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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

※当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」に基づき財務諸表を作成しているため、当期の対前年四半期増減率は記載しておりません。  

(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 ％

21年3月期第1四半期 0 ― △224 ― △223 ― △223 ―
20年3月期第1四半期 12 △51.6 △165 ― △163 ― △164 ―

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

21年3月期第1四半期 △1,814.02 ―
20年3月期第1四半期 △1,865.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 1,818 1,684 92.6 13,700.64
20年3月期 2,044 1,907 93.3 15,514.65

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,684百万円 20年3月期  1,907百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期累計期間 280 ― △303 ― △303 ― △304 ― △2,478.27
通期 380 44.6 △639 ― △640 ― △642 ― △5,228.72

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  122,963株 20年3月期  122,963株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  122,963株 20年3月期第1四半期  88,013株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）将来に関する記述等についてのご注意 
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
はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。 
（2）業績予想（平成20年５月12日発表）の見直しは行っておりません。 
（3）当期より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準第
14号 平成19年３月14日）を適用しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年来続いている原油価格の高騰や米国サブプライム問題の影響に

より、企業収益が減少し設備投資を抑制する等、景気の先行き不透明感が増大しております。

　このような環境のなかで当社は、自社開発パイプライン拡充の為、研究活動及び臨床開発のスピードアップに取り

組んでまいりました。また、早期黒字化達成に向け、組織改革を行い、開発企画部、臨床開発部、事業開発部を統括

する担当役員ＣＢＯ（チーフ・ビジネス・ディベロップメント・オフィサー）を新たに設置し、部門間の連携強化と

業務の迅速化を図りました。

　既存プロジェクトの日本化薬株式会社に導出しているがん治療薬パクリタキセルミセル（NK105）につきましては、

臨床第二相試験が進捗しております。自社開発のナノプラチン®（NC-6004）は、英国における臨床第一相試験の投与

が終了し、次の試験の準備を行っております。また、昨年10月に、スイスのDebiopharmS.A.にライセンスアウトした

ダハプラチン誘導体ミセル（NC-4016）は、治験薬製造等を行い、臨床第一相試験開始に向けた準備が進んでおりま

す。加えて、本年４月には、株式会社東京大学TLO と核酸用ミセルに関する独占ライセンス契約を締結いたしまし

た。

　以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は国立大学法人東京大学への原材料販売収入により100千円、営業損

失は自社開発プロジェクトであるナノプラチン®（NC-6004）の臨床開発を積極的に推進し、研究開発費を計上したこ

と等により224,633千円、経常損失は223,452千円、四半期純損失は223,057千円となりました。

 

２．財政状態及びキャッシュ・フローに関する定性的情報

　当第１四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ225,274千円減少し、1,818,943千円となりました。

これは主に現金及び預金の減少によるものです。負債については、前事業年度末に比べ2,217千円減少し、134,221千

円となりました。これは主に未払法人税等の減少によるものです。純資産合計については、前事業年度末に比べ223,058

千円減少し、1,684,721千円となりました。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少によるものです。

  キャッシュ・フローにつきましては、当第１四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）

は、前事業年度末に比べ266,428千円減少し、1,488,199千円となりました。当第１四半期会計期間のキャッシュ・フ

ローの概況は以下の通りです。

 

（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、研究開発の推進に伴う研究開発費の支出等による税引前四半期純損失

222,452千円、たな卸資産の増加額70,647千円等の資金減少要因が、前払費用の減少額35,483千円等の資金増加要因

を上回り、265,428千円の減少となりました。

 

（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、知的財産権のライセンス契約に伴う無形固定資産の取得による支出1,000

千円を計上したことにより、1,000千円の減少となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間においては、財務活動は行っておりません。

 

３．業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、景気の動向は依然として先行き不透明であり、厳しい状態が続いております。

　このような状況の中で当社は、第２四半期会計期間には、DebiopharmS.A.からのダハプラチン誘導体ミセルの治験

用製剤供給売上及びマイルストン収入を見込んでおります。なお、当第１四半期会計期間においては、提携先からの

マイルストン収入等が発生しなかったため、売上高は100千円でしたが、第２四半期累計期間の予想売上高280,000千

円を達成する見込みです。ただし、プロジェクトの進展により、第３四半期にずれ込む可能性もあります。

　また、事業開発に関しましては、海外における臨床試験の可能性も視野に入れながら、既存パイプラインの進捗推

進と付加価値増大のため、新規の提携先を開拓中であります。新規パイプラインにつきましては、ライセンスアウト

の早期化を基本方針として、提携先開拓を推進しております。

　業績予想につきましては平成20年５月12日の発表より修正はなく、１ページ記載のとおり見込んでおります。
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４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①  簡便な会計処理

　　　　　たな卸資産の評価方法について、当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、

前事業年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　　②  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　該当事項はありません。

 

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　①　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号　平成19年３月14日）を適用しており

ます。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

②　たな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、個別法に

よる原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。こ

れにより、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ21,974千円増加しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,035,415 1,302,327

売掛金 － 313

有価証券 452,783 452,300

原材料 28,730 59,570

仕掛品 163,085 61,597

その他 52,080 78,891

流動資産合計 1,732,096 1,955,000

固定資産   

有形固定資産                                                  30,683                    32,289

無形固定資産 44,068 45,015

投資その他の資産 12,095 11,911

固定資産合計 86,846 89,217

資産合計 1,818,943 2,044,217

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,130 3,861

未払法人税等 3,281 8,430

その他 126,809 124,146

流動負債合計 134,221 136,438

負債合計 134,221 136,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,630,093 2,630,093

資本剰余金 2,611,305 2,611,305

利益剰余金 △3,556,727 △3,333,669

新株予約権 50 50

純資産合計 1,684,721 1,907,779

負債純資産合計 1,818,943 2,044,217

- 1 -



（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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 100

売上原価 337

売上総損失（△） △237

販売費及び一般管理費                                              224,395

営業損失（△） △224,633

営業外収益  

受取利息 2,211

その他 48

営業外収益合計 2,259

営業外費用  

為替差損 1,078

営業外費用合計 1,078

経常損失（△） △223,452

特別利益  

固定資産売却益 1,000

特別利益合計 1,000

税引前四半期純損失（△） △222,452

法人税、住民税及び事業税 605

法人税等合計 605

四半期純損失（△） △223,057
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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20年４月１日 
 至 平成20年６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（△） △222,452

減価償却費 3,870

受取利息及び受取配当金 △2,211

売上債権の増減額（△は増加） 313

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,647

未収消費税等の増減額（△は増加） △5,926

前払費用の増減額（△は増加） 35,483

買掛金の増減額（△は減少） 268

未払金の増減額（△は減少） 18,317

未払費用の増減額（△は減少） △4,635

預り金の増減額（△は減少） △11,518

その他 △6,081

小計 △265,219

利息及び配当金の受取額 2,211

法人税等の支払額 △2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー △265,428

投資活動によるキャッシュ・フロー  

無形固定資産の取得による支出 △1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,000

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 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △266,428

現金及び現金同等物の期首残高 1,754,627

現金及び現金同等物の四半期末残高                                 1,488,199
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　当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 12,776

Ⅱ　売上原価 15,466

売上総損失（△） △2,690

Ⅲ　販売費及び一般管理費 162,541

営業損失（△） △165,231

Ⅳ　営業外収益 1,512

　受取利息 1,388

　その他　 123

Ⅴ　営業外費用 －

経常損失（△） △163,718

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税引前四半期損失（△） △163,718

法人税、住民税及び事業税 475

四半期純損失（△） △164,193
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前四半期純損失（△） △163,718

　減価償却費 3,594

　受取利息　 △1,388

売上債権の増減額（増加：△） △626

たな卸資産の増減額（増加：△） △9,769

未収消費税等の増減額（増加：△） △4,092

前払費用の増減額（増加：△） 14,869

買掛金の増減額（減少：△） 840

未払金の増減額（減少：△） △39,150

未払費用の増減額（減少：△） △3,676

前受金の増減額（減少：△） △19,485

その他 △1,289

小計 △223,890

　利息の受取額 1,388

　法人税等の支払額 △1,900

営業活動によるキャッシュ・フロー △224,403

Ⅱ　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 △9,020

　無形固定資産の取得による支出　 △1,779

　その他 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,788

Ⅲ　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 －

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △235,192

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,718,325

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,483,133
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