
  

１．平成25年３月期第３四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年12月31日） 

  

（注１）当社は、平成23年３月期第３四半期においては、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３四

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３四半期  231  △46.1  △314  －  △316  －  △318  －

24年３月期第３四半期  429  －  △42  －  △74  －  △76  －

  
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３四半期  △76.44  －

24年３月期第３四半期  △21.64  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第３四半期  991  772  77.9

24年３月期  1,265  1,045  82.6

（参考）自己資本 25年３月期第３四半期 百万円772   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  333  △47.3  △415  －  △420  －  △422  －  △101.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有

業績予想の修正については、本日（平成25年２月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。 



※  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 

 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。 

  

（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３Ｑ 4,214,200株 24年３月期 4,132,000株

②  期末自己株式数 25年３月期３Ｑ －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３Ｑ 4,162,038株 24年３月期３Ｑ 3,514,284株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四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・復興による内需の下支えはあるもの

の、日中関係の悪化に伴う輸出の減少やエコカー補助金の終了、消費者マインドの頭打ち等の影響により、本格的

な景気回復にはまだ程遠い状況にあります。しかしながら、12月の衆議院選挙を経て発足した安倍新内閣のもとで

打ち出された大規模な経済政策（通称：アベノミクス）に対する世間の期待は大きく、今後の景気回復を後押しす

る可能性もあります。 

 このような環境のもと、当社の事業開発活動の状況としましては、中外製薬株式会社（以下、「中外製薬」とい

います。）が所有する抗原に対する抗体作製を目的とする共同研究契約の延長に合意し、平成24年12月に覚書を締

結いたしました。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につきましては順調に進捗し、

ADLib®システムのパフォーマンスに対して好評価を獲得しております。創薬アライアンス事業における既存クライ

アントからの契約規模の拡大及び新規クライアントからの契約獲得、基盤技術及びリード抗体のライセンスを含め

て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が、期初の計画に対して後れが生

じています。 

 主な研究開発活動の状況は以下のとおりです。 

 初期のキメラ抗体ライブラリより更に多様化した80種を超えるマウス-トリIgGキメラ抗体（以下、「キメラ抗

体」といいます。）ライブラリを用いた自社並びにアカデミアとの共同研究におきまして、複数の抗原タンパクに

対する抗体を取得し、これらのライブラリ研究が今後の抗体創製に十分な性能を有していることを裏付けることが

できました。 

 完全ヒトADLib®システムの構築に向けた研究開発活動では、ニワトリの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更なる進展がみられ、ヒト抗体タンパク質の発現を確認することができました。ま

た、抗体遺伝子の軽鎖もしくは重鎖のどちらか一方を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

とも確認しました。現在は、軽鎖と重鎖の両方を組み込んだ細胞において同様の現象が生じることを確認するため

の検証実験を続けており、今期中のプロトタイプの完成を目指しています。 

 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。）との共同研究では、抗セマフォリン3A抗体

の大量合成が完了し、抗セマフォリン3Aのキメラ抗体とヒト化抗体の両方において免疫系の疾患モデル動物におけ

る薬効を確認することができました。今後は、国内外の製薬企業へのライセンスアウト契約締結に向けて更なる追

加データの取得を行うとともに、知財化及びライセンスアウト活動をより活性化して参ります。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は231,306千円（前年同四半期比198,009千円減少）、営業損

失は314,099千円（前年同四半期比271,811千円増加）、経常損失は316,003千円（前年同四半期比241,079千円増

加）、四半期純損失は318,161千円（前年同四半期比242,109千円増加）となりました。 

  

 当第３四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 

 Chugai Pharmabody Research Pte. Ltd.との新規契約の他、中外製薬、GSK社等、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、当第３四半期に本格的な実用稼働に入りましたキメラ抗体ライブラリによる

ADLib®システムの技術的優位性を梃子にして、新たな契約締結に向けた交渉を開始しております。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継続して推進しております。 

 以上の結果、当該事業における当第３四半期累計期間の売上高は227,318千円（前年同四半期比198,009千円減

少）、セグメント利益（売上総利益）は150,030千円（前年同四半期比122,969千円減少）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

いヒト化抗体の獲得成功と、免疫系の疾患モデル動物における薬効の確認が研究成果として挙げられます。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、静岡県立静岡

がんセンター等、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３四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）。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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３四半期累計期間の売上高は3,988千円（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3,968千円（前年同四半期比849千円増加）となりました。 

  

（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３四半期会計期間末における流動資産の残高は798,535千円（前事業年度末は1,096,486千円）となり、

297,951千円減少しました。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315,768千円減少した一方で、未収消費税等が11,968千円増加したこと等によるものであります。 

（固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は192,570千円（前事業年度末は169,380千円）となり、23,190

千円増加しました。この主な要因は、敷金及び保証金が35,990千円増加した一方で、有形固定資産が減価償却等に

より12,150千円減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は172,748千円（前事業年度末は211,806千円）となり、39,057

千円減少しました。この主な要因は、共同研究等に係る売上計上に伴う前受収益32,699千円の減少、研究設備等に

係る未払金17,097千円の減少並びに前事業年度に係る未払消費税等13,293千円が減少した一方で、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24,996千円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は45,816千円（前事業年度末は8,507千円）となり、37,308千

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41,672千円増加したこと等によるもの

であります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の部の残高は772,541千円（前事業年度末は1,045,552千円）となり、

273,011千円減少しました。この主な要因は、四半期純損失により利益剰余金が318,161千円減少した一方で、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22,575千円増加したことに

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３四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697,317千円（前事業年

度比315,768千円減少）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３四半期累計期間において営業活動により使用した資金は349,078千円（前年同四半期は121,421千円使用）

となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失316,003千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費

37,786千円を調整した資金の増加、共同研究等の売上計上に伴う前受収益の取り崩しによる32,699千円の減少、並

びに前事業年度に係る未払消費税等25,261千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３四半期累計期間において投資活動により使用した資金は78,082千円（前年同四半期は2,606千円使用）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払い42,092千円や、本社及び研究所の移転先に係る

敷金等35,990千円の支払い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３四半期累計期間において財務活動により取得した資金は111,381千円（前年同四半期は442,377千円取得）

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44,713千円増加した一方で、借入金の返済により83,332千円減少し

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25年３月期の業績予想につきましては、当第３四半期累計期間における業績の進捗状況等を踏まえ、平成24

年５月14日に発表いたしました「平成24年３月期決算短信〔日本基準〕（非連結)」に記載の通期業績予想を修正

しております。詳細につきましては、本日（平成25年２月６日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。  
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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３四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３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,013,086 697,317

売掛金 49,791 57,116

たな卸資産 19,302 19,627

前払費用 13,142 11,847

未収消費税等 － 11,968

その他 1,165 657

流動資産合計 1,096,486 798,535

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 12,379 14,820

減価償却累計額 △6,745 △7,676

建物附属設備（純額） 5,633 7,143

機械及び装置 353,621 374,408

減価償却累計額 △224,180 △256,994

機械及び装置（純額） 129,440 117,413

工具、器具及び備品 33,787 34,085

減価償却累計額 △23,335 △25,266

工具、器具及び備品（純額） 10,451 8,818

有形固定資産合計 145,526 133,375

無形固定資産   

特許権 7,679 7,175

ソフトウエア 1,916 2,282

無形固定資産合計 9,595 9,458

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 1,290 778

敷金及び保証金 12,957 48,947

投資その他の資産合計 14,258 49,736

固定資産合計 169,380 192,570

資産合計 1,265,866 991,106
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,136 14,638

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 50,016 75,012

未払金 43,594 26,497

未払費用 4,433 5,376

未払法人税等 5,340 2,034

未払消費税等 13,293 －

繰延税金負債 － 1,114

前受金 2,704 －

預り金 1,906 2,416

前受収益 36,410 3,711

賞与引当金 7,970 4,916

資産除去債務 － 7,030

流動負債合計 211,806 172,748

固定負債   

長期借入金 4,144 45,816

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 45,816

負債合計 220,313 218,564

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,996 1,050,571

資本剰余金   

資本準備金 1,017,996 1,040,571

資本剰余金合計 1,017,996 1,040,571

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,000,439 △1,318,600

利益剰余金合計 △1,000,439 △1,318,600

株主資本合計 1,045,552 772,541

純資産合計 1,045,552 772,541

負債純資産合計 1,265,866 991,106
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 429,316 231,306

売上原価 153,198 77,308

売上総利益 276,118 153,998

販売費及び一般管理費 318,406 468,098

営業損失（△） △42,287 △314,099

営業外収益   

受取利息 94 367

補助金収入 1,323 252

その他 1 101

営業外収益合計 1,419 722

営業外費用   

支払利息 1,667 1,872

株式交付費 1,816 436

株式公開費用 29,998 －

その他 573 317

営業外費用合計 34,055 2,626

経常損失（△） △74,923 △316,003

税引前四半期純損失（△） △74,923 △316,003

法人税、住民税及び事業税 1,425 1,425

法人税等調整額 △297 732

法人税等合計 1,127 2,157

四半期純損失（△） △76,051 △318,161
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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３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31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（△） △74,923 △316,003

減価償却費 41,768 37,786

受取利息及び受取配当金 △95 △368

支払利息 1,667 1,872

株式交付費 1,816 436

株式公開費用 29,998 －

補助金収入 △1,323 △252

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,076 △25,261

前払費用の増減額（△は増加） △5,855 1,372

未払金の増減額（△は減少） 7,422 2,596

売上債権の増減額（△は増加） △24,495 △7,325

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,634 △325

仕入債務の増減額（△は減少） 943 △1,497

前受金の増減額（△は減少） 6,903 △2,704

前受収益の増減額（△は減少） △99,543 △32,699

その他 △5,436 △3,555

小計 △118,711 △345,929

利息及び配当金の受取額 43 365

利息の支払額 △1,467 △1,949

補助金の受取額 540 312

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 △121,421 △349,078

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 △2,606 △42,092

敷金及び保証金の差入による支出 － △35,990

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,606 △78,082

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 △108,336 △83,332

株式の発行による収入 495,321 44,713

株式の発行による支出 △19,608 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 442,377 111,381

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,349 △315,768

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 964,846 697,317
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 該当事項はありません。 

   

 当第３四半期累計期間において、新株予約権の権利行使により、資本金が22,575千円、資本準備金が22,575千円

増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が1,050,571千円、資本準備金が1,040,571千円となっておりま

す。 

   

（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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