫細胞治療の解析調査  

 ●免疫細胞治療の有用性と安全性に関する 

  臨床エビデンスの確立  

 ●次世代先端医療技術の研究開発 

九州大学先端医療イノベーションセンター 

◆2011年7月  
 再生医療全般にわたるCPCの運営管理業務を受託 
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施策①成果 

Technology Chainのビジネス化（２） 
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◆2011年10月  
 再生医療全般にわたるCPCの運営管理業務を受託 

金沢大学附属病院トランスレーショナルリサーチセンター 

（イメージ写真） （イメージ写真） 

◎九大先端医療イノベーションセンターに続き、ＣＰＣ運営管理業務を受託 
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大学病院等との取り組み成果 

前年患者数の168％ 

北陸エリアの患者数 

（人） 

2011年9月期 2012年9月期 

九州エリアの患者数 

前年患者数の197％ 

2011年9月期 2012年9月期 

（人） 
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施策①成果 

Technology Chainのビジネス化（３） 
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◆ 第３項先進医療の承認取得（2012 年6 月1 日付）   
 

     ●高度医療技術名： ゾレドロン酸誘導γδT 細胞を用いた免疫療法 

     ●適応症：     標準治療抵抗性の非小細胞肺がん 

東京大学医学部附属病院 

 

 

 

ガンマ・デルタＴ細胞療法の
基本的な流れ 
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施策②成果 

パイプライン -臨床開発- 

2012年9月30日現在 

治療法 対象疾患 進捗状況

横浜市立大学大学院 医学研究科　消化器病態外科学

瀬田クリニックグループ

順天堂大学 呼吸器内科

瀬田クリニックグループ

名古屋大学 光学医療診療部

瀬田クリニックグループ

悪性グリオーマ 大阪医療センター 脳神経外科 進行中

原発性肺がん 瀬田クリニックグループ 2011年6月開始

肺がん 瀬田クリニックグループ 進行中

腎細胞がん 泌尿器科 進行中

進行中

樹状細胞ワクチン療法
（ペプチド）

進行中

膵がん、その他の消化器系がん 肝・胆・膵外科・人工臓器移植外科 2011年11月開始

非小細胞肺がん
高度医療（第3項
先進医療）認定

結腸・直腸がん肺転移術後 第2段階進行中

膵がん術後 進行中

肝内胆管がん・胆道がん術後 進行中

肝細胞がん
肝外転移

終了

進行食道がん 進行中

食道がん術後 進行中

腹膜播種を伴う胃がん 進行中

日本赤十字社医療センター 血液内科

瀬田クリニックグループ

東京医科大学 内科学第四講座

瀬田クリニックグループ

日本赤十字社医療センター

順天堂大学

瀬田クリニックグループ

終了
α

β

T
進行中

悪性リンパ腫 進行中

膵がん術後

アルファ・ベータT細胞療法

非小細胞肺がん

樹状細胞ワクチン療法
（EP-DC)

食道がん術後

γ

δ

T

D

C

呼吸器外科

多発性骨髄腫

進行中

樹状細胞ワクチン療法+

アルファ・ベータT細胞療法
膵がん 進行中

東京大学

２012年5月開始

共同研究先

ガンマ・デルタT細胞療法

肝胆膵外科

胃・食道外科

C型肝炎ウイルス由来肝細胞がん

血液内科

胃・食道外科
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施策②成果 

主要パイプライン -ガンマ・デルタＴ細胞療法技術- 

2005年12月  
日本赤十字社医療センター、瀬田クリニックグループと臨床研究開始 

●6例中4例で免疫グロブリンの減少または安定化が見られ、有効な結果を得た。 

2012年5月 
日本赤十字社医療センター、順天堂大学医学部附属順天堂医院、 
瀬田クリニックグループと、多施設共同臨床試験を開始 

●多発性骨髄腫を根治する治療法の開発を目指す 

研
究

 
R

A
化

 
臨
床
試
験
後
期

 
臨
床
前
期
・

P
O

C
 

医療法人社団 滉志会 
瀬田クリニックグループ 

http://www.med.jrc.or.jp/index.html
http://www.juntendo.ac.jp/hospital/
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標的細胞 
ヒト乳がん細胞株 

標的細胞 
ヒト上皮がん細胞株 

標的細胞 
ヒト悪性リンパ腫細胞株 

NK細胞療法技術による抗体医薬品との相乗効果。 
2012年11月より提供開始 

（出所）医療法人社団 滉志会との共同研究 

施策②成果 

主要パイプライン -NK細胞療法技術- 
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施策②成果 

抗体医薬品の市場 

18 

一般名 対象疾患 罹患数（世界） 2011年売上 

トラスツズマブ 乳がん、胃がん 
乳がん：約990万人 
胃がん：約990万人 

US$5,621百万ドル 
＝約4,500億円 

セツキシマブ 大腸がん 1,200万人 
US$1,546百万ドル 
＝約1,200億円 

リツキシマブ 
Ｂ細胞性 

非ホジキンリンパ腫 
360万人 

US$6,425百万ドル 
＝約5,140億円 

※トラスツマブの売上高は、Roche社（Genentechおよび中外薬品が含まれる）算出。（出所：アニュアルレポート） 
※セツキシマブ売上高は、BMS社（Bristol Myers)のUSＤ691百万ドルとＭｅｒｋ社のUSD855百万ドルの合計売上から算出。（出所：アニュアルレポート） 
※リツキサンの売上高は、Roche社(Genentechおよび中外薬品が含まれる）から算出。（出所：アニュアルレポート） 
  1スイスフラン＠1.07ＵＳドル（2012年5月22日現在） 
※罹患数：source: GLOBOCAN 2008（各国の人口動態の実測値や人口構成などから求めた2008年時点での推計値）http://globocan.iarc.fr/ 
※1ドル＝80円換算 
(出所)当社独自調べ 
 

主なＡＤＣＣ抗体医薬品 

http://globocan.iarc.fr/
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J.Leukoc.Biol. 83:742-754,2008の改変 

◆ 欧州11カ国で権利成立（2012年3月） 

◆ 欧州11カ国（2011年8月）と  
  オーストラリア（2012年10月）で権利成立 

①ビスホスホネート製剤を用いて、樹状細胞を調製する技術 

②ビスホスホネート製剤と抗原を用いて、樹状細胞を調製する技術 

③HSP105抗原ペプチド 

◆ 欧州11カ国（2012年8月） と、日本（2012年11月）で権利成立 
◎ 東京大学とHSP105抗原ペプチドを用いた樹状細胞ワクチン療法の 
  臨床試験を開始（2011年11月） 

 HSP105 

免疫原性、特異性、発現レベルで期待できる抗原ペプチド。膵がん、大腸がん、乳がん、食道がん等、多くのがんに高発現している
ことが確認されており、幅広いがんに対する治療効果が期待されるがん抗原 

施策②成果 

主要パイプライン -樹状細胞ワクチン- 

◎細胞傷害性Ｔ細胞（CTL）の誘導を 

 最大100倍まで向上させる技術の権利を確保 
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培養容器内の浮遊系細胞の画像と、 
培養評価のパラメータを結び付け、 
浮遊系細胞の培養状況を評価判定する。 

t = 0 h t = 24 h t = 48 h t = 66 h 
Capture 

time 

施策②成果 

主要パイプライン -細胞培養評価システム- 

◆日本国内で権利成立（2012年3月） 
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樹状細胞ワクチン療法と従来のIL-2溶液の併用に比べ、 
がんを特異的に攻撃する細胞傷害性Ｔ細胞(CTL)の 
誘導を著しく高め、抗がん作用も大幅に増強 
（マウスがんモデル） 

施策②成果 

オープン・イノベーション -樹状細胞ワクチン療法- 

21 

●2009年10月、がん治療分野での包括的共同研究契約を締結 
  樹状細胞ワクチン療法と、 
  「インターロイキンー2内包ミセル」との併用療法の効果に 
   ついて共同研究を実施 

 

◆2012年12月 
 ナノキャリア株式会社との共同研究成果発表 
 
 

本発見は従来の樹状細胞ワクチン療法の効果を 
大幅に高める可能性を示唆 

＊インターロイキンー2：IL-2 
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 シンガポール国立大学 
   ◆CAR（キメラ型抗原受容体）を発現させたNK細胞を用いた 

    細胞治療の臨床試験を実施（2012年6月より） 

   ◆CARを発現させる方法として、「MaxCyte®GTTM 」を採用 

施策③成果 

シンガポール国立大学に対して、「MaxCyte ®GTTM 」の使用を許諾 

22 

MaxCyte社とのライセンス範囲の概要[2010年4月に拡大] 

細胞 樹状細胞

日本地域
日本、中国、オーストラリア

シンガポール、タイ

樹状細胞を含む単球
全てのリンパ球

疾患 がん
がん、ウィルス性疾患、
感染症、炎症性疾患

導入物質 自己腫瘍ライセート
自己由来および他家由来の腫瘍
ライセート、組換えタンパク、

ペプチド、mRNA、siRNA

ライセンス
変更前

ライセンス
変更後
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施策③成果 

北京邦万医療技術有限公司の完全子会社化 
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◆中国 
 市場規模や再生・細胞医療の将来性などの観点から、中国が有望と判断 
 
◆今後の展開 
 2012 年内には、中国政府から事業活動および営業に係る認可を取得し、 
 事業に着手予定 
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東アジア地域包括的経済連携(RCEP) 

24 

 RCEP交渉 
   ◆「東アジア全域にわたる広域FTAを実現しよう」との構想 
   ◆東南アジア諸国連合１０カ国と、周辺主要６カ国が参加 

2013年に開始し、2015年末までに 
完了させることを目指す。 

EP 

RCEP 

RCEP 

TPP 

ASEAN 

EP 

・カンボジア 
・インドネシア 
・ラオス 
・ミャンマー 
・フィリピン 
・タイ 

・ブルネイ 
・マレーシア 
・シンガポール 
・ベトナム 
 

・オーストラリア 
・ニュージーランド 

・米国 
・ペルー 
・チリ 
・カナダ 
・メキシコ 

・インド 

日中韓FTA 

EP ・中国 
・韓国 
・日本 



成長戦略の実現に向けた 

今後の取り組み  
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成長戦略：2013年9月期 重点施策 

施策② 
細胞医療支援事業の革新 

施策③ 
グローバル視点&RA獲得 

施策① 
RA化を踏まえた経営体制 

26 



©2012 株式会社メディネット All rights reserved. 

重点施策①：新経営体制 

管理本部長 

原 大輔 

代表取締役社長 

木村 佳司 

ＣＰテクノロジー事業本部長 

鈴木 邦彦 

研究開発本部長 

前川 隆司 

＊2012年11月6日付リリースにて開示しておりますとおり、取締役会において、上記4名が取締役候補と内定しています。 

   取締役就任につきましては、2012年12月20日開催予定の当社第17回定時株主総会及びその後の取締役会決議を経て、 

  正式に決定されます。 

27 

（統括責任部門） 
ＣＰテクノロジー事業本部 
    ＴＲ推進部 
    ＣＰ部 
    企画推進部 

（統括責任部門） 
管理本部 
    経営管理部 
    人事総務部 
    財務経理部 

（統括責任部門） 
研究開発本部 
    先端医科学研究所 
    ＲＡ推進室 
    臨床開発課 
    開発企画室 
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重点施策②：ビジネスモデルの進化 

CPC  
セルプロセッシング 

センター 

契約医療機関 

サービス 

ロイヤリティ収入 

・細胞培養・加工に係る技術・ノウハウの  
 提供 
・細胞加工施設および設備機器の独占 
 的使用許諾 

・品質管理の技術・ノウハウの提供 
・オーダーメイド医療管理システムの提供                                            
                                        
                                                    等 

免疫細胞療法総合支援サービス 

28 
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設備機器、Software 

- Safety Cabinet 
- Incubator 
- Storage 
- FACS, PCR 
- Centrifuge 
- 培養・検体管理システム 
- 工程管理システム 

人的資源 
- 採用 

- 組織体制 
- 教育訓練 

材料資源 
- 培地、デバイス等 

- 受入検査 
- 在庫管理 保守管理 

- Validation, Calibration 
- 日常点検、保守点検 
- 環境測定、施設検査 
- 清掃 

ユーティリティ 
- 電気、水道、ガス、熱源 

品質保証システム 
（GMP / ISO9001/自主規格） 
内部/外部審査 文書管理 SOP 記録  

 トレーサビリティ 是正システム 研究開発   
リスクマネジメント 工程管理 規制対応 

細胞加工技術 
樹状細胞ワクチン療法 

ＮＫ細胞療法 
ガンマ・デルタＴ細胞療法 
アルファ・ベータＴ細胞療法 

ＣＴＬ療法 
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重点施策②：Technology Chainの収益化 
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免疫細胞療法総合支援事業 
（トータルパッケージ提供サービス） 

■ 東京大学病院 
■ 九州大学先端医療 
  イノベーションセンター 
■ 医療法人社団滉志会 

1. CPC及び設備機器の独占的使用許諾 

2. 免疫細胞治療に供する細胞加工技術及びその検査技術     
3. CPC運営管理ノウハウ 

4. 細胞輸送技術 

5. 免疫学的検査技術  など 

細胞加工管理及び品質管理 
細胞加工専門技術者及びその教育システム 
（独自認定制度） 
細胞加工資材の提案及び提供 
情報システムの提供 
品質マネジメントシステム構築 

■ 九州大学先端医療 
  イノベーションセンター 
■ 金沢大学附属病院 
      トランスレーショナル 
      リサーチセンター 

■ 国立病院機構 
  大阪医療センター 

技術ライセシング事業 
（個別技術提供サービス） 

がん組織バンク事業 
（患者向け無償がん組織保管サービス） 

■ がん患者 

30 

再生医療CPCの 
運営管理業務 

重点施策②：事業展開 
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重点施策③：外部環境の進展（政策） 

31 

医療イノベーション会議が『医療イノベーション5か年戦略』を発表 
（2012年6月6日） 

厚労省が『「がん対策推進基本計画」の変更』を発表 
（2012年6月8日） 

＜目標＞国内の研究開発環境を整備し、 

               医療イノベーションを日本から世界に発信 

以下の点が織り込まれている。 
 ・再生・細胞医療、個別化医療、バイオ医薬品等が、がん領域等研 
  究開発の重点領域に指定 
 ・がん免疫療法や抗体医薬品等の創薬研究の臨床研究・医師主導 
  治験を推進 
 ・細胞培養施設の基準の作成に向けた検討を推進 
 ・医薬品とは異なる再生・細胞医療の特性を踏まえた 
  新たな仕組みを構築 

（出所）「医療イノベーション5か年戦略」 首相官邸HP 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/5senryaku/index.html 

 

(出所）厚労省 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bp3v.html 
 

以下の点が、取り組むべき施策として掲げられている。 

 ・新たながん治療薬（がん免疫細胞治療、がんワクチン、抗体医薬）など創出すべく、 
  国際水準の治験などを推進 
 ・未承認薬などを用いた研究者主導臨床試験を実施するための基盤整備と研究施設内の 
  薬事支援部門の強化を推進 

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/5senryaku/index.html
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002bp3v.html
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重点施策③：外部環境の進展（産業界） 
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一般社団法人 再生医療イノベーションフォーラム(FIRM) 

◆目的 
 再生医療の研究成果を、社会に安全かつ安定的に提供できる体制を構築し、 
 多くの患者の根治と国益の確保、国際貢献を実現すること並びに社会の合意 
 形成に向けて再生医療産業化の道筋を示すこと 
◆設立 
 2011年6月17日 

（出所） 

一般社団法人再生医療イノベーションフォーラム 

hhttp://firm.or.jp/ 

●正会員 
  旭化成（株）、アステラス製薬（株）、ウェルタイムコーポレーション（株）、川崎重工業（株）、（株）ジャパン・ティッ 

       シュ・エンジニアリング、（株）セルシード、武田薬品工業（株）、大日本印刷（株）、テラ（株）、日本ケミカルリサーチ（株）、 

  （株）日立プラントテクノロジー、富士フイルム（株）、（株）メディネット、（ 株）理研セルテック、 オリンパス  （株）、 

     東京海上日動火災保険（株）、テルモ（株）、 三洋電機（株）、三井住友海上火災保険（株）、タカラバイオ（株）、  

     iＰＳアカデミアジャパン（株）、ロンザジャパン（株）、協和発酵キリン（株）、（株）ニッピ、（株）ムトウ、 

   （株）Ｔメディカルサービス、サイトリセラピューティクス（株）、帝人ファーマ（株）、アスビオファーマ（株） 

●代表理事･会長 

 戸田 雄三 （富士フイルム株式会社取締役常務執行役員） 

●理事・副会長 

 木村 佳司 （株式会社メディネット代表取締役）  

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/iryou/5senryaku/index.html
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重点施策③：アライアンスの深化 
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細胞科学研究所 

細胞培養液・培地 

2012年9月30日現在 

ナノキャリア 

DDS創薬 

東京海上日動 
火災保険 

国内の大手機関投資家 
細胞科学研究所 

細胞培養液・培地 

 PRISM Pharma  

P/P  Interaction 
ペプチド模倣技術 

レグイミューン 

免疫領域の医薬品 

MaxCyte 
（米国） 

セルローディング 
システム 

リプロセル 

iPS/ES細胞 

一般社団法人 

再生医療イノベー
ションフォーラム
(FIRM)(日本） The Alliance for 

Advanced  
Therapies  

(AAT)（欧州） 

The Alliance for 
Regenerative 

Medicine 
(ARM)(米国） 
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重点施策③：共創研究 
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R&D 

契約医療機関 

医療法人社団 滉志会 
瀬田クリニックグループ 

東京大学 

医学部附属
病院 

国立病院機構
大阪医療セン

ター 

九州大学 

先端医療イノベー
ションセンター 

海外 
研究機関 

デューク大学 

クイーンズ
ランド州立
大学 

中核医療機関 

国立がん研究センター 

東京大学 

順天堂大学 

金沢大学 

東京医科大学 

日本赤十字社 
医療センター 

横浜市立大学 

名古屋大学 

九州大学 

京都大学 

金沢先進医学
センター 

金沢大学 
附属病院 

：臨床研究中核病院 

（平成24年度厚生労働省） 

：早期・探索的臨床試験拠点
（平成24年度厚生労働省） 

＊既に共同研究を終了した研究施設も含みます 2012年9月30日現在 

シンガポール
国立大学 

豊見城中央病院 
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次の10年に向けた成長 

35 

Think Global,  
Act Local. 
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本日お話させていただくこと 

1. 2012年9月期 事業活動報告 

■2012年9月期事業活動報告 

■成長戦略の実現に向けた今後の取り組み  

2. 2012年9月期 業績報告 

■2012年9月期 業績報告 
 

■2013年9月期 通期業績予想 
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2012年9月期 決算ハイライト 

・設備投資は、有形固定資産のほか、無形固定資産のうちソフトウエアを含めています。 
   設備投資＝有形固定資産＋ソフトウエア                 
※1  2012年9月期の設備投資には、リース資産47百万円が含まれています。 
※2  2012年9月期の業績予想につきましては、2011年11月8日に公表した業績予想を2012年7月26日に修正しておりま
す。 
   

売上高 2,674 2,190 (483) -18.1% (460) -17.4%

営業利益 (303) (711) (407) - (311) -

経常利益 (353) (710) (357) - (310) -

当期純利益 (542) (624) (82) - (214) -

設備投資 ※1321 120 - - - -

減価償却費 154 212 - - - -

増減額
増減率
(%)

対当初業績予想

（2011年11月8日公表）※22012年9月期 対前年同期比

実績
(b)

増減額
(b)-(a)

増減率
(%)

（単位：百万円）

2011年9月期

前年同期実績
(a)
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売上高・利益（前年同期比） 

売上高 
 

免疫細胞療法総合支援サービス
売上が前年同期を下回り、 
前年同期比18.1％（-483百万
円）減。 
 
 

営業損失 
 
(前年同期比）    
・売上総利益        -527百万円 
・販売費及び 
 一般管理費減    +120百万円 
 営業損失           -407百万円 
 
 

経常損失 
 

(前年同期比)  
・営業利益       -407百万円 
・受取利息            +12百万円 
・為替差損益         +24百万円 
・株式交付費         +19百万円 
・投資事業組合 
 運用損益         -8百万円 
・その他                +3百万円 
  経常損失        -357百万円 
 
 

当期純損失 
 

(前年同期比) 
 

・経常利益       -357百万円 
・投資有価証券売却益 
         +118百万円 
・資産除去債務会 
 計基準の適用に 
 伴う影響額         +20百万円
・減損損失       -10百万円 
・投資有価証券 
 評価損益         -8百万円     
・法人税等調整額    
                        +155百万円 
当期純損失           -82百万円 
 

2,674

2,190

0

600

1,200

1,800

2,400

3,000
（百万円）

売上高 

-303
-353

-542

-711 -710
-624

-800

-600

-400

-200

0
（百万円）

営業損失 経常損失 当期純損失 

■2011年9月期   ■2012年9月期 
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営業損失増減の内訳（前年同期比） 

-900

-800

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

（711） 

（百万円） 

（303） 

（527） 

研
究
費
の

増
加 

（47） 

2011年9月期 2012年9月期 

（37） 

-407 

 

売
上
総
利
益

の
減
少 

204 

一
般
管
理
費

の
増
加 

販
売
費
の

減
少 
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2,500 

2,750 

3,000 

3,250 

3,500 

3,750 

4,000 

1Q 2Q 3Q 4Q

2011年9月期
(FY2010)

2012年9月期
(FY2011)

200 

250 

300 

350 

400 

450 

500 

1Q 2Q 3Q 4Q

2011年9月期
(FY2010)

2012年9月期
(FY2011)

患者数および細胞加工件数 

（人） 

患者数 

細胞加工件数 
（件） 

2012年9月30日現在 

2012年9月期 
4Q 
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2012年9月期 
4Q 
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0

400

800

1,200

1,600

2,000

0

4,000

8,000

12,000

16,000

20,000

2007年9月期 2008年9月期 2009年9月期 2010年9月期 2011年9月期 2012年9月期

2012年9月30日現在 

細胞加工件数 累計 約121,000件 

患者数 累計 約15,000人） 

（
細
胞
加
工
件
数
） 

（
患
者
数
） 

（件） （人） 
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患者数および細胞加工件数の推移 

：上半期 ：下半期 
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2013年9月期 通期業績予想 

売上高 2,190 2,400 210 9.5%

営業利益 (711) (620) 91 　－

経常利益 (710) (620) 90 －

当期純利益 (624) (630) (6) －

（単位：百万円）

実績

2013年9月期

予想 増減額

対前年同期比

増減率

2012年9月期

42 
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（参考）連結損益計算書および連結包括利益計算書 
      2011年10月1日～2012年9月30日（要旨） 

区　　分 金　　額 構成比

売上高 2,190 100.0

売上原価 1,038 47.4

　　売上総利益 1,152 52.6

販売費及び一般管理費 1,863 85.1

　（研究開発費） 515

　（販売費） 424

　（一般管理費） 923

　　営業損失 (711) -32.5

営業外収益 34 1.6

営業外費用 33 1.5

　　経常損失 (710) -32.4

特別利益 118 5.4

特別損失 23 1.1

　　税金等調整前当期純損失 (615) -28.1

法人税、住民税及び事業税 11 0.5

法人税等調整額 (1) -0.1

少数株主損益調整前当期純損失 (624)

当期純損失 (624) -28.5

（金額：百万円未満切捨） 連結損益計算書 

区　　分 金　　額

少数株主損益調整前当期純損失 (624)

　　その他有価証券評価差額金 61

　　その他の包括利益合計 61

包括利益 (563)

　(内訳）

　　親会社株主に係る包括利益 (563)

　　少数株主に係る包括利益 －

（金額：百万円未満切捨） 連結包括利益計算書 
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（参考）連結貸借対照表（要旨） 2012年9月30日 

区　　分 金　　額 構成比 区　　分 金　　額 構成比

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産 4,395 60.1    流 動 負 債 1,198 16.4

買 掛 金 119

現 金 及 び 預 金 1,521 短 期 借 入 金 800

リ ー ス 債 務 15

売 掛 金 377 未 払 金 154

未 払 法 人 税 等 19

有 価 証 券 2,099 賞 与 引 当 金 59

そ の 他 30

原 材 料 及 び 貯 蔵 品 131 固 定 負 債 1,192 16.3

新 株 予 約 権 付 社 債 1,000

そ の 他 264 リ ー ス 債 務 34

繰 延 税 金 負 債 76

固 定 資 産 2,918 39.9    資 産 除 去 債 務 78

そ の 他 3

有 形 固 定 資 産 488 負 債 合 計 2,391 32.7

（純資産の部）

無 形 固 定 資 産 249 資 本 金 3,631 49.6

資 本 剰 余 金 5,043

投 資 そ の 他 の 資 産 2,179 利 益 剰 余 金 (3,869)

その他有価証券評価差額金 117

純 資 産 合 計 4,922 67.3

資 産 合 計 7,313 100.0  負 債 純 資 産 合 計 7,313 100.0

（金額：百万円未満切捨） 



この資料は、投資者に対する情報提供を目的として将来の事業計画等を記載したものであって、投資勧誘を目
的としたものではありません。当社の事業計画に対する評価及び投資に関する決定は、投資者ご自身の判断
において行われますようお願いいたします。 

この資料に記載されている当社の現在の計画、見通し、戦略、確信等のうち歴史的事実でないものは、
将来の事業に関する見通しであり、これらは、現在入手可能な情報から得られた当社の経営陣の現時点
における判断に基づいており、顕在化・潜在的なリスクや不確実性が含まれております。従いまして、
これらの見通しに全面的に依拠することは控えるようお願い致します。 
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