
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 
 
  

 
(注) 当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記では、当該株

式分割の影響を考慮し、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益
を算定しております。 

  

   

 
   

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 1  直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

2 当社は、平成24年９月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年４月期第３四半期の連結業績（平成24年５月１日～平成25年１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)

事業収益 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 ％

25年４月期第３四半期 0 △100.0 △706 ― △696 ― △697 ―

24年４月期第３四半期 400 ― △98 ― △149 ― △150 ―

(注) 包括利益 25年４月期第３四半期 △699百万円( ―％) 24年４月期第３四半期 △148百万円( ―％)

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

25年４月期第３四半期 △75 .43 ―

24年４月期第３四半期 △18 .48 ―

（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 ％

25年４月期第３四半期 3,017 2,317 75.9

24年４月期 3,054 2,887 93.9

(参考) 自己資本 25年４月期第３四半期 2,288百万円 24年４月期 2,868百万円

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４月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00

25年４月期 ― 0 .00 ―

25年４月期(予想) 0 .00 0 .00

３．平成25年４月期の連結業績予想（平成24年５月１日～平成25年４月30日）
(％表示は、対前期増減率)

事業収益 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 1,850 67.1 152 △57.0 160 △48.3 130 △57.8 14 .10



  

 

 

 
（注）当社は、平成24年９月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。 

  

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、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おりま

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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３ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)          、除外  ―社 (社名)

（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) 25年４月期３Ｑ 9,432,000株 24年４月期 9,177,600株

② 期末自己株式数 25年４月期３Ｑ 56株 24年４月期 56株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年４月期３Ｑ 9,243,605株 24年４月期３Ｑ 8,124,915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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① 業績の状況  

当第３四半期連結累計期間における世界経済は、欧州政府債務危機やアメリカにおける財政問題等

により景気が下振れするリスクがあり、弱い回復が続いているものの、アジア地域等を中心に底堅さ

も見られました。また国内経済においても、景気は弱い動きとなっているものの、輸出環境の改善や

経済対策の効果等を背景に、一部に下げ止まりの兆しも見られました。 

このような状況のもと、当社グループは主要技術である自己組織化ペプチド技術による医療製品の

開発に引き続き注力しております。 

第１パイプラインの吸収性局所止血材（ＴＤＭ-621）については、製造販売承認申請に係る、独立

行政法人医薬品医療機器総合機構（ＰＭＤＡ）による審査が継続しております。また、製品化に向け

た生産体制の整備の 終段階を迎える一方、扶桑薬品工業株式会社と科研製薬株式会社の間でＴＤ

Ｍ-621の販売を許諾する準独占的販売権許諾契約が締結されたことにより販売体制の強化が図られ、

上市に向けた体制構築を確実に進めております。 

さらに、ＴＤＭ-621の海外展開については、米国では、米国食品医薬品局（ＦＤＡ）にＩＤＥ

（Investigational Device Exemption：日本の治験計画届に相当）の申請を行い、欧州では、ＣＥマ

ーク取得申請を予定しております。韓国及び台湾へのブリッジングに向けた準備も、引き続き事業パ

ートナーと協力し進めております。 

第２パイプラインの歯槽骨再建材（ＴＤＭ-711）については、当社米国子会社にて、平成24年２月

から臨床試験を実施しており、プロトコールで規定した15症例の施術が完了し、経過観察の実施中で

あります。今後、それらの結果をもとにＦＤＡと次の段階の協議をいたします。 

そのほか、並行して研究開発を進めている上記に続くパイプラインとしては、粘膜隆起材（ＴＤ

Ｍ-641）及び血管塞栓材（ＴＤＭ-631）等がありますが、ＴＤＭ-641については、臨床試験の開始に

向けた準備を進めております。 

② 経営成績 

当第３四半期連結累計期間の事業収益は13千円（前年同四半期比399,986千円減少）、経常損失

696,254千円（前年同四半期は経常損失149,416千円）、四半期純損失697,284千円（前年同四半期は

四半期純損失150,134千円）となりました。また、いずれも平成25年２月１日に発表いたしました平

成25年４月期の業績予想より大きな乖離は生じておりません。 

  

当第３四半期連結会計期間における総資産は3,017,321千円（前連結会計年度末比37,527千円の減

少）となりました。 

流動資産につきましては、2,482,805千円（同17,976千円の減少）となりました。これは主に、現金

及び預金の増加353,910千円及びたな卸資産の増加110,544千円があるものの、売掛金の減少532,297千

円及び流動資産のその他に含まれる未収入金の減少54,079千円によるものです。 

  固定資産につきましては、534,516千円（同19,551千円の減少）となりました。これは主に、本社増

床等による有形固定資産の増加15,095千円及び特許権の取得等に伴う無形固定資産その他の増加7,437

千円、投資その他の資産に含まれる長期前払費用の増加7,038千円があるものの、無形固定資産である

のれん償却額による減少52,500千円によるものです。 

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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負債につきましては、699,607千円（同532,669千円の増加）となりました。これは主に、短期借入金

の増加500,000千円によるものです。 

純資産につきましては、2,317,713千円（同570,196千円の減少）となりました。これは主に四半期純

損失による利益剰余金の減少697,284千円によるものです。 

  

平成25年２月１日に発表いたしました平成25年４月期の業績予想に変更はございません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年４月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,757,900 2,111,810

売掛金 532,297 －

たな卸資産 25,102 135,647

その他 185,480 235,346

流動資産合計 2,500,781 2,482,805

固定資産   

有形固定資産 87,680 102,776

無形固定資産   

のれん 396,668 344,168

その他 40,154 47,591

無形固定資産合計 436,823 391,760

投資その他の資産 29,564 39,980

固定資産合計 554,067 534,516

資産合計 3,054,849 3,017,321

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 500,000

未払法人税等 9,748 1,752

その他 102,377 152,072

流動負債合計 112,125 653,825

固定負債   

その他 54,813 45,782

固定負債合計 54,813 45,782

負債合計 166,938 699,607

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,069,600 2,129,650

資本剰余金 2,059,600 2,119,650

利益剰余金 △1,287,880 △1,985,164

自己株式 △59 △59

株主資本合計 2,841,260 2,264,076

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 27,373 24,853

その他の包括利益累計額合計 27,373 24,853

新株予約権 19,276 28,783

純資産合計 2,887,910 2,317,713

負債純資産合計 3,054,849 3,017,321
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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23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

事業収益   

売上高 － 13

研究開発事業収益 400,000 －

事業収益合計 400,000 13

事業費用   

売上原価 － 1

研究開発費 131,310 272,213

販売費及び一般管理費 366,840 434,600

事業費用合計 498,151 706,815

営業損失（△） △98,151 △706,802

営業外収益   

受取利息 149 180

為替差益 － 20,276

消費税差益 315 －

その他 59 35

営業外収益合計 525 20,492

営業外費用   

支払利息 － 4,548

支払手数料 4,504 4,536

株式交付費 14,385 554

支払報酬 25,642 －

為替差損 7,258 －

その他 － 303

営業外費用合計 51,790 9,944

経常損失（△） △149,416 △696,254

税金等調整前四半期純損失（△） △149,416 △696,254

法人税、住民税及び事業税 712 712

法人税等調整額 5 317

法人税等合計 717 1,029

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △150,134 △697,284

四半期純損失（△） △150,134 △697,284
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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23年５月１日 
 至 平成24年１月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
 至 平成25年１月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △150,134 △697,284

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,997 △2,519

その他の包括利益合計 1,997 △2,519

四半期包括利益 △148,137 △699,803

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △148,137 △699,803

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24年５月１日 至 平成25年１月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成24年５月１日 至 平成25年１月31日） 

当社グループは、単一セグメント(医療製品事業)のため記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間(自  平成24年５月１日  至  平成25年１月31日) 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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