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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第１四半期の業績（2020年11月１日～2021年１月31日）

（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 ％

2021年10月期第１四半期 622 40.1 180 44.6 180 46.5 113 45.9

2020年10月期第１四半期 444 - 124 - 123 - 77 -
　

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

2021年10月期第１四半期 18.40 17.68

2020年10月期第１四半期 13.11 12.25
　

（注）１.当社は、2020年11月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首
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及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
を算定しております。

２.2019年10月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、2020年10月期第１四半期の対
前年同四半期増減率を記載しておりません。

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年10月期第１四半期 2,446 2,158 88.0

2020年10月期 2,352 2,042 86.7
(参考) 自己資本 2021年10月期第１四半期 2,153百万円 2020年10月期 2,039百万円

　

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

2020年10月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年10月期 －

2021年10月期(予想) 0.00 － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　　

３．2021年10月期の業績予想（2020年11月１日～2021年10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 2,539 36.9 573 37.9 570 38.1 356 30.0 57.88

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
　

　　



※ 注記事項

（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

　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
　

　

（３）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) 2021年10月期１Ｑ 6,162,000株 2020年10月期 6,146,400株

② 期末自己株式数 2021年10月期１Ｑ 129株 2020年10月期 129株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年10月期１Ｑ 6,148,305株 2020年10月期１Ｑ 5,914,956株
　

（注）当社は、2020年11月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に
当該株式分割が行われたと仮定して、「期末発行済株式総数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意）
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法的であると判
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。

(決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）
当社は、2021年３月15日（月）に、オンラインによる投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当社は、2014年11月の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」及び「医薬品、医療機器等の品質、有効性及

び安全性の確保等に関する法律」施行を踏まえ、再生医療関連事業の産業化推進と同業での新たな価値創出を目指し、

2015年11月に創設され、当事業年度は第６期となります。

当第１四半期累計期間は、新型コロナウイルス第３波の流行再拡大により東京都を含む一部都府県に緊急事態宣言

が発出されるなどありましたが、当社におきましては、提携医療機関数や加工受託件数は引き続き堅調に伸長、加工

受託サービスを中心に売上は順調に拡大いたしました。また、業容拡大やアカデミアとの共同研究の強化などにより

人件費、業務委託費、研究開発費を中心にコストも増加いたしましたが、効率的な経営を維持した結果、売上高営業

利益率（営業利益率）は改善いたしました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は622,683千円（前年同期比40.1％増）、売上総利益は449,245千円

（前年同期比41.7％増）、販売費及び一般管理費は269,024千円（前年同期比39.9％増）、営業利益は180,221千円

（前年同期比44.6％増）、経常利益は180,813千円（前年同期比46.5％増）、四半期純利益は113,112千円（前年同期

比45.9％増）となりました。

なお、当社が経営上の主要係数としてモニタリングしている加工受託サービス又はコンサルティングサービスの契

約を締結した「提携医療機関数」、脂肪由来幹細胞加工受託サービスと血液由来加工受託サービスを合計した「加工

受託件数」及び「営業利益率」の各数値、並びにサービス分類別の売上高は以下のとおりとなっております。

前第１四半期

累計期間

当第１四半期

累計期間

前年同期比

提携医療機関数（期末） 345院 653院 ＋308院

加工受託件数 1,922件 3,067件 ＋1,145件

営業利益率 28.0% 28.9% ＋0.9 point

(サービス分類別売上高)

加工受託サービス 258,140千円 381,331千円 ＋47.7%

コンサルティングサービス 36,338千円 75,434千円 ＋107.6%

医療機器販売 110,044千円 135,964千円 ＋23.6%

化粧品販売その他 39,905千円 29,952千円 △24.9%

（２）財政状態に関する説明

① 資産

当第１四半期会計期間末における総資産は2,446,754千円と前事業年度末から94,618千円増加いたしました。こ

れは主に、前渡金の増加などによる流動資産その他が34,412千円増加したこと及び投資その他の資産が31,247千

円増加したことによるものであります。

② 負債

当第１四半期会計期間末における負債は288,073千円と前事業年度末から21,555千円減少いたしました。これは

主に、未払法人税等が35,191千円減少した一方で、賞与引当金が15,789千円増加したことによるものでありま

す。

③ 純資産

当第１四半期会計期間末の純資産は、資本金422千円及び資本準備金が422千円増加したことに加え、主に四半

期純利益113,112千円の計上により、前事業年度末から116,173千円増加し、2,158,681千円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2021年10月期の業績予想につきましては、2020年12月14日に公表いたしました予測値から変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年10月31日)

当第１四半期会計期間
(2021年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,757,015 1,777,076

売掛金 227,517 225,804

商品及び製品 84,550 79,891

仕掛品 17,962 18,690

原材料及び貯蔵品 29,816 39,588

その他 51,650 86,062

貸倒引当金 △2,602 △2,756

流動資産合計 2,165,911 2,224,357

固定資産

有形固定資産 82,852 86,236

無形固定資産 5,467 7,007

投資その他の資産

その他 102,605 133,852

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 97,905 129,152

固定資産合計 186,225 222,397

資産合計 2,352,136 2,446,754

負債の部

流動負債

買掛金 29,878 36,079

未払法人税等 107,948 72,757

賞与引当金 － 15,789

受注損失引当金 109 331

その他 170,594 162,839

流動負債合計 308,531 287,797

固定負債

その他 1,097 275

固定負債合計 1,097 275

負債合計 309,629 288,073

純資産の部

株主資本

資本金 672,818 673,240

資本剰余金 582,818 583,240

利益剰余金 784,938 898,051

自己株式 △642 △642

株主資本合計 2,039,932 2,153,889

新株予約権 2,574 4,791

純資産合計 2,042,507 2,158,681

負債純資産合計 2,352,136 2,446,754
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 2019年11月１日
　至 2020年１月31日)

当第１四半期累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年１月31日)

売上高 444,428 622,683

売上原価 127,448 173,437

売上総利益 316,979 449,245

販売費及び一般管理費 192,354 269,024

営業利益 124,624 180,221

営業外収益

助成金収入 － 1,000

雑収入 48 －

営業外収益合計 48 1,000

営業外費用

支払利息 85 48

株式交付費 869 9

為替差損 282 350

営業外費用合計 1,237 407

経常利益 123,436 180,813

税引前四半期純利益 123,436 180,813

法人税、住民税及び事業税 43,922 67,197

法人税等調整額 1,983 502

法人税等合計 45,906 67,700

四半期純利益 77,529 113,112
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社は、「再生医療関連事業」のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略

しております。

（報告セグメントの変更等に関する事項）

当社は従来、「再生医療関連事業」及び「コンシューマー事業」の２事業を報告セグメントとしておりました

が、当第１四半期会計期間より「再生医療関連事業」の単一セグメントに変更しております。

コンシューマー事業におきましては、前事業年度に美顔器の仕入販売を終了し、再生医療関連分野での知見を

活かしたシグナリフトブランド化粧品の製造販売のみとなったことから、当社の経営資源の配分や経営管理体制

の共通化により当社サービスを複合、付加価値の高い事業機会の獲得に繋げていくために、報告セグメントにつ

きましても「再生医療関連事業」の単一セグメントが適切であると判断したことによるものであります。

この変更により、当社は単一セグメントになることから、当第１四半期会計期間よりセグメント情報の記載を

省略しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


