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1.  平成26年6月期第1四半期の業績（平成25年7月1日～平成25年9月30日） 

(注) 当社は、前事業年度の第３四半期累計期間から四半期財務諸表を作成しているため、平成25年６月期第１四半期累計期間の記載及び同期間との比較は
行っておりません。

(2) 財政状態 

(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 ％

26年6月期第1四半期 174 ― 15 ― 12 ― 9 ―
25年6月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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6月期第1四半期 0.69 0.57
25年6月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年6月期第1四半期 5,823 5,717 98.1
25年6月期 5,926 5,696 96.1
（参考） 自己資本   26年6月期第1四半期  5,714百万円 25年6月期  5,693百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年6月期 ―
26年6月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年 6月期の業績予想（平成25年 7月 1日～平成26年 6月30日）
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  

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 1,385 104.3 718 347.1 714 310.3 442 222.9 33.45



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年6月期1Q 13,371,300 株 25年6月期 13,241,300 株
② 期末自己株式数 26年6月期1Q ― 株 25年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年6月期1Q 13,330,757 株 25年6月期1Q 10,700,000 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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きの対象外であり、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。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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。
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当第１四半期累計期間（平成25年７月１日から平成25年９月30日）において、当社独自の創薬開発プラ

ットフォーム・システムであるPDPS（Peptide Discovery Platform System）を活用した、国内外の製薬

企業との共同研究開発活動は順調に進捗いたしました。また、PDPSを特殊ペプチド創薬開発のデファクト

スタンダード・システムとして世界中に展開していくにあたり、PDPSをブリストル・マイヤーズスクイブ

に対して非独占的にライセンス許諾する契約を平成25年９月に締結いたしました。これは、これまでの３

年間にわたるブリストル・マイヤーズスクイブとの共同研究開発活動の成果により当社技術・システムの

優位性が認められ、特殊ペプチドの創薬候補物質としての可能性が確認された結果であります。

以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は174,492千円、営業利益15,638千円、経常利益

12,823千円、四半期純利益9,173千円となりました。

なお、当社の事業はアライアンス事業の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。

当第１四半期会計期間の総資産は5,823,949千円となり、前事業年度末と比べて102,204千円減少しまし

た。その内訳は、現金及び預金の減少95,511千円、有形固定資産の減少13,038千円等であります。

負債は106,283千円となり、前事業年度末と比べて123,627千円減少しました。その内訳は、未払法人税

等の減少52,507千円、未払金の減少26,559千円、前受金の減少24,803千円等であります。

純資産は5,717,665千円となり、前事業年度末と比べて21,423千円増加しました。その内訳は四半期純

利益9,173千円の計上、資本金の増加6,154千円、資本剰余金の増加6,154千円等によるものであります。

当第１四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ95,511千円減少し、

5,476,939千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によるキャッシュ・フローは、当第１四半期累計期間における税引前四半期純利益12,823千円

を計上したものの、法人税等の支払額42,235千円、未払金の減少額27,018千円、前受金の減少額24,803千

円等により、102,470千円の支出となりました。

（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・フローは、有形固定資産の取得による支出3,378千円により、3,378千円の

支出となりました。

（財務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・フローは、新株予約権の行使による株式の発行による収入12,220千円によ

り、12,220千円の収入となりました。

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

①財政状態の分析

②キャッシュ・フローの状況の分析
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業績予想につきましては、平成25年８月13日に発表いたしました平成26年６月期の業績予想を据置と

いたします。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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該当事項はありません。

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成25年６月30日)

当第１四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,572,450 5,476,939

売掛金 146,802 153,334

繰延税金資産 40,058 34,931

その他 1,264 6,215

流動資産合計 5,760,575 5,671,421

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 5,865 5,672

工具、器具及び備品（純額） 159,528 146,681

有形固定資産合計 165,393 152,354

無形固定資産 184 173

固定資産合計 165,577 152,528

資産合計 5,926,153 5,823,949

負債の部

流動負債

買掛金 7,996 5,019

未払金 49,494 22,934

未払費用 27,708 25,943

未払法人税等 55,728 3,220

前受金 67,403 42,599

その他 21,581 6,565

流動負債合計 229,911 106,283

負債合計 229,911 106,283

純資産の部

株主資本

資本金 2,725,000 2,731,154

資本剰余金 2,721,282 2,727,436

利益剰余金 246,891 256,065

株主資本合計 5,693,174 5,714,656

新株予約権 3,068 3,009

純資産合計 5,696,242 5,717,665

負債純資産合計 5,926,153 5,823,949
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(2)【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 174,492

売上原価 73,463

売上総利益 101,028

販売費及び一般管理費 85,389

営業利益 15,638

営業外収益

受取利息 251

営業外収益合計 251

営業外費用

株式交付費 30

為替差損 3,036

営業外費用合計 3,066

経常利益 12,823

税引前四半期純利益 12,823

法人税、住民税及び事業税 △1,477

法人税等調整額 5,126

法人税等合計 3,649

四半期純利益 9,173
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年７月１日
至 平成25年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 12,823

減価償却費 16,887

受取利息及び受取配当金 △251

為替差損益（△は益） 1,882

株式交付費 30

売上債権の増減額（△は増加） △6,532

仕入債務の増減額（△は減少） △2,977

未払金の増減額（△は減少） △27,018

未払費用の増減額（△は減少） △1,764

前受金の増減額（△は減少） △24,803

その他 △28,761

小計 △60,485

利息及び配当金の受取額 251

法人税等の支払額 △42,235

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,470

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △3,378

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の行使による株式の発行による収入 12,220

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,511

現金及び現金同等物の期首残高 5,572,450

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 5,476,939
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

（４）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）

（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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