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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第11期中 第12期中 第13期中 第11期 第12期

会計期間

自平成25年
　４月１日
至平成25年
　９月30日

自平成26年
　４月１日
至平成26年
　９月30日

自平成27年
　４月１日
至平成27年
　９月30日

自平成25年
　４月１日
至平成26年
　３月31日

自平成26年
　４月１日
至平成27年
　３月31日

売上高 （千円） － 5,172 2,466 21,497 16,400

経常損失（△） （千円） － △51,103 △42,917 △71,163 △105,075

中間（当期）純損失（△） （千円） － △51,411 △43,373 △71,736 △105,696

持分法を適用した場合の投資

利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） － 101,587 133,945 32,612 133,945

発行済株式総数 （株） － 2,989,200 3,454,300 2,099,200 3,454,300

純資産額 （千円） － 97,400 64,617 10,862 107,831

総資産額 （千円） － 141,616 99,559 60,588 151,998

１株当たり純資産額 （円） － 32.58 18.71 5.17 31.22

１株当たり中間（当期）純損

失金額（△）
（円） － △24.16 △12.56 △34.50 △39.78

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額
（円） － － － － －

１株当たり配当額 （円） － － － － －

自己資本比率 （％） － 68.8 64.7 17.9 70.9

営業活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － △37,346 △44,748 △82,166 △99,706

投資活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － － － － －

財務活動によるキャッシュ・

フロー
（千円） － 128,734 △1,982 78,423 191,547

現金及び現金同等物の中間期

末（期末）残高
（千円） － 129,694 83,417 38,307 130,148

従業員数
（人）

－ 6 6 5 5

（外、平均臨時雇用者数） (－) (1.0) (2.0) (1.0) (1.5)

（注）１．当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移について

は掲載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額については、潜在株式が存在するものの１株当たり中間

（当期）純損失であるため記載しておりません。

５．１株当たり配当額については、配当を行っていないため記載しておりません。

６．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は、期中の平均人員を（　）外数で記載しております。

７．当社は第12期中から半期報告書を提出しているため、第11期中は記載しておりません。
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８．平成25年６月27日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行いましたが、第11期の期首に当該株式分割

が行われたと仮定して、１株当たり純資産額及び１株当たり中間（当期）純損失金額を算定しております。

 

２【事業の内容】

　当中間会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

 

３【関係会社の状況】

　当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

 

４【従業員の状況】

(1）提出会社の状況

成27年９月30日現在
 

従業員数（名）
6

（2.0）

（注）１．従業員数は就業人員（従業員兼務取締役を除く）であり、臨時雇用者数（人材会社からの派遣社員のみ）

は、当中間会計期間の平均人員を（　）外数で記載しております。

２．当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　当中間会計期間におけるわが国経済は、異次元とも称された金融緩和策による円安が定着し、輸出産業を中心に

景気は緩やかな回復基調にある反面、国内消費には一部停滞も見られます。また円安等による外国人旅行者による

いわゆるインバウンド景気は一時的な要素が強く、さらに中国経済の大幅減速など、依然として先行き不透明な状

況が続いております。

　一方、当社が業を営む医療業界においては、平成26年11月の薬事法大改正（薬機法の施行）と新たな再生医療法

の施行により新薬や再生医薬品の承認期間の短縮等が期待されるところですが、医療機器についてはまだ目立った

動きは出ておらず、また国民総医療費は今後も増加が見込まれ国家財政を引き続き圧迫することが予想されること

から、公的医療保険点数の引き下げ圧力など、業界を取り巻く経営環境は厳しい状況が続いております。

　このような状況の下、当社は、腫瘍の局所的な熱凝固治療と全身的な他の治療法を組み合わせることで癌患者さ

んの延命や救命、QOLの向上を目指し、それを実現するための治療法や医療機器の研究開発に努めてまいりまし

た。

　これらの結果、当中間会計期間の売上高は 2,466 千円、営業損失は 42,861千円、経常損失は42,917千円、中間

純損失は 43,373千円となりました。

　なお、当社は、単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前事業年度末と比較して

46,730千円減少し、83,417千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により減少した資金は44,748千円となりました。これは主に、税引前中間純損失42,917千円があったこ

とによるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　該当事項はありません。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動により減少した資金は1,982千円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1,902千円に

よるものであります。
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２【生産、受注及び販売の状況】

(1）生産実績

　該当事項はありません。

 

(2）受注状況

　該当事項はありません。

 

(3）販売実績

　当中間会計期間の販売実績を示すと、次のとおりです。

セグメントの名称
当中間会計期間

（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

前年同期比（％）

医療機器事業（千円） 2,466 47.7

合計 2,466 47.7

（注）１　前中間会計期間及び当中間会計期間の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

は次のとおりであります。

相手先

前中間会計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社アレクソン 630 12.2 1,260 51.1

国立大学法人愛媛大学 1,287 24.9 1,116 45.3

医療法人社団ICVS東京

クリニック
1,850 35.8 － －

２　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 

 

３【対処すべき課題】

　当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更はありません。

 

 

４【事業等のリスク】

　当中間会計期間において、継続企業の前提に関する重要な不確実性を認めました。なお、投資者の判断に重要な影

響を及ぼす可能性のあるその他の事業等のリスクの発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリ

スクについての重要な変更はありません。

　なお、文中の将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において判断したものであります。

 

（継続企業の前提に関する重要事象）

　当社は当中間会計期間において営業損失42,861千円、経常損失42,917千円、当期純損失43,373千円を計上してお

り、また営業活動によるキャッシュ・フローにおいても44,748千円のマイナスを計上しております。

　これにより、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在し

ております。

　なお、当該重要事象等を改善するための対応策は、「第２　事業の状況　７　財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　（５）継続企業の前提に関する重要事象等の対応策」に記載のとおり、これらの施策を

とっても第三者割当増資の引受先の方針等に依存することとなるため、現時点においては継続企業の前提に関する重

要な不確実性が認められます。

 

 

５【経営上の重要な契約等】

　当中間会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。
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６【研究開発活動】

　当社は愛媛大学発の医工連携ベンチャーとして、「熱」により腫瘍を治療する医療機器の開発を目的とした研究開

発活動を続けております。

　当中間会計期間において当社が支出した研究開発費の総額は11,823千円であります。

 

　研究活動を示すと次のとおりであります。

　当社では、限られた経営資源を進行・再発癌を対象とした局所的な低温焼灼治療と全身的な免疫療法を低侵襲下で

組み合わせ行うことのできる治療法や機器の研究開発に集中的に投下しております。

 

 

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中における将来に関する事項は、本半期報告書提出日現在において判断したものであります。

 

(1）重要な会計方針及び見積り

　当社の中間財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されておりま

す。この中間財務諸表の作成にあたって、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告

金額及び開示に影響を与える見積りを必要としております。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績等を

勘案し合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積りによる不確実性のため、これらの見積りと異なる場合

があります。

 

(2）財政状態の分析

（流動資産）

　当中間会計期間末における流動資産の残高は99,130千円で、前事業年度末に比べ52,438千円減少しております。

現金及び預金の減少46,730千円が主な変動要因であります。

 

（固定資産）

　当中間会計期間末における固定資産の残高は429千円で、前事業年度末に比べ増減しておりません。

 

（流動負債）

　当中間会計期間末における流動負債の残高は9,617千円で、前事業年度末に比べ7,622千円減少しております。買

掛金の減少3,280千円および未払金の減少1,993千円が主な変動要因であります。

 

（固定負債）

　当中間会計期間末における固定負債の残高は25,324千円で、前事業年度末に比べ1,602千円減少しております。

長期借入金の減少1,602千円が変動要因であります。

 

（純資産）

　当中間会計期間末における純資産の残高は64,617千円で、前事業年度末に比べ43,213千円減少しております。当

中間会計期間の中間純損失による減少43,373千円および新株予約権の増加160千円が変動要因であります。

 

(3）経営成績の分析

　当中間会計期間における経営成績の分析については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(1）業績」に記

載のとおりであります。

 

(4）キャッシュ・フローの分析

　当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの概況については、「第２　事業の状況　１　業績等の概要　(2）

キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
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(5）継続企業の前提に関する重要事象等の対応策

　「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」に記載のとおり、損益状況や資金繰りに関して、継続企業の前提に

重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当該状況は、当社が研究開発段階にあり収益獲得に至っていないこと及び研究開発のための資金を要することに

起因するものであり、当該状況を解消するために次の施策を講じております

①　損益状況

　当社は、継続的な営業損益、経常損益、中間純損益のマイナスを計上しております。

　一方で、当中間会計期間においてヒト深部臓器用の実用機の開発とCE等の認証準備作業は、おおよそ計画通り

順調に遂行しています。

　また、試作品の製造工程の見直し及び人員削減によるコスト削減に取り組んでいます。

　販売価格等は未定であるものの、当社は小規模組織であり固定費の負担が少ないことから、ヒト向けの医療機

器の実用化とともに損益が黒字となる見通しとなっています。

②　資金繰り

　当社は、営業活動によるキャッシュ・フローについて、マイナスを計上しており、これは主に固定費及び研究

開発活動に要する資金の支出によるものです。

　当社は小規模組織であることから、年間の固定費は約70,000千円であり、増資を行わない場合でも向こう1年

間の資金繰りの懸念に関するリスクは相当に低いと考えております。

　一方、研究開発活動は当社事業の成長のためには欠かせないものであり、その必要資金を確保するため、平成

27年6月26日に開催した第12期定時株主総会において、今期内の第三者割当による募集株式の発行枠(募集株式の

数の上限は1,500,000株、払込金額の下限は1株につき金155円)を決議しております。それを受けた第三者割当増

資の募集活動に対しては、有力な引受候補先からの好意的な反応を得ております。

　今後とも、研究開発や臨床試験等の状況を踏まえつつ、適時な資金調達を実現できるように投資者からの理解

を得られるような適切な事業内容の開示に努めてまいります。

 

　しかしながら、研究開発活動の促進を図るうえで必要な資金確保について、第三者割当増資の引受先の方針等

に依存するため増資決定までに時間を要することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められます。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を中間財務諸表には反映しておりません。
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第３【設備の状況】

１【主要な設備の状況】

　当中間会計期間中において、主要な設備に重要な異動はありません。

 

 

２【設備の新設、除却等の計画】

　当中間会計期間末において、新たに確定した重要な設備の新設等の計画はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
中間会計期間末現在発行数

（株）
（平成27年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年12月25日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 3,454,300 3,454,300
東京証券取引所

（TOKYO PRO Market）

単元株式数

100株

計 3,454,300 3,454,300 － －

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成27年12月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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（２）【新株予約権等の状況】

　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①　第２回新株予約権（平成18年２月18日臨時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成27年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年11月30日）

新株予約権の数（個） 14（注）１、５ 14（注）１、５

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 14,000（注）１、３、４ 14,000（注）１、３、４

新株予約権の行使時の払込金額（円） 150（注）２、３、４ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成20年２月19日

至　平成28年２月18日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　150（注）３、４

資本組入額　 75（注）３、４
同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権は、発行時に割

当を受けた新株予約権者に

おいて、これを行使するこ

とを要する。

②　新株予約権発行時において

当社又は当社子会社の取締

役及び従業員であった者

は、新株予約権行使時にお

いても、当社又は当社子会

社の取締役及び従業員であ

ることを要する。ただし、

任期満了による退任、定年

退職その他正当な理由があ

る場合はこの限りではな

い。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとしま

す。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は1,000株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行

う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権の

うち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１

株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×
既発行
株式数

＋
新規発行株式数
または処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は

切上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調

整を行うことができる。

３．平成18年１月26日開催の取締役会決議により、平成18年３月７日付で普通株式１株を10株に分割したことに

より、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使に

より株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

４．平成25年６月６日開催の取締役会決議により、平成25年６月27日付で普通株式１株を100株に分割したこと

により、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

５．権利放棄により286個の新株予約権が消滅しております。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

②　第３回新株予約権（平成23年６月28日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成27年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年11月30日）

新株予約権の数（個） 185（注）１ 185（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 18,500（注）１、３ 18,500（注）１、３

新株予約権の行使時の払込金額（円） 150（注）２、３ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成25年８月11日

至　平成33年６月10日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　150（注）３

資本組入額　 75（注）３
同左

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当を受けた

者は、権利行使時におい

て、当社の取締役、監査役

もしくは顧問のいずれかの

地位を保有している場合に

限り新株予約権を行使する

ことができる。ただし、取

締役会が正当な理由がある

と認めた場合は、この限り

ではない。

②　新株予約権者が死亡した場

合、その相続人による新株

予約権の権利行使は認めな

い。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとしま

す。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう

ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×
既発行
株式数

＋
新規発行株式数
または処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は

切上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調

整を行うことができる。

３．平成25年６月６日開催の取締役会決議により、平成25年６月27日付で普通株式１株を100株に分割したこと

により、「新株予約権の目的となる株式の数」「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使

により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
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　会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

③　第５回新株予約権（平成27年６月26日定時株主総会決議）

区分
中間会計期間末現在
（平成27年９月30日）

提出日の前月末現在
（平成27年11月30日）

新株予約権の数（個） 1,000（注）１ 1,000（注）１

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 100,000（注）１ 100,000（注）１

新株予約権の行使時の払込金額（円） 155（注）２ 同左

新株予約権の行使期間
自　平成27年７月13日

至　平成37年６月30日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株

式の発行価格及び資本組入額（円）

 発行価格  156.6

資本組入額　79
同左

新株予約権の行使の条件 （注）３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項

新株予約権を譲渡するには取締

役会の承認を要するものとしま

す。

同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する

事項
－ －

　（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は100株であります。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う

場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう

ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる１株

未満の端数については、これを切り捨てるものとします。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率
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２．当社が行使価額を下回る払込金額で新株の発行又は自己株式の処分をするときは、次の算式により行使価額

を調整し、調整によって生じる１円未満の端数は切上げます。

調整後
行使価額

＝

調整前
行使価額

×
既発行
株式数

＋
新規発行株式数
または処分株式数

×
１株当たり払込金額
または処分価額

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数または処分株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数

とします。また、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、１円未満の端数は

切上げます。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

また、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他必要と認められる場合には、行使価額の調

整を行うことができる。

３．新株予約権の行使の条件

① 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、次に掲げる各事由が生じた

場合には、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならな

いものとする。

(a) 金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に 40％を乗じた価格を下回った

場合。

(b) 行使価額に 40％を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の発行等が行われた場合。

(c) 行使価額に 40％を乗じた価格を下回った価格を対価とする当社普通株式の売買その他の取引が行われた場

合。

② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなる

ときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

④ 各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

 

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の状況】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成27年４月１日～

平成27年９月30日
－ 3,454,300 － 133,945 － 185,067
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（６）【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

飯塚　哲哉
東京都文京区

 
470,000 13.61

マーチャント・バンカーズ株式会社 東京都千代田区有楽町1-7-1 390,000 11.29

ＦＡコンサルティング株式会社 東京都千代田区東神田2-9-8 270,000 7.82

投資事業有限責任組合えひめベンチャー

ファンド2013

無限責任組合員フューチャーベンチャー

キャピタル株式会社

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る

手洗水町659
246,500 7.14

クールジャパン投資事業有限責任組合

無限責任組合員

株式会社チームクールジャパン

京都府京都市中京区烏丸通錦小路上る

手洗水町659

 

200,000 5.79

加賀電子株式会社 東京都神田松永町20 200,000 5.79

中住　慎一 愛媛県松山市 199,000 5.76

ＣＡ価値継承１号投資事業有限責任組合

無限責任組合員

株式会社コーポレート・アドバイザーズ

東京都港区赤坂2-2-12 150,000 4.34

古川　令治 東京都江東区 150,000 4.34

渡部　祐司 愛媛県松山市 134,000 3.88

計 － 2,409,500 69.75
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成27年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

3,454,300
34,543

権利内容に何ら限定

のない、当社におけ

る標準となる株式で

あり、単元株式数は

100株であります。

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 3,454,300 － －

総株主の議決権 － 34,543 －

 

②【自己株式等】
 
　　　該当事項はありません。

 

２【株価の推移】

　　　【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成27年４月 平成27年５月 平成27年６月 平成27年７月 平成27年８月 平成27年９月

最高（円） － － － － － －

最低（円） － － － － － －

（注）１．最高・最低株価は、東京証券取引所TOKYO PRO Marketにおけるものであります。

２．平成27年４月、５月、６月、７月、８月、９月については売買実績がありません。

 

３【役員の状況】

　　　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は次のとおりです。

 

　　(1) 退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 QMS管理責任者 吉 野 信 博 平成27年11月30日

 

　　(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　　　　男性5名　女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
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第５【経理の状況】

１．中間財務諸表の作成方法について
　当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38号）

に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、中間会計期間（平成27年４月１日から平成27年９月

30日まで）の中間財務諸表について、太陽有限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

３．中間連結財務諸表について
　当社は、子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。
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１【中間財務諸表等】

（１）【中間財務諸表】

①【中間貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当中間会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 130,148 83,417

売掛金 3,274 1,724

商品 12,087 11,103

前払費用 205 813

立替金 － 31

未収入金 4 4

未収消費税等 ※２ 5,847 ※２ 2,035

流動資産合計 151,568 99,130

固定資産   

有形固定資産   

車両運搬具（純額） 0 0

有形固定資産合計 ※１ 0 ※１ 0

投資その他の資産   

出資金 10 10

差入保証金 419 419

投資その他の資産合計 429 429

固定資産合計 429 429

資産合計 151,998 99,559

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,529 248

1年内返済予定の長期借入金 3,804 3,504

未払金 5,834 3,840

未払費用 1,799 412

預り金 482 425

未払法人税等 1,790 1,186

流動負債合計 17,240 9,617

固定負債   

長期借入金 26,926 25,324

固定負債合計 26,926 25,324

負債合計 44,166 34,941

純資産の部   

株主資本   

資本金 133,945 133,945

資本剰余金   

資本準備金 185,067 185,067

資本剰余金合計 185,067 185,067

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △211,181 △254,554

利益剰余金合計 △211,181 △254,554

株主資本合計 107,831 64,457

新株予約権 － 160

純資産合計 107,831 64,617

負債純資産合計 151,998 99,559
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②【中間損益計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

売上高 5,172 2,466

売上原価   

商品期首たな卸高 7,947 12,087

当期商品仕入高 5,266 3,562

合計 13,214 15,650

他勘定振替高 3,050 180

商品期末たな卸高 7,044 ※ 11,103

売上原価合計 3,118 4,367

売上総利益又は売上総損失（△） 2,054 △1,900

販売費及び一般管理費 53,127 40,961

営業損失（△） △51,073 △42,861

営業外収益   

受取利息 13 9

雑収入 311 425

営業外収益合計 324 435

営業外費用   

支払利息 355 251

新株予約権発行費 － 240

営業外費用合計 355 491

経常損失（△） △51,103 △42,917

税引前中間純損失（△） △51,103 △42,917

法人税、住民税及び事業税 307 455

法人税等合計 307 455

中間純損失（△） △51,411 △43,373
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③【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
 

資本準備金
資本剰余金合
計

その他利益剰余
金

利益剰余金合
計

 
繰越利益剰余
金

当期首残高 32,612 83,734 83,734 △105,484 △105,484 10,862 10,862

当中間期変動額        

新株の発行 68,975 68,975 68,975 - - 137,950 137,950

中間純損失（△） - - - △51,411 △51,411 △51,411 △51,411

当中間期変動額合計 68,975 68,975 68,975 △51,411 △51,411 86,538 86,538

当中間期末残高 101,587 152,709 152,709 △156,896 △156,896 97,400 97,400

 

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

       （単位：千円）

 株主資本

新株予約権 純資産合計

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 133,945 185,067 185,067 △211,181 △211,181 107,831 － 107,831

当中間期変動額         

新株予約権の発行 － － － － － － 160 160

中間純損失（△） － － － △43,373 △43,373 △43,373 － △43,373

当中間期変動額合計 － － － △43,373 △43,373 △43,373 160 △43,213

当中間期末残高 133,945 185,067 185,067 △254,554 △254,554 64,457 160 64,617
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④【中間キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前中間会計期間

(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成27年４月１日
　至　平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失（△） △51,103 △42,917

受取利息及び受取配当金 △13 △9

支払利息 355 251

新株予約権発行費 － 240

売上債権の増減額（△は増加） 4,403 1,550

たな卸資産の増減額（△は増加） 903 984

仕入債務の増減額（△は減少） △905 △3,280

その他 9,833 △703

小計 △36,528 △43,885

利息及び配当金の受取額 13 9

利息の支払額 △259 △251

法人税等の支払額 △572 △621

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,346 △44,748

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資活動によるキャッシュ・フロー － －

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △17,648 －

長期借入れによる収入 10,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,568 △1,902

株式の発行による収入 137,950 －

新株予約権の発行による支出 － △80

財務活動によるキャッシュ・フロー 128,734 △1,982

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 91,387 △46,730

現金及び現金同等物の期首残高 38,307 130,148

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 129,694 ※ 83,417
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

　当社は当中間会計期間において営業損失42,861千円、経常損失42,917千円、当期純損失43,373千円を計上して

おり、また営業活動によるキャッシュ・フローにおいても44,748千円のマイナスを計上しております。

　これにより、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

　当該状況は、当社が研究開発段階にあり収益獲得に至っていないこと及び研究開発のための資金を要すること

に起因するものであり、当該状況を解消するために次の施策を講じております。

① 損益状況

　当社は、継続的な営業損益、経常損益、中間純損益のマイナスを計上しております。

　一方で、当中間会計期間においてヒト深部臓器用の実用機の開発とCE等の認証準備作業は、おおよそ計画通り

順調に遂行しています。

　また、試作品の製造工程の見直し及び人員削減によるコスト削減に取り組んでいます。

　販売価格等は未定であるもの、当社は小規模組織であり固定費の負担が少ないことから、ヒト向けの医療機器

の実用化とともに損益が黒字となる見通しとなっています。

② 資金繰り

　当社は、営業活動によるキャッシュ・フローについて、マイナスを計上しており、これは主に固定費及び研究

開発活動に要する資金の支出によるものです。

　当社は小規模組織であることから、年間の固定費は約70,000千円であり、増資を行わない場合でも向こう1年

間の資金繰りの懸念に関するリスクは相当に低いと考えております。

　一方、研究開発活動は当社事業の成長のためには欠かせないものであり、その必要資金を確保するため、平成

27年6月26日に開催した第12期定時株主総会において、今期内の第三者割当による募集株式の発行枠(募集株式の

数の上限は1,500,000株、払込金額の下限は1株につき金155円)を決議しております。それを受けた第三者割当増

資の募集活動に対しては、有力な引受候補先からの好意的な反応を得ております。

　今後とも、研究開発や臨床試験等の状況を踏まえつつ、適時な資金調達を実現できるように投資者からの理解

を得られるような適切な事業内容の開示に努めてまいります。

　しかしながら、研究開発活動の促進を図るうえで必要な資金確保について、第三者割当増資の引受先の方針等

に依存するため増資決定までに時間を要することから、現時点においては継続企業の前提に関する重要な不確実

性が認められます。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を中間財務諸表には反映しておりません。
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（重要な会計方針）

１．資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産

商品

個別法による原価法

（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

 

２．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

車両運搬具 ２年

 

３．繰延資産の処理方法

　新株予約権発行費

　　新株予約権発行費は支出時に全額費用処理しております。

 

４．中間キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取引日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

５．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

 

（中間貸借対照表関係）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

前事業年度
（平成27年３月31日）

当中間会計期間
（平成27年９月30日）

618千円 618千円

 

※２　消費税等の取扱い

当中間会計期間において、仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、流動資産の「未収消費税等」

として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

※　期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれており

ます。

 
前中間会計期間

（自 平成26年４月１日
　　至 平成26年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成27年４月１日

　　至 平成27年９月30日）

たな卸資産評価損 －千円 1,019千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 2,099,200 890,000 ― 2,989,200

合計 2,099,200 890,000 ― 2,989,200

　（注）　普通株式の増加890,000株は、第三者割当増資によるものであります。

 

２．自己株式の種類及び株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

 

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 3,454,300 － － 3,454,300

合計 3,454,300 － － 3,454,300

 

２．自己株式の種類及び株式に関する事項

　該当事項はありません。

 

３．新株予約権に関する事項
 

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種

類

新株予約権の目的となる株式の数（株）
当中間会計
期間末残高
（千円）

当事業
年度期首

当中間
会計期間
増加

当中間
会計期間
減少

当中間
会計期間

末

 提出会社 第5回新株予約権（注） 普通株式 － 100,000 － 100,000 160

合計 － － － － － 160

（注） 第5回新株予約権の当中間会計期間増加は、新株予約権として発行したものであります。

 

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

現金及び預金勘定 129,694千円 83,417千円

現金及び現金同等物 129,694 83,417

 

（リース取引関係）

　内容の重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（金融商品関係）

　金融商品の時価等に関する事項

　　中間貸借対照表計上額（貸借対照表計上額）、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 

前事業年度（平成27年３月31日）

 
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 130,148 130,148 －

(2）売掛金 3,274 3,274 －

資産計 133,422 133,422 －

(1）買掛金 3,529 3,529 －

(2）未払金 5,834 5,834 －

(3）長期借入金（１年内返済予定を含

む）
30,730 26,330 △4,399

負債計 40,093 35,694 △4,399

 

当中間会計期間（平成27年９月30日）

 
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）現金及び預金 83,417 83,417 －

(2）売掛金 1,724 1,724 －

資産計 85,141 85,141 －

(1）買掛金 248 248 －

(2）未払金 3,840 3,840 －

(3）長期借入金（１年内返済予定を含

む）
28,828 24,855 △3,972

負債計 32,917 28,944 △3,972

（注）１.　金融商品の時価の算定方法

資　産

(1）現金及び預金、(2）売掛金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

負　債

(1）買掛金、(2）未払金

　短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

(3）長期借入金（１年内返済予定を含む）

　長期借入金の時価については、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割

り引いた現在価値により算定しております。

 

２．金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することがあります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　当社は、医療機器製造販売の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前中間会計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

医療法人社団ＩＣＶＳ東京クリニック 1,850

国立大学法人愛媛大学 1,287

株式会社アレクソン 630

 

当中間会計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が中間損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。

 

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高（千円）

株式会社アレクソン 1,260

国立大学法人愛媛大学 1,116
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり純資産額は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（平成27年３月31日）
当中間会計期間

（平成27年９月30日）

１株当たり純資産額 31円22銭 18円71銭

 

　１株当たり中間純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

（自　平成26年４月１日
至　平成26年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成27年４月１日
至　平成27年９月30日）

１株当たり中間純損失金額（△） △24円16銭 △12円56銭

（算定上の基礎）   

中間純損失金額（△）（千円） △51,411 △43,373

普通株主に帰属しない金額（千円） ― －

普通株式に係る中間純損失金額（△）（千円） △51,411 △43,373

普通株式の期中平均株式数（株） 2,128,380 3,454,300

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額の算定に含めなかった潜在株式

の概要

新株予約権３種類（新株予約権

の株式数231,500株）。詳細は

「第４ 提出会社の状況 １ 株

式等の状況 (2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりであり

ます。

新株予約権３種類（新株予約権

の株式数132,500株）。詳細は

「第４ 提出会社の状況 １ 株

式等の状況 (2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりであり

ます。

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

（２）【その他】

　該当事項はありません。
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第６【提出会社の参考情報】
 当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1）有価証券報告書及びその添付書類

事業年度（第12期）（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

平成27年６月29日　四国財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間監査報告書  

 

平成27年12月24日
 

株式会社アドメテック
 

 取締役会　御中  

 

 太陽有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 岡本　伸吾　　㊞

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 柏木　　忠　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社アドメテックの平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第13期事業年度の中間会計期間（平成27年４

月１日から平成27年９年30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等

変動計算書、中間キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。

 

中間財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な

情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す

ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行っ

た。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判

断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これ

に基づき中間監査を実施することを求めている。

　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一

部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表

の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択

及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ

スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示

に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

中間監査意見

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、株式会社アドメテックの平成27年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成27年４月

１日から平成27年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認

める。

 

強調事項

　継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、会社は継続的な営業損失、経常損失及び中間純損失を計上して

おり、また営業活動によるキャッシュ・フローについても継続的にマイナスとなっているため、継続企業の前提に重要な

疑義を生じさせるような状況が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、

当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。中間財務諸表は継

続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響は中間財務諸表に反映されていない。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は半期報告書提出会社が

別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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