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対処すべき課題への対応
第33期業績
中期事業計画

報告事項（計算書類）

決議事項

事業報告及び事業方針

説明内容
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対処すべき課題への対応

詳しくはお手もとの招集ご通知
7 ～ 8ページをご覧下さい。

事業報告及び事業方針
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抽出試薬
PCR試薬
免疫試薬
糖鎖試薬
生化学試薬

PSS技術、機器、試薬の事業概要

オリジナルコンセプト機種用途と応用展開

PSSオリジナル機器/技術PSSオリジナル機器/技術

機器、試薬の融合成功機器、試薬の融合成功

試薬事業スタート試薬事業スタート

事業報告及び事業方針
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Magtration磁性粒子法

PSSのオリジナル特許技術

試薬開発と融合した主な用途分野

血清、全血、DNA、RNA抽出、法医学

大容量全血、エクソソーム、cfDNA抽出(ガン早期発見)

事業報告及び事業方針 オリジナルコンセプト機種用途と応用展開
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Magtration + リアルタイムPCR 

臓器移植日和見感染症検査、シーケンサー前処理

結核菌、インフルエンザ他感染症全般検査

PSSのオリジナル特許技術

試薬開発と融合した主な用途分野

事業報告及び事業方針 オリジナルコンセプト機種用途と応用展開
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96サンプル同時DNA抽出

体内微量DNA、RNAタンパク抽出

新生児先天性免疫不全症スクリーニング、
シーケンサー前処理

全血中ガン細胞、マイクロRNAエンリッチメント検出

PSSのオリジナル特許技術

試薬開発と融合した主な用途分野

事業報告及び事業方針 オリジナルコンセプト機種用途と応用展開
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事業報告及び事業方針 オリジナルコンセプト機種用途と応用展開

試薬開発と融合した主な用途分野

PSSのオリジナル特許技術

小型、吸光度自動測定

動物、生化学、免疫検査(イヌ、ネコ、炎症マーカー)
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試薬開発と融合した主な用途分野

PSSのオリジナル特許技術

最大50項目同時測定

糖鎖検査(アルツハイマー、脳脊髄液漏出症)

事業報告及び事業方針 オリジナルコンセプト機種用途と応用展開
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抽出試薬

PCR試薬

免疫試薬

糖鎖試薬

生化学試薬

システム活用分野拡大

本年度目標SAB設立

資金調達実施

試薬メーカーと提携拡大

オリジナルコンセプト機種用途と応用展開

競争力のある製品への対策

中期事業計画案作成
量産、低コスト化
量産施設拡充
応用製品対応開発
人材確保、販売網確立

・リアルタイムPCR ・感染症

・シーケンサーサンプルプレパレーション

・オンコロジー ・マルチプレックス免疫

・体質 ・ヒューマンID

・超小型生化学

PSSオリジナル機器/技術

機器、試薬の融合成功

試薬事業スタート

事業報告及び事業方針 PSS技術、機器、試薬の事業概要
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対処すべき課題について

中期事業計画方針の進捗状況

既存OEM取引の深耕及び新規OEM契約の獲得

自社製品のラインアップ充実と販売強化

検査試薬ビジネスをはじめとする製品コストダウンによる利益率の向上

事業戦略の見直し (新たな設備投資を中心とした資金調達計画)

中期事業計画（2019年6月期－2021年6月期）策定

中型の全自動遺伝子検査装置「geneLEAD XII plus」の順調な販売推移

中型の全自動遺伝子検査装置の新機種開発・OEM供給の基本合意

小型の全自動遺伝子検査装置はCE-IVD対応をして、欧州圏より発売開始

試薬・消耗品の安定供給、量産コストダウン設備投資の必要性(事業成長の重要課題)

事業報告及び事業方針
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1

22

33

4

4

売上高の減収
エリテック社向けOEM製品である全自動遺伝子検査装
置の販売や、自社販売については好調に推移しましたが、
一部既存OEM販売先に対する販売が低調となったこと
によるものです。

販管費は前期比削減
研究開発費568百万円（前年同期比12.2％減）と減少
したほか、その他費用の削減にも努めたことによるもの
です。

特別利益と特別損失の計上
特別利益として取引先との契約に基づく受取補償金42
百万円を計上、特別損失として固定資産の減損損失96
百万円等を計上しました。

赤字幅の改善
減収を上回る費用削減努力によるものです。

第32期(2017/6)業績比

第32期比増減額(増減率)(単位:百万円)

△205
(△5.4%)

第33期(2018/6)連結業績

連結業績は、前期比減収となりましたが、費用削減努力により赤字幅は前期比改善されました。
特別利益及び特別損失を計上しました。 

事業報告及び事業方針

△88
(△5.0%)

+55
(-%)
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2019年6月期～2021年6月期
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自社ブランドによる診断市場への参入
Diagenode社との包括的な提携（検査試薬開発と製造、欧州販売・ロジスティック協力）

日本を含むアジア地域販売に向けたマーケティング及び各国規制対応

株式会社日立ハイテクノロジーズ(以下、日立ハイテク社）との日本・中国を含めた
アジア市場での販売提携促進

製造コストの低減を通じた粗利率の改善、収益拡大
大館試薬センターでの試薬製造自動化設備投資

プラスチック消耗品金型投資

2019年6月期－2021年6月期の事業計画 (1)中期事業計画
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エリテック社との提携拡大による販売拡大と安定供給能力強化
試薬・消耗品の量産化対応、生産コスト削減により販売拡大支援

新型製品開発で市場競争力を維持・強化

日立ハイテク社との販売・開発提携の強化と推進
2017年5月締結の「業務資本提携契約書」に基づいた提携事業の確実な推進

核酸抽出システム製品での販売提携：日本・中国を含む、アジア市場で日立ハイテク
販売網を通じた販売を開始

小型遺伝子検査システムでの販売提携：日本・中国を含む、アジア市場の規制対応中

中型遺伝子検査システムでの開発：フィジビリティースタディを実施中

2019年6月期－2021年6月期の事業計画 (2)中期事業計画
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geneLEAD VIII事業の概要

2019年度より、自社ブランド向けに開発したgeneLEAD VIII、小型の全自動診断装置と

PSS検査試薬（PCR試薬）により、欧州市場を皮切りに、診断市場に参入する。

初期投入診断検査試薬項目は以下の通り。

すでに、検査試薬の開発生産及びこれまでに、SX-8G Compact の販売代理店としても

長期的に信頼関係の強いDiagenode社が、ベネルクス、フランス、スペイン、ポルトガルに

販売を開始。すでに、Diagenode社の有力顧客へのサンプル供給が始まっている。

2018年秋より順次市場投入予定(CE-IVD対応)

　・ インフルエンザA型、B型、RSウィルス

　・ 結核菌

　・ レジオネラ菌

　・ アデノウィルス

2019年3月市場投入予定

　・ 百日咳

　・ ノロ・ロタウィルス

　・ マイコプラズマ

中期事業計画

16



1

1 2

2

2019年6月期～2021年6月期について

事業成長の重要な課題
試薬・消耗品の量産コストダウン

2018/6期

売上高 営業利益

2019/6期 2020/6期 2021/6期

2018/6期 2019/6期 2020/6期 2021/6期

取引先別売上推移

営業利益

自社販売の増加基調分を見込んでいます。

製品別売上推移
全自動遺伝子検査装置と試薬・消耗品の増加
基調分を見込んでいます。

継続的な業績改善努力により2021/6期には
営業黒字化を見込んでいます。

中期事業計画

第33期 2018年6月（実績）

第34期 2019年6月（予算）

第35期 2020年6月（計画）

第36期 2021年6月（計画）
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R&D vs Clinical/ Daignos�cs

R&D Clinical/Diagnos�cs NPS

OEM vs PSS Brand

OEM Total PSS Brand Total NPS

Sales by Segments

Instrument Plas�cs Extrac�on reagent

PCR reagent Maintenance/spare parts NPS

診断分野
PSSブランド 試薬・消耗品

販売

R&D分野
OEM事業

装置販売

geneLEAD シリーズを中心と
した臨床診断分野の 売上拡大

geneLEAD Ⅷを中心とした
自社販売の 売上拡大

全自動遺伝子検査装置と
試薬・消耗品の 増加基調分 を
見込んでいます

2019年6月期～2021年6月期について中期事業計画
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トピックス

平成30年７月13日付け開示情報

「全自動遺伝子検査装置「geneLEAD Ⅷ」の発売に関するお知らせ」

(CE-IVD対応による欧州圏の販売開始）

平成30年８月８日付け開示情報

「ELITech向けOEM供給製品の新たな製品開発とOEM供給契約の

基本合意締結のお知らせ」

中期事業計画
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平成30年8月22日　70th AACC Clinical Lab Expo出展のご報告

トピックス中期事業計画
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大館試薬センター試薬製造能力推移　(当社見込み)

・ 2018/6期にて現状の製造設備はほぼフル稼働し、倉庫の拡張も必要

・ 今後の試薬製造数(現状の製造能力を1とした場合)をみたすためには顧客からのコストダウン要求に
  対応した新たな設備投資が必要になるもの。

中期事業計画
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NPS敷地内にある大館試薬センターにおいて試薬の調整・充填および梱包を行っています。

Reagent (プレフィルド試薬)

クリーンルーム内試薬製造風景(試薬充填工程) クリーンルーム内試薬製造風景(シーリング工程)

中期事業計画
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Consumable (プラスチック消耗品)

NPSでは、クリーンルームで射出成型機によりプラスチック消耗品を製造しています。

クリーンルーム内射出成型機 クリーンルームでの製品検査風景

中期事業計画
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試薬製造全自動化ライン
（計画）

Future Plan (需要増に伴う増産とコストダウン)

今後は、装置の市場展開の増加とともに試薬およびプラスチック消耗品の需要増が見込まれます。
これらの需要増に対応しつつ、利益拡大のため自動化ラインの導入や消耗品金型の大型化など積極的な設備投資に
よりコストダウンを図っていく必要があります。

中期事業計画
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補足説明

資金調達補足説明

「第三者割当による第16回乃至第18回新株予約権(行使価額修正条項付)の発行

(コミット・イシュー・プログラム)及び新株予約権の買取契約の締結に関するお知らせ」

試薬・消耗品製造に関して「基礎固めの投資」を発展的に解消して、

新たな「量産コストダウン投資」を中心とした資金調達戦略を策定しました。

中期事業計画
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PSSオリジナル
機器/技術

機器、試薬の
融合成功

提携を通じた
活用分野の拡大

競争力のある
製品への対策

当社の事業目的

中期経営計画

＜当社技術、機器、試薬の事業概要及び目標＞

・ geneLEAD

・ magLEAD

・ PreLEAD

・ SpeLIA

・ LuBEA

・ リアルタイムPCR

・ 感染症

・ ｼｰｹﾝｻｰｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚﾊﾟﾚｰｼｮﾝ

 ・オンコロジー

・ がん

・ マルチプレックス免疫

・ 体質　

・ ヒューマンID

・ 超小型生化学

・量産・低コスト化

・量産施設拡充

・応用製品対応開発

・人材確保

・販売網確立

・ Magtrationを中核とした
  高精度システム

・ 全試薬をアルミシール化

・ 封入したプレフィールド
  カートリッジKIT

上記実現の為、
資金調達の実施

当社の事業目的は、使い勝手の良い（ユーザーフレンドリーな）バイオ検査システムの提供を通じて、その診断情報を有効活用することにより、世の中の多くの人々

に快適な生活を送って頂くことにあります。事業領域における強みである「自動化システム技術」を活用することにより、「バイオテクノロジー」と日本企業の得意と

する「ものづくり」を融合させ、事業を成長させると共に社会貢献を果たしております。

中期事業計画の方針として、①既存OEM取引の深耕及び新規OEM契約の獲得、②自社製品のラインアップの充実と販売強化、③試薬ビジネスをはじめとする製

品コストダウンによる利益率の向上を掲げており、これらの方針に基づいて、売上拡大と利益確保を推し進めております。

本資金調達の背景
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調達予定総額
約18.6億円

8.0億円

5.0億円

5.6億円

検査試薬及び消耗品の量産化並びに生産性コスト低減
試薬製造社屋の拡大：2億円

試薬、消耗品自動化設備投資：4億円

プラスチック消耗品（カートリッジ、チップ等）金型投資：2億円

新規検査試薬開発及び各国規制対応
診断試薬の自社及び協力試薬会社との開発及び試薬会社からのOEM供給

日本の薬事申請を含む、各国規制対応

診断、品質保証領域における専門家等人材確保費を含む

運転資金
費用の回収に先行して伴う支払い・運転資金

　・ 基礎研究

　・ 試作機の開発

　・ 販売デモ製品製造等

調達資金の使途
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調達蓋然性が高く、柔軟な対応力のある資金調達

コミット・イシュー・プログラムとはコミット・イシューを複数回分、予めプログラムとして設定することで、
将来にわたる資金調達の枠を確保する手法

　　コミット・イシューとは割当先が原則、一定期間において全株行使コミットをする資金調達手法

本案件においては、17回及び第18回の予約権の一部または全部について、取得、
あるいは行使の前倒しの指示も可能であり、柔軟な対応が可能

　　株価状況や資金需要状況によっては、第17回及び第18回を取得(キャンセル)可能であり、希薄化抑制も可能

資金調達の概要（コミット・イシュー・プログラム）
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2 2

他の資金調達手段との比較
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報告事項（計算書類）

詳しくはお手もとの招集ご通知
18 ～ 21ページをご覧下さい。

報告事項（計算書類）
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1

1

2

資産の部

科　目

負債の部

純資産の部

金　額 科　目 金　額

2

報告事項（計算書類）

総資産　対前期比減少(675百万円)

純資産　対前期比減少(459百万円)

現金及び預金が387百万円減少たな卸資
産が257百万円減少した一方で、受取手形
及び売掛金が110百万円増加しました。

親会社株主に帰属する当期純損失の発生
により利益剰余金が457百万円の減少し
たことによるものです。

【4,369,822】
【759,111】

【1,389,905】
【447,634】
1,837,540（700,751）

（1,510）
（56,849）

5,128,934

負債合計

3,291,393

5,128,934

流動負債
固定負債

純資産

負債・純資産合計

流動資産
固定資産

資産合計

有形固定資産
無形固定資産

投資その他の資産
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決議事項

詳しくはお手もとの招集ご通知
26 ～ 27ページをご覧下さい。

決議事項
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取締役5名選任の件

議 案

決議事項
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2018.９.27
プレシジョン・システム・サイエンス株式会社
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本日は、PSSの第33回定時株主総会にご参加を頂きまして、誠に、ありがとうございます。今後とも、ご理解、ご支援を賜りますよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。

本資料は、当社の計画と見通しを反映した将来予測に関する記述を含んでおります。これらは、本資料作成時において、入手可能な情

報に基づいた予想値であり、潜在的なリスクや不確実性が存在しています。そのため、本資料に記載されている将来見通しが、実際の

業績と大きく異なる場合があることを、ご了承おきいただきますよう、お願い申し上げます。
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