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(百万円未満切捨て)

１．2021年10月期第３四半期の業績（2020年11月１日～2021年７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３四半期 2,104 60.4 678 168.5 691 176.7 428 170.4

2020年10月期第３四半期 1,311 11.9 252 10.9 250 12.2 158 8.7
　

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３四半期 69.43 66.89

2020年10月期第３四半期 26.47 24.87
　

（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）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３四半期 2,999 2,489 82.6

2020年10月期 2,352 2,042 86.7
(参考) 自己資本 2021年10月期第３四半期 2,477百万円 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 － 0.00 －
2021年10月期(予想) 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 2,810 51.5 759 82.9 771 86.9 474 73.0 76.80
(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３Ｑ 6,187,800株 2020年10月期 6,146,400株

② 期末自己株式数 2021年10月期３Ｑ 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３Ｑ 6,167,121株 2020年10月期３Ｑ 5,983,123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９月10日（金）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３四半期累計期間は、新型コロナウイルスの感染再拡大により東京都を含む複数の都道府県に緊急事態宣言や

まん延防止等重点措置の適用などがありましたが、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、業容拡大やパートナーとの関係強化

などにより人件費、研究開発費を中心にコストも増加しておりますが、効率的な経営を維持した結果、高い売上高営

業利益率（営業利益率）を継続しております。

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は2,104,265千円（前年同期比60.4％増）、売上総利益は1,498,393千

円（前年同期比70.8％増）、販売費及び一般管理費は819,683千円（前年同期比31.2％増）、営業利益は678,710千円

（前年同期比168.5％増）、経常利益は691,692千円（前年同期比176.7％増）、四半期純利益は428,201千円（前年同

期比170.4％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売上高の四半期（３ヶ月）推移は以下のとおりとな

っております。

（金額単位：千円）

2020/10期

第３四半期

2020/10期

第４四半期

2021/10期

第１四半期

2021/10期

第２四半期

2021/10期

第３四半期

直前四半期

対比

提携医療機関数（期末） 468院 550院 653院 767院 910院 ＋143院

加工受託件数 2,046件 2,529件 3,067件 3,690件 4,091件 ＋401件

営業利益率 15.3% 29.9% 28.9% 33.6% 33.6% ＋0.0point

(サービス分類別売上高)

加工受託サービス 231,626 306,715 381,331 429,206 495,540 ＋15.5%

コンサルティングサービス 52,398 67,129 75,434 82,954 83,721 ＋0.9%

医療機器販売 97,045 127,635 135,964 176,459 143,075 △18.9%

化粧品販売その他 44,600 41,988 29,952 31,821 38,802 ＋21.9%

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

当第３四半期会計期間末における総資産は2,999,226千円と前事業年度末から647,089千円増加いたしました。

これは主に、現金及び預金が330,231千円増加したこと及び投資有価証券の増加などによる投資その他の資産その

他が180,772千円増加したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期会計期間末における負債は509,900千円と前事業年度末から200,271千円増加いたしました。これ

は主に、未払法人税等が108,592千円増加したこと及び賞与引当金が49,556千円増加したことによるものでありま

す。

（純資産）

当第３四半期会計期間末の純資産は、資本金4,705千円及び資本準備金が4,705千円増加したことに加え、四半

期純利益428,201千円の計上により、前事業年度末から446,818千円増加し、2,489,325千円となりました。

（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、2021年６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３四半期会計期間
(2021年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,757,015 2,087,246

売掛金 227,517 280,220

商品及び製品 84,550 109,263

仕掛品 17,962 21,940

原材料及び貯蔵品 29,816 41,465

その他 51,650 77,249

貸倒引当金 △2,602 △3,205

流動資産合計 2,165,911 2,614,180

固定資産

有形固定資産 82,852 96,950

無形固定資産 5,467 9,417

投資その他の資産

その他 102,605 283,378

貸倒引当金 △4,700 △4,700

投資その他の資産合計 97,905 278,678

固定資産合計 186,225 385,045

資産合計 2,352,136 2,999,226

負債の部

流動負債

買掛金 29,878 52,067

未払法人税等 107,948 216,540

賞与引当金 － 49,556

受注損失引当金 109 411

その他 170,594 180,324

流動負債合計 308,531 498,900

固定負債

その他 1,097 11,000

固定負債合計 1,097 11,000

負債合計 309,629 509,900

純資産の部

株主資本

資本金 672,818 677,523

資本剰余金 582,818 587,523

利益剰余金 784,938 1,213,140

自己株式 △642 △642

株主資本合計 2,039,932 2,477,544

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △89

評価・換算差額等合計 － △89

新株予約権 2,574 11,869

純資産合計 2,042,507 2,489,325

負債純資産合計 2,352,136 2,999,226
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2019年11月１日
　至 2020年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年11月１日
　至 2021年７月31日)

売上高 1,311,961 2,104,265

売上原価 434,453 605,872

売上総利益 877,508 1,498,393

販売費及び一般管理費 624,718 819,683

営業利益 252,790 678,710

営業外収益

受取利息 7 1

補助金収入 － 15,557

その他 79 3,177

営業外収益合計 86 18,736

営業外費用

支払利息 228 117

為替差損 1,742 1,666

投資事業組合運用損 － 3,692

その他 887 278

営業外費用合計 2,857 5,754

経常利益 250,019 691,692

税引前四半期純利益 250,019 691,692

法人税、住民税及び事業税 87,892 275,906

法人税等調整額 3,740 △12,415

法人税等合計 91,633 263,490

四半期純利益 158,385 428,201
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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、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、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）

（株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更）

当社は、2021年９月10日の取締役会において、株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更を行うことを決議い

たしました。

（１）株式分割の目的

株式分割を行うことで、当社株式の投資単位あたりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様がより投資

しやすい環境を整え、投資家層の拡大と当社株式の流動性の向上を図ることを目的としております。

（２）株式分割の概要

①分割方法

2021年10月31日を基準日（同日は株主名簿管理人の休業日につき、実質的には2021年10月29日）として、同

日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を、１株につき３株の割合をもって分割い

たします。

②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 6,187,800株

今回の分割により増加する株式数 12,375,600株

株式分割後の発行済株式総数 18,563,400株

株式分割後の発行可能株式総数 51,840,000株

(注）上記は2021年７月31日現在の発行済株式総数に基づくものであり、2021年８月１日から株式分割の基準

日までの間に新株予約権の行使等により増加する株式数は含まれておりません。

③分割の日程

基準日公告日 2021年10月15日

基準日 2021年10月31日

効力発生日 2021年11月１日
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(注）上記の基準日は、株式名簿管理人の休業日につき、実質的には2021年10月29日であります。

④１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりです。

項目
前第３四半期累計期間
(自 2019年11月１日
至 2020年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)

１株当たり四半期純利益 8.82円 23.14円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 8.29円 22.30円

（３）株式分割に伴う定款の一部変更

①定款変更の理由

今回の株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2021年11月１日をもって、当社定款第６条の

発行可能株式総数を変更いたします。

②定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）

現行定款 変更後の定款

（発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、1,728万

株とする。

（発行可能株式総数）

第６条 当会社の発行可能株式総数は、5,184万

株とする。

③定款変更の日程

効力発生日 2021年11月１日

（４）その他

①資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。

②新株予約権の行使価額の調整

今回の株式分割に伴い、当社発行の新株予約権の１株当たり行使価額を2021年11月１日以降、以下のとおり

調整いたします。

名称 調整前行使価額 調整後行使価額

第２回新株予約権 41円 14円

第３回新株予約権 60円 20円

第４回新株予約権 60円 20円

第５回新株予約権 617円 206円

第６回新株予約権 3,534円 1,178円

第７回新株予約権 10,400円 3,467円

第８回新株予約権 9,610円 3,204円

　


