
  

１．平成25年３月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日） 

  

（注１）当社は、平成23年３月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第２四

半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

（注２）当社は、平成23年10月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行い、また、平成24年４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いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮

定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

（注３）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金

額であるため記載しておりません。  
  
（２）財政状態 

  
２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第２四半期  121  △54.3  △225  －  △226  －  △227  －

24年３月期第２四半期  264  －  △48  －  △49  －  △50  －

  
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 

25年３月期第２四半期  △54.86  －

24年３月期第２四半期  △14.94  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第２四半期  1,112  837  75.3

24年３月期  1,265  1,045  82.6

（参考）自己資本 25年３月期第２四半期 百万円 837   24年３月期 百万円 1,045

  
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 

24年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年３月期  － 0.00       

25年３月期（予想）     － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）

  （％表示は対前期増減率）

  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  945  49.4  90  －  96  －  87  －  20.93

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の

見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成23年10月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行い、また、平成24年４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いましたが、前事業年度の期首に当該株式分割が行われた

と仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。 
  
  
※  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、四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、実際の業績等は、様々な要因により異なる可能性があります。 

業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

２．当社は、平成24年11月５日に機関投資家・証券アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で

配布する決算補足説明資料については、説明会当日に東証への開示に合わせて当社ホームページに掲載する予定

です。  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 無

③  会計上の見積りの変更                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期２Ｑ 4,173,400株 24年３月期 4,132,000株

②  期末自己株式数 25年３月期２Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 4,149,957株 24年３月期２Ｑ 3,383,760株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災からの復旧・復興による内需の押し上げが続く一方

で、エコカー補助金の終了や欧米・中国等の海外経済の減速、中国における反日デモ等の影響により、景気は停滞

感を強めつつあります。 

 このような環境のもと、当社は、中外製薬株式会社（以下、「中外製薬」といいます。）が革新的な抗体創製技

術を活用した新規抗体医薬品の創製に特化した研究を行うことを目的にシンガポールに開設したChugai 

Pharmabody Research Pte. Ltd.（以下、「CPR社」といいます。）との委託研究取引基本契約を新たに締結しまし

た。また、平成24年４月に契約を締結した英国のGlaxo Group Limited（以下、「GSK社」といいます。）をはじ

め、創薬アライアンス事業における複数のクライアントとの研究は順調に進捗しております。その他、技術導出を

含め、複数の国内外製薬企業やバイオテクノロジー企業等との契約交渉が進行中です。 

 研究開発活動におきましては、IgGキメラ抗体ライブラリの実用化に向けて、より多様化した優良なライブラリ

を創出し、80を超えるライブラリ数の拡大に成功しました。また、完全ヒトADLib®システムの構築に向けて、DT40

細胞の抗体遺伝子座にヒトの抗体遺伝子座を組み込む作業において進展がみられました。現状では、ヒト抗体タン

パク質の発現を確認し、組み込んだヒト抗体遺伝子間において相同組換えが生じることを検証する多様化の実証研

究に進む段階に来ております。更に、公立大学法人横浜市立大学（以下、「横浜市立大学」といいます。）との共

同研究を通じて獲得した抗セマフォリン3A抗体の大量合成が完了し、免疫系の動物疾患モデルにおける効果を測定

する実験を開始しました。   

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は121,130千円（前年同四半期比143,649千円減少）、営業損

失は225,647千円（前年同四半期比177,569千円増加）、経常損失は226,896千円（前年同四半期比177,118千円増

加）、四半期純損失は227,677千円（前年同四半期比177,130千円増加）となりました。  

  

 当第２四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりです。 

① 創薬アライアンス事業 

 CPR社との新規契約の他、中外製薬、Five Prime Therapeutics社（米国）、GSK社（英国）等、複数のクライ

アントとの研究に進展が見られました。また、既に検証的契約を締結しているクライアントとは、ADLib®システ

ムの技術的優位性の実績をもって、より大規模な契約締結に向けた交渉を継続しております。さらに、複数の新

たな製薬企業等と大規模な契約締結に向けた営業活動を推進しております。 

 以上の結果、当該事業における当第２四半期累計期間の売上高は118,472千円（前年同四半期比143,649千円減

少）、セグメント利益（売上総利益）は81,942千円（前年同四半期比87,243千円減少）となりました。 

② リード抗体ライセンスアウト事業 

 治療用First in class抗体の開発を目指す抗セマフォリン3A抗体の研究につきましては、抗原との親和性の高

いヒト化した抗体の獲得に成功し、前段階のキメラ抗体と比較して親和性が向上していることを確認しました。

そして、免疫系の動物疾患モデルにおける効果を測定する実験を開始しました。本抗体は横浜市立大学と共同で

特許を出願しており、国内外の複数の製薬企業との間で抗体を評価するための契約等の交渉を継続しておりま

す。更に新たな治療用抗体の獲得を目指して、独立行政法人国立がん研究センター（以下、「国立がん研究セン

ター」といいます。）との共同研究契約を締結し、国立がん研究センターが保有するがん特異的分子を標的とし

た、新規がん治療抗体薬に関する共同研究を開始しました。また、国立大学法人東京大学大学院農学生物科学研

究科・高橋研究室（以下、「東京大学・高橋研」といいます。）との共同研究契約を延長した他、公益財団法人

がん研究会（以下、「がん研究会」といいます。）、静岡県立静岡がんセンター（以下、「静岡がんセンター」

といいます。）等、複数の大学や公的研究機関等との連携を強化することで、新規治療用抗体の探索研究を継続

して行っております。 

 当該事業につきましては、当第２四半期累計期間の売上高及び利益（又は損失）は発生しておりません（前年

同四半期比同じ）。     

③ 基盤技術ライセンス事業 

 ADLib®システムのライセンス導出先である富士レビオ株式会社では、臨床検査・診断に用いる試薬の研究開発

を目的として、ADLib®システムを稼働中であります。この他、技術ライセンスに興味を持つ国内外の複数企業と

の間で技術評価のための検証試験の実施及び交渉を行っております。 

 以上の結果、当該事業における当第２四半期累計期間の売上高は2,658千円（前年同四半期比０千円増加）、

セグメント利益（売上総利益）は2,645千円（前年同四半期比822千円増加）となりました。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（流動資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は945,639千円（前事業年度末は1,096,486千円）となり、

150,847千円減少しました。この主な要因は、販売費及び一般管理費や固定資産の取得による支出等により、現金

及び預金が123,925千円減少したこと、また、売上債権の回収に伴い売掛金が34,782千円減少したこと等によるも

のであります。 

（固定資産） 

 当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は166,564千円（前事業年度末は169,380千円）となり、2,816

千円減少しました。この主な要因は、機械及び装置等の取得による増加がありましたが、有形固定資産の減価償却

により期末簿価が減少した結果、有形固定資産残高が2,725千円減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は216,560千円（前事業年度末は211,806千円）となり、4,753

千円増加しました。この主な要因は、長期借入金の借り換え等により１年内返済予定の長期借入金が31,247千円増

加した一方で、研究設備等に係る未払金15,516千円の減少及び前事業年度に係る未払消費税等13,293千円が減少し

たこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は58,318千円（前事業年度末は8,507千円）となり、49,810千

円増加しました。この主な要因は、借入金の借り換え等により長期借入金が54,174千円増加したこと等によるもの

であります。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産の部の残高は837,325千円（前事業年度末は1,045,552千円）となり、

208,227千円減少しました。この主な要因は、四半期純損失により利益剰余金が227,677千円減少した一方で、新株

予約権の一部について権利が行使されたことに伴い、資本金及び資本準備金がそれぞれ9,725千円増加したことに

よるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況の分析 

 当第２四半期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889,160千円（前事業年

度比123,925千円減少）となりました。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） 

 当第２四半期累計期間において営業活動により使用した資金は187,143千円（前年同四半期は119,012千円使用）

となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失226,896千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費

24,516千円を調整した資金の増加、中外製薬株式会社の委託研究に係る売上債権等34,782千円の回収に伴う増加並

びに前事業年度に係る未払消費税等19,878千円の支払い等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） 

 当第２四半期累計期間において投資活動により使用した資金は41,388千円（前年同四半期は1,633千円使用）と

なりました。これは、研究設備の有形固定資産の取得による支出によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において財務活動により取得した資金は104,608千円（前年同四半期は15,000千円使用）

となりました。これは、借入金の借り換え等により長期借入金が150,000千円増加し、また、新株予約権の一部に

ついて権利が行使されたことに伴い資本金等が19,187千円増加した一方で、借入金の返済により64,579千円減少し

たことによるものであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月14日に発表いたしました平成25年３月期の業績予想に変更はございません。 
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（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,013,086 889,160

売掛金 49,791 15,008

たな卸資産 19,302 18,180

前払費用 13,142 15,535

未収消費税等 － 6,584

その他 1,165 1,169

流動資産合計 1,096,486 945,639

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 12,379 11,645

減価償却累計額 △6,745 △6,735

建物附属設備（純額） 5,633 4,909

機械及び装置 353,621 374,131

減価償却累計額 △224,180 △245,766

機械及び装置（純額） 129,440 128,365

工具、器具及び備品 33,787 34,233

減価償却累計額 △23,335 △24,708

工具、器具及び備品（純額） 10,451 9,525

有形固定資産合計 145,526 142,800

無形固定資産   

特許権 7,679 7,343

ソフトウエア 1,916 2,509

無形固定資産合計 9,595 9,853

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 1,290 949

敷金及び保証金 12,957 12,951

投資その他の資産合計 14,258 13,910

固定資産合計 169,380 166,564

資産合計 1,265,866 1,112,203
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,136 14,558

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 50,016 81,263

未払金 43,594 28,078

未払費用 4,433 4,277

未払法人税等 5,340 3,040

未払消費税等 13,293 －

繰延税金負債 － 212

前受金 2,704 －

預り金 1,906 2,943

前受収益 36,410 40,484

賞与引当金 7,970 7,850

資産除去債務 － 3,852

流動負債合計 211,806 216,560

固定負債   

長期借入金 4,144 58,318

繰延税金負債 381 －

資産除去債務 3,843 －

長期前受収益 138 －

固定負債合計 8,507 58,318

負債合計 220,313 274,878

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,996 1,037,721

資本剰余金   

資本準備金 1,017,996 1,027,721

資本剰余金合計 1,017,996 1,027,721

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,000,439 △1,228,116

利益剰余金合計 △1,000,439 △1,228,116

株主資本合計 1,045,552 837,325

純資産合計 1,045,552 837,325

負債純資産合計 1,265,866 1,112,203
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 264,780 121,130

売上原価 93,771 36,542

売上総利益 171,008 84,587

販売費及び一般管理費 219,086 310,235

営業損失（△） △48,078 △225,647

営業外収益   

受取利息 62 290

その他 1 103

営業外収益合計 63 394

営業外費用   

支払利息 1,148 1,135

株式交付費 － 262

その他 615 245

営業外費用合計 1,763 1,643

経常損失（△） △49,777 △226,896

税引前四半期純損失（△） △49,777 △226,896

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等調整額 △180 △168

法人税等合計 769 781

四半期純損失（△） △50,547 △227,677
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △49,777 △226,896

減価償却費 27,788 24,516

受取利息及び受取配当金 △62 △291

支払利息 1,148 1,135

株式交付費 － 262

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,688 △19,878

前払費用の増減額（△は増加） △5,664 △2,183

未払金の増減額（△は減少） 2,879 3,753

売上債権の増減額（△は増加） △22,209 34,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,028 1,121

仕入債務の増減額（△は減少） 9,850 △1,577

前受金の増減額（△は減少） － △2,704

前受収益の増減額（△は減少） △69,611 4,073

その他 △2,006 △385

小計 △116,007 △184,272

利息及び配当金の受取額 43 284

利息の支払額 △1,223 △1,340

補助金の受取額 － 62

法人税等の支払額 △1,881 △1,894

法人税等の還付額 55 16

営業活動によるキャッシュ・フロー △119,012 △187,143

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △1,633 △41,388

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633 △41,388

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 75,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △100,000 △64,579

株式の発行による収入 10,000 19,187

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,000 104,608

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,645 △123,925

現金及び現金同等物の期首残高 646,496 1,013,086

現金及び現金同等物の四半期末残高 510,850 889,160
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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）継続企業の前提に関する注記

（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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