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(百万円未満切捨て)

１．平成26年４月期第１四半期の連結業績（平成25年５月１日～平成25年７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 ％

26年４月期第１四半期 47 100.0 △320 ― △340 ― △340 ―

25年４月期第１四半期 0 △100.0 △225 ― △231 ― △232 ―

(注) 包括利益 26年４月期第１四半期 △342百万円( ―％) 25年４月期第１四半期 △231百万円( ―％)

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

26年４月期第１四半期 △17 .90 ―

25年４月期第１四半期 △12 .62 ―

（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 ％

26年４月期第１四半期 4,765 4,068 84.4

25年４月期 3,020 2,065 67.3

(参考) 自己資本 26年４月期第１四半期 4,022百万円 25年４月期 2,031百万円

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

25年４月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00

26年４月期 ―

26年４月期(予想) 0 .00 ― 0 .00 0 .00

３．平成26年４月期の連結業績予想（平成25年５月１日～平成26年４月30日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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 4,178 ― 1,658 ― 1,646 ― 1,491 ― 75 .97



(注)  当社は、平成24年９月１日付及び平成25年６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。そのため、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発行済株式数（普
通株式）を算定しております。 

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

せん。 

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２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) 26年４月期１Ｑ 19,631,600株 25年４月期 18,936,000株

② 期末自己株式数 26年４月期１Ｑ 112株 25年４月期 112株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年４月期１Ｑ 19,049,362株 25年４月期１Ｑ 18,389,575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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当第１四半期連結累計期間において、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。 

吸収性局所止血材（ＴＤＭ-621）について、日本国内においては、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。米国においては、臨床試

験に向けた準備を進めております。欧州においては、ＣＥマークの取得に向け、６月末に申請資料の提

出を完了し、第三者認証機関による審査が開始されております。その他の地域については、平成25年５

月に当社のシンガポール子会社3-D Matrix Asia Pte. Ltd.（3DMA）がインドネシアPT. Teguhsindo

LestaritamaとインドネシアにおけるＴＤＭ-621の独占販売権許諾契約を締結し、契約一時金を計上し

ました。 

歯槽骨再建材（ＴＤＭ-711）については、米国においてプロトコールで規定した15症例の施術が完了

し、経過観察を実施しております。当該経過観察の結果をもとに米国食品医薬品局（ＦＤＡ）と協議を

進めております。 

粘膜隆起材（ＴＤＭ-641）については、臨床試験の開始に向け、ＰＭＤＡとの協議を進めておりま

す。 

このような結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきましては、事業収益は47,897千円（前年同

四半期比47,897千円増加）、経常損失340,583千円（前年同四半期は経常損失231,882千円）、四半期純

損失340,958千円（前年同四半期は四半期純損失232,120千円）となりました。 

当第１四半期連結会計期間における総資産は4,765,283千円（前連結会計年度末比1,744,845千円増

加）となりました。 

流動資産につきましては、4,235,024千円（同1,751,044千円増加）となりました。これは主に、現金

及び預金の増加1,458,374千円及びたな卸資産の増加204,699千円によるものです。 

固定資産につきましては、530,259千円（同6,198千円減少）となりました。これは主に、投資その他

の資産に含まれる長期前払費用の増加4,052千円及び敷金の増加3,984千円があるものの、無形固定資産

に含まれるのれん償却額による減少17,500千円によるものです。 

負債につきましては、696,299千円（同258,512千円減少）となりました。これは主に、流動負債に含

まれております短期借入金の減少300,000千円によるものです。 

純資産の部につきましては、4,068,984千円（同2,003,358千円増加）となりました。これは主に、公

募増資による資本金の増加1,166,522千円及び資本剰余金の増加1,166,474千円によるものです。 

平成25年６月13日に発表いたしました平成26年４月期の業績予想に変更はございません。 

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

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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25年４月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年７月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,033,363 3,491,737

売掛金 － 50,000

たな卸資産 260,703 465,403

その他 189,912 227,883

流動資産合計 2,483,979 4,235,024

固定資産

有形固定資産 106,629 106,955

無形固定資産

のれん 326,668 309,168

その他 56,605 59,583

無形固定資産合計 383,273 368,752

投資その他の資産 46,554 54,551

固定資産合計 536,457 530,259

資産合計 3,020,437 4,765,283

負債の部

流動負債

短期借入金 800,000 500,000

未払法人税等 3,647 3,703

その他 109,017 153,595

流動負債合計 912,664 657,298

固定負債

その他 42,146 39,001

固定負債合計 42,146 39,001

負債合計 954,811 696,299

純資産の部

株主資本

資本金 2,139,400 3,305,922

資本剰余金 2,129,400 3,295,874

利益剰余金 △2,266,212 △2,606,963

自己株式 △59 △59

株主資本合計 2,002,528 3,994,774

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 29,417 27,665

その他の包括利益累計額合計 29,417 27,665

新株予約権 33,680 46,543

純資産合計 2,065,625 4,068,984

負債純資産合計 3,020,437 4,765,283
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
至 平成25年７月31日) 

事業収益

研究開発事業収益 － 47,897

事業収益合計 － 47,897

事業費用

研究開発費 91,670 146,410

販売費及び一般管理費 134,086 222,480

事業費用合計 225,757 368,890

営業損失（△） △225,757 △320,992

営業外収益

受取利息 20 35

為替差益 － 25

補助金収入 － 1,099

その他 8 8

営業外収益合計 29 1,168

営業外費用

支払利息 1,054 3,529

支払手数料 1,512 1,512

株式交付費 90 15,661

為替差損 3,497 －

その他 － 56

営業外費用合計 6,154 20,759

経常損失（△） △231,882 △340,583

税金等調整前四半期純損失（△） △231,882 △340,583

法人税、住民税及び事業税 237 237

法人税等調整額 1 137

法人税等合計 238 374

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △232,120 △340,958

四半期純損失（△） △232,120 △340,958
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四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年５月１日 
至 平成24年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年５月１日 
至 平成25年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △232,120 △340,958

その他の包括利益

為替換算調整勘定 600 △1,751

その他の包括利益合計 600 △1,751

四半期包括利益 △231,520 △342,709

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △231,520 △342,709

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７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１四半期連結累計期間(自  平成25年５月１日  至  平成25年７月31日) 

当社は、平成25年７月23日を払込期日とする公募による新株式発行を行いました。この結果、当第１

四半期連結累計期間において資本金が1,144,687千円、資本準備金が1,144,687千円増加し、当第１四半

期連結会計期間末において資本金が3,305,922千円、資本剰余金が3,295,874千円となっております。 

  

（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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