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代表取締役CEO

メディネットの使命　 Mission 株主の皆様へ 　To Our Shareholders

株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し
上げます。「第15期 メディネット通信」をお届けするにあたり、ひとこと
ご挨拶申し上げます。

当社は、先端医療を支えるイノベーション企業として、がん患者様に
新たな治療選択肢を提供すべく、免疫細胞療法の健全な普及に努めて
おります。

2010年9月期（第15期）の業績は、通期の黒字継続を経営目標に
掲げ、主力サービスである「免疫細胞療法総合支援サービス」を本格
的な成長軌道に乗せるべく、積極的な事業展開を行なってまいりまし
た結果、売上、利益ともに過去最高となりました。

今後は、がん免疫分野における事業のグローバル展開を図るととも
に、他の再生・細胞医療分野へとウィングを拡げ、新たなステージへ
と成長を加速することで、患者様にとって、常に最新で最善で最良の
医療を提供してまいりたいと存じます。
株主の皆様におかれましては、今後も引き続きご支援を賜りますよう
よろしくお願い申し上げます。

患者様にとって、常に最新で最善で
最良の医療を提供したい

患者様に、常に最新で最善で最良の医療を提供したい
その思いを実現すべく、私たちは、「次世代の医療を支える革新
的な技術およびサービスを創造し、迅速かつ効率的に社会に
提供し続ける」ことを使命として、事業に取り組んでいます。

次世代医療を身近な医療に

2010年12月
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2009年10月、当社はミセル化ナノ粒子を応用した
医薬品、遺伝子治療並びに診断薬等への応用開発を
進める創薬バイオベンチャー企業であるナノキャリア

株式会社とがん治療分野で
の新しい医薬品や医療技術
等の開発を目的として包括的
共同研究契約を締結しました。
さらに、2010年6月、同社と

より密接な関係を構築することで、両社が各々保有
する人的資源、技術、知的財産、ノウハウ、研究ネット
ワーク等を相互に活用し、共同研究開発の加速化を
図ることができると判断し、同社が実施した第三者
割当増資の引き受けをいたしました。当社は、このよ
うな積極的なアライアンスにより、免疫細胞療法で
培った技術を背景に、事業領域の拡大のための取り
組みを進めてまいります。

2010年4月に東京海上日動火災保険株式会社を割
当先とする第三者割当による無担保転換社債型新株
予約権付社債を発行いたしました。調達した資金は、
新規技術の開発を中心とする研究開発、学術営業の
展開および一般向け広報活動、細胞加工施設の増強・
新設に充当する予定です。

東京海上グループは、がん保険商品の提供やがん患者
様向けの専門相談サービス等のサポート等にも力を入
れています。これを契機に、患者様の医療費負担を軽減
する医療保険の開発等、同社とのがん治療分野におけ
る連携の可能性を検討してまいります。

当社は、2009年12月に、東京大学医学部附属病院（以下、東大病院）と食道がんを対象と
した新規樹状細胞ワクチン療法とガンマ・デルタT細胞療法をそれぞれ用いた2件の共同
臨床研究を開始しました。また、2010年5月には、日本赤十字社医療センター等と共同で、
悪性リンパ腫に対する新たな治療選択肢の確立を目指した臨床研究を開始し、2010年8月
には、東大病院と共同で腹膜播種を伴う胃がんに対する新しい治療選択肢の開発を目的
とした臨床試験を開始しました。当社では、免疫細胞療法の正しい理解と認知の向上を図り、
より明確で理解されやすい最良の免疫細胞療法を患者様に提供できるよう、免疫細胞療
法に係る臨床エビデンスの収集・構築とそのデータベース化に、積極的に取り組むことに
より、免疫細胞療法の有効性と安全性の検証を推進してまいります。

当社は、米国MaxCyte社と2006年8月に共同研究
契約を締結し、新規樹状細胞の加工技術における事
業化を進めてきましたが、2009年12月に同社が発行
するSeries D種類株式を取得し、資本提携
しました。さらに、2010年4月には、同社と
のエレクトロポレーション技術に係るライセ
ンス契約について、ライセンス範囲を大幅に
拡大しました。今後、当社は同社との関係強

化により、がん治療分野だけでなく各種の難治性疾患
に分野を拡大するとともに、海外を視野に入れた事業
展開を加速してまいります。

ナノキャリア(株)とがん治療分野での包括的な共同研究契約を
締結するとともに、同社が実施する第三者割当増資を引き受けました。

東京海上日動火災保険(株)を割当先とする第三者割当による
無担保転換社債型新株予約権付社債を発行しました。

新たな共同臨床研究を展開しています。

米国MaxCyte社と資本提携するとともに、
技術ライセンス範囲を拡大しました。

幅広い分野でのアライアンスにより新たな価値を創造 トピックス 　TopicsTopics

■ エレクトロポレーション技術

電気的な刺激により細胞膜の透過性を高め
腫瘍抗原を効率良く樹状細胞に取り込ませる

腫瘍抗原を取り込んだ
樹状細胞

加工前の樹状細胞
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当社の技術に基づき、免疫細胞療法を実施している全国の医療機関についての情報を提供いたします。

契約医療機関：当社技術・サービスの供与に基づき免疫細胞療法を実施する医療機関
　 連係医療機関：当社契約医療機関と連係して免疫細胞療法による治療を実施する医療機関

2010年9月30日現在契約医療機関（  7施設）

医療法人社団 滉志会 瀬田クリニックグループ

連係医療機関（56施設）
当期における新規連係医療機関

瀬田クリニック札幌
札幌市中央区
0570-088-372

瀬田クリニック東京
東京都千代田区
0570-088-272

東京大学医学部附属病院
22世紀医療センター

国立病院機構
大阪医療センター

瀬田クリニック新横浜
横浜市港北区
0570-088-472

瀬田クリニック大阪
大阪府吹田市
0570-088-572

瀬田クリニック福岡
福岡市博多区
0570-088-672

全国治療実施医療機関　 Network

【連係医療機関】
当期新たに加った医療機関

医療機関
北海道  平田口腔顎顔面外科・腫瘍内科がんヴィレッジ札幌
東北 青森県 とよあきクリニック
 秋田県 医療法人 櫻会 大町内科外科クリニック
 岩手県 社団医療法人 啓愛会 美希病院
 宮城県 東西クリニック仙台
 宮城県 医療法人 ならの杜 たんぽぽクリニック
関東 東京都 新橋駅前内科クリニック
 東京都 花小金井クリニック
 神奈川県 真鶴町国民健康保険診療所
 埼玉県 医療法人 一成会 さいたま記念病院
 千葉県 医療法人社団 幸有会 幸有会記念病院
 千葉県 医療法人社団 曙会 流山中央病院
 千葉県 医療法人 清志会 山本病院
 千葉県 医療法人社団 鎮誠会 千葉整形美容内科
 茨城県 医療法人研西会 水海道西部病院
 茨城県 医療法人 維誠会 金子医院
中部 静岡県 医療法人社団 華翠会 メディトピア沼津 内科クリニック
 愛知県 医療法人 鉃友会 宇野病院
 愛知県 医療法人 豊隆会 ちくさセントラルクリニック
 愛知県 医療法人 光生会 光生会病院
 愛知県 医療法人 白山会 白山外科クリニック
 福井県 医療法人 穂仁会 大滝東クリニック

東北 福島県 おおほりクリニック
 山形県 べにばな内科クリニック
関東 神奈川県 加藤医院
 栃木県 JA栃木厚生連 石橋総合病院
 群馬県 医療法人社団日高会 平成日高クリニック
 群馬県 医療法人社団醫光会 メディチクリニック

中部 石川県 医療法人社団 北村内科医院
近畿 大阪府 CSクリニック
 大阪府 医療法人 秀香会 山本クリニック
 大阪府 医療法人 たにぐちクリニック
 大阪府 医療法人つとむ会 澤田内科医院
 京都府 医療法人幸生会 室町病院
 兵庫県 なかにしクリニック
 兵庫県 医療法人社団 ユニコ ユニコの森 村上こどもクリニック
 滋賀県 竹岡診療所 
 和歌山県 医療法人 英邦会 石本胃腸肛門病院
中国・四国 岡山県 医療法人 産婦人科 山下クリニック
 広島県 医療法人 つかさ会 高橋メディカルクリニック
 山口県 海風診療所 
 愛媛県 医療法人財団 杏林会 東明病院
 香川県 医療法人社団 寿愛会 羽崎病院
九州 福岡県 医療法人 心愛 山崎リゾートクリニック
 長崎県 医療法人 すばる診療所
 熊本県 医療法人祐基会 帯山中央病院
 宮崎県 医療法人 隆徳会 鶴田病院
 宮崎県 医療法人 宏仁会 メディカルシティ東部病院 

中部 石川県 医療法人社団 金沢先進医学センター 個別化医療センター
近畿 奈良県 医療法人 やわらぎ会 やわらぎクリニック
 兵庫県 医療法人社団白眉会 佐野伊川谷病院
中国・四国 愛媛県 医療法人社団 樹人会 北条病院
九州 鹿児島県 医療法人 天陽会 中央クリニック

※医療機関の意向により、開示していない施設もあります。

全国治療実施医療機関　 Network
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リレー・フォー・
ライフへの参加

集会がががん患者大集
ート運営サポー

女性が
働きやすい
会社特集に
掲載

「がん検診
企業アクション」の
推進パートナー企業
に参加登録

「患者の集い・
モミの木」
を支援

2009年
世田谷区
男女共同参画
先進事業者
として表彰

2008年よこはま
グッドバランス賞

受賞

がんに関する
正しい知識の
普及

ボランティア
活動

ワーク･ライフ･
バランスへの
取り組み
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当期純利益又は当期純損失

全国治療実施医療機関
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5,759当社は、がん免疫細胞療法の普及活動を実施する
「患者の集い・モミの木」の支援を通じて、がん治療
としての免疫細胞療法の健全な育成と普及、理解
の促進を図っています。また、2009年12月に厚生
労働省委託事業である「がん検診受診促進企業連
携推進事業（略称「がん検診企業アクション」）」の

推進パートナー企業に参加登録し、
従業員とその家族の健康維持促進
に努めています。

がんおよびその治療法に関する正しい知識を
一人でも多くの方々に伝えたい。

当社は、女性の能力の活用、子育て、介
護支援、就労時間の短縮等、男女ともに働きやすい職場づく
りへの積極的な取り組みを行なっており、そのワーク・ライフ・
バランスへの取り組みが評価され、各賞を受賞しています。
今後も個人の適性を最大限に発揮できる人事施策を導入し、
組織の強化・活性化を図ってまいります。

男女ともに働きやすい職場を目指して。

当社は、がん患者様やその家族の方々を支援する
各種活動の趣旨に賛同し、ボランティア活動に積
極的に参加しています。毎年、多くの社員が「リ
レー・フォー・ライフ」（がん治療チャリティウォーク）
への参加や、「がん患者大集会」の運営スタッフと
してお手伝いを行なっています。様々な場面で、が
ん患者様やそのご家族の
方々の力になりたいと考
えています。

幅広い活動を通してがん患者様や
そのご家族の方々を支援したい。

メディネットが大切にしていること　 CSR Activities 数字で見るメディネット 　Key Indicators
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連結決算の概要　 Consolidated Financial Summary 会社概要／株式の状況 　Corporate Data/Stock Information

連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前期
2009年9月30日現在

当期
2010年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 2,515 3,827

固定資産 1,374 1,932

有形固定資産 558 544

無形固定資産 52 66

投資その他の資産 763 1,321

資産合計 3,889 5,759

（負債の部）

流動負債 566 883

固定負債 5 1,021

負債合計 571 1,904

（純資産の部）

株主資本 3,314 3,874

資本金 2,521 2,582

資本剰余金 3,934 3,994

利益剰余金 △3,140 △2,702

評価・換算差額等 － △19

新株予約権 2 －

純資産合計 3,317 3,855
負債純資産合計 3,889 5,759

連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
2008年10月1日から
2009年9月30日まで

当期
2009年10月1日から
2010年9月30日まで

売上高 2,900 3,202
売上原価 881 1,029

売上総利益 2,018 2,173

販売費及び一般管理費 1,724 1,839

営業利益 293 334

営業外収益 101 55

営業外費用 70 22

経常利益 323 366

特別利益 － 2

特別損失 69 61

税金等調整前当期純利益 254 306

法人税、住民税及び事業税 8 8

法人税等調整額 － △140
当期純利益 245 438

会社概要
会社名 株式会社メディネット
設立 1995年10月17日

資本金 2,582百万円
従業員数 146名 

株式の状況
発行可能株式総数 1,751,200株
発行済株式の総数 632,755株
株主数 25,546名 

大株主（上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

木村　佳司 104,014 16.43

IHN株式会社 44,000 6.95

有限会社江川ホールディング 23,200 3.66

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 14,720 2.32

東京中小企業投資事業有限責任組合 8,023 1.26

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 7,543 1.19

後藤　重則 6,210 0.98

松井証券株式会社 5,367 0.84

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 5,233 0.82
吉田　道雄 5,200 0.82

役員 （2010年12月21日現在）

代表取締役 CEO 木村　佳司
取締役 COO 春山　佳亮

取締役 CFO 原　　大輔

監査役（常勤） 木村　健治  

監査役 冨永　兼司

監査役 関山　司朗

執行役員 鈴木　邦彦

執行役員 前川　隆司
執行役員 伊木　　宏
※木村健治氏、冨永兼司氏および関山司朗氏は、社外監査役です。

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

前期
2008年10月1日から
2009年9月30日まで

当期
2009年10月1日から
2010年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 319 528
投資活動によるキャッシュ・フロー △587 △73

財務活動によるキャッシュ・フロー 501 1,112

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増加額 232 1,566

現金及び現金同等物の期首残高 1,162 1,395
現金及び現金同等物の期末残高 1,395 2,962

株主メモ

事業年度

定時株主総会

基準日

株主名簿管理人

事務取扱場所

公告方法

10月1日から翌年9月30日まで

12月下旬

定時株主総会　9月30日
期  末  配  当　9月30日
（中間配当を行なう場合は3月31日）

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

電子公告により、当社ホームページ（http://www.
medinet-inc.co.jp/）に掲載いたします。ただし、電子
公告によることができない事故その他やむを得ない事
由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行ないます。

証券会社に口座をお持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お 取 扱 店

みずほ信託銀行株式会社
　本店および全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
　本店および全国各支店

ご 注 意

未払配当金の支払、支払明細
発行については、右の「特別口
座の場合」の郵便物送付先・電
話お問い合わせ先・お取扱店
をご利用ください。

詳細な財務情報は当社ホームページからも
ご確認していただくことができます。

「トップページ」→「IR情報」からご覧いただけます。

http://www.medinet-inc.co.jp/
メディネット 検索検索

（2010年9月30日現在）
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株式会社メディネット
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-5-14 臼井ビル9F
TEL 045-478-0041　FAX 045-478-0043

URL http://www.medinet-inc.co.jp/

医療機関向け、細胞加工施設、設備機器、資材、技術者、技術ノウ
ハウ、特許およびソフトウエアの提供による細胞医療支援事業
（研究開発関連部門、およびその他のサービス事業を除く）

Q. 免疫細胞療法の特徴は何ですか？
A. 自らの免疫細胞を活用する最先端の細胞医療です。

●免疫細胞療法の特徴

1.  副作用が極めて少なく、QOL（Quality of Life：生活
の質）を維持することが期待できます。

2. 抗がん剤や放射線療法との併用で相乗効果が期待で
きます。

3. 手術後の補助療法として、再発予防効果が示されてい
ます。

4. 身体に優しい治療であり、進行がんの方も受診できま
す。また、ほとんどのがん種に適用可能です。

5. 基本的に外来通院による治療であり、入院の必要があ
りません。

〈参考〉免疫細胞療法の効果
1999年4月から2009年3月までに、当社契約医療機関である
瀬田クリニックグループまたは連係医療機関に来院し、治療を開
始された患者様のうち、免疫細胞治療を6回（1クール）以上受け
た5,460例の中で、原発臓器が肺、胃、肝、膵、乳の症例を対象に
治療成績調査を行ないました。

5,460例のうち、RECISTガイドライン（国際的に使用される治療効果判定のための
ガイドライン）の基準を満たす848例

① 採 血

② 遠心分離

③ リンパ球を分離

④ リンパ球の活性化 ⑤ リンパ球の増殖

⑥ 洗浄・回収

⑦ 投 与

患者様

MEDINET Q&A

免疫細胞療法とは、患者様ご自身の免疫細胞（リンパ球等）を体外で大幅に増殖・活性化、機能化した上で再び体内に戻すことで、
がん細胞やウィルス感染細胞等の異常細胞を排除する細胞医療です。

完全奏効　1％
すべての
腫瘍病変が消失

部分奏効　12.3％
腫瘍の最長径の和が
30％以上減少

有効率　25.1％

奏効率　13.3％

病勢コントロール率　55.2％

長期安定　11.8％
「安定」の状態が
6ヵ月以上持続

出典：医療法人社団 滉志会
瀬田クリニックグループ

848例
安定
30.1％進行　44.8％

腫瘍の最長径の和が
20％以上増加

メディネットの役割
当社は、免疫細胞療法を「誰もが受けられる身近な医療」とす
るために、医療機関に対して免疫細胞療法を実施するために
必要な技術・ノウハウ、施設、資材、専門技術者、情報システム
等を包括的に提供しています。

メディネット 契約医療機関 患者様

連係医療機関

細胞加工施設の企画、設計、
設置、運営管理
細胞培養、加工等のバイオ技術、
品質管理ノウハウの提供等

基本的な免疫細胞療法の流れ

表紙イラスト：月本　佳代美

患者様

受診

受診

医療連係


