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

（注）前第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成20年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 43 ― △313 ― △336 ― △431 ―
20年3月期第1四半期 52 ― △320 ― △307 ― △314 ―

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 △6.09 ―
20年3月期第1四半期 △5.17 ―

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 2,269 2,015 88.8 28.43
20年3月期 2,587 2,384 92.2 33.65

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,015百万円 20年3月期  2,384百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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2四半期連結累計期間 109 ― △557 ― △557 ― △652 ― △9.19
通期 253 △7.4 △969 ― △969 ― △1,066 ― △15.03

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[(注) 詳細は、４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) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 １．上記の業績予想は、当社が現時点で合理的と判断した一定の前提に基づいたものであり、実際の業績とは異なることがあります。 
 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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  70,881,831株 20年3月期  70,881,831株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,400株 20年3月期  400株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  70,881,288株 20年3月期第1四半期  60,881,831株
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・定性的情報・財務諸表等

1.  連結経営成績に関する定性的情報

当社グループは、医薬品開発を行う企業として成長を遂げるため、現在保有する創薬候補物の治験を着

実に進めて行くことを重要な経営課題としています。当第１四半期連結会計期間は、中国で、特発性肺線

維症(IPF）治療薬F647と放射線性肺炎（RP）治療薬F647の第２相臨床試験をそれぞれ進めています。肝

線維症治療薬F351についても第１相臨床試験を実施しています。

　また、前年に続き、遺伝子ネットワーク技術や先端ゲノム技術を利用して、複数の大手製薬企業との共

同研究プロジェクトを実施しています。

　当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高43,103千円となりました。一方、前年同期比で、のれん償

却額は増加したものの、研究開発費の大幅な減少により、営業損失は313,003千円、経常損失は336,568

千円となりましたが、特別損失として事業再編損を計上した結果、四半期純損失は431,648千円となりま

した。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当社グループは、開発中の創薬候補物が上市に至るまで、多額の開発費が必要となります。現在医薬品

開発をコスト優位性のある中国で行っておりますが、開発を進めるためには借入若しくは増資等による資

金調達が必要になります。

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ318,489千円減少し2,269,391

千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ51,107千円増加し254,069千円となりました。純資産

は、前連結会計年度末に比べ369,597千円減少し、2,015,321千円となりました。総資産及び純資産の減少

は、主に431,648千円の四半期純損失を計上したことによります。

　キャッシュフローにつきましては、営業活動により減少した資金は260,155千円となりました。主要な減

少項目は税金等調整前四半期純損失431,022千円であり、主要な増加項目は、事業再編損94,454千円、のれ

ん償却額39,524千円であります。

  投資活動による資金の減少は5,339千円となりました。これは主に、5,426千円の有形固定資産取得のた

めの支出によるものであります。

　財務活動による資金の増加は、6,316千円となりました。これは主に長期借入金の返済6,270千円による

ものであります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比

べ257,904千円減少し884,960千円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当社グループは、平成21年３月期も引き続き、創薬候補物の中国での治験の進捗を重要な経営課題とし

て事業を展開しております。平成21年３月期における業績予想については、平成20年５月15日付けで、売

上高322百万円（前期比17.9％増）、営業損失1,192百万円、経常損失は1,193百万円、当期純損失1,195百万

円と公表いたしましたが、平成20年８月１日に適時開示いたしました通り、合理化とコスト削減に向けた

組織再編に伴い、販売費及び一般管理費が約4億円の削減となりますが、固定資産の減損などによる特別損

失として事業再編損約94百万円計上いたします。その結果、平成21年３月期における業績予想を、売上高

253百万円（前期比7.4％減）、営業損失969百万円、経常損失は969百万円、当期純損失1,066百万円に修正

しております。

　上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであります。予想には様々な不確定要素

が内在しており、実際の業績はこれらの予想数値と異なる場合もあります。
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4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。

(2) 四半期連結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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７

月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、当社において、評価基準を先入先出法による

原価法から先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。こ

の変更に伴う損益に与える影響はありません。

③当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

　     （単位：千円）

当第１四半期

連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

(資産の部)

流動資産

　現金及び預金 1,131,445 1,385,405

　売掛金 81,579 93,290

　たな卸資産 114,161 113,261

　その他 79,787 66,942

　貸倒引当金  △2,877 △2,917

　流動資産合計 1,404,096 1,655,983

固定資産

  有形固定資産

　 建物附属設備（純額） 9,175 15,144

　 機械及び装置（純額） 84,354 77,463

    工具、器具及び備品（純額） 26,873 30,947

　 有形固定資産合計 120,404 123,555

　無形固定資産

　 のれん 478,250 517,774

　 ソフトウェア 17,467 41,856

　 その他 118 124

　 無形固定資産合計 495,836 559,755

　投資その他の資産

　 出資金 145,690 145,690

　 長期前払費用 76,007 74,922

　 その他 27,355 27,973

　 投資その他の資産合計 249,053 248,586

　固定資産合計 865,294 931,897

　  資産合計 2,269,391 2,587,880
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　     （単位：千円）

当第１四半期

連結会計期間末

（平成20年６月30日）

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

（平成20年３月31日）

(負債の部)

流動負債

　買掛金 24,562 33,557

　１年内返済予定の

　長期借入金
25,080 25,080

　未払金 74,922 38,518

　未払費用 23,507 15,428

　賞与引当金 7,902 3,615

　未払法人税等 4,812 9,476

　リース資産減損勘定 15,358 ─

　その他 33,023 35,804

　流動負債合計 209,169 161,481

固定負債

　長期借入金 35,210 41,480

　長期リース資産減損勘定 9,690 ─

　固定負債合計 44,900 41,480

　負債合計 254,069 202,961

(純資産の部)

株主資本

　資本金 2,821,608 2,821,608

　資本剰余金 2,781,608 2,781,608

　利益剰余金 △3,620,059 △3,188,411

　自己株式 △82 △36

  株主資本合計 1,983,074 2,414,768

評価・換算差額等

　為替換算調整勘定 32,247 △29,849

　評価・換算差額等合計 32,247 △29,849

　純資産合計 2,015,321 2,384,919

　  負債純資産合計 2,269,391 2,587,880
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　   （単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

   （自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日）

売上高 43,103

売上原価 43,459

　売上総損失（△） △356

販売費及び一般管理費 312,647

　営業損失（△） △313,003

営業外収益

　受取利息 1,018

　その他 602

　営業外収益合計 1,621

営業外費用

　支払利息 632

　為替差損 22,272

　その他 2,281

　営業外費用合計 25,185

　経常損失（△） △336,568

特別損失

　事業再編損 94,454

　特別損失合計 94,454

　税金等調整前四半期純損失（△） △431,022

　法人税、住民税及び事業税 625

　法人税等合計 625

　四半期純損失（△） △431,648
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

　 （単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(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

　税金等調整前四半期純損失（△） △431,022

　減価償却費 14,303

　のれん償却額 39,524

　賞与引当金の増減額（△は減少） 3,812

　受取利息 △1,018

　支払利息 632

　為替差損益（△は益） 14,255

　事業再編損 94,454

　売上債権の増減額（△は増加） 19,505

　たな卸資産の増減額（△は増加） 5,726

　仕入債務の増減額（△は減少） △11,463

　その他流動資産の増減額（△は増加） △20,155

　その他流動負債の増減額（△は減少） △1,295

　その他 14,731

　 小計 △258,009

　利息の受取額 877

　利息の支払額 △622

　法人税等の支払額 △2,401

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △260,155

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 △5,426

　無形固定資産の取得による支出 △538

　その他 625

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,339

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入金の返済による支出 △6,270

　自己株式の取得による支出 △46

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,316

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △257,904

現金及び現金同等物の期首残高 1,142,865

現金及び現金同等物の四半期末残高 884,960
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業以外に事業

の種類がないため該当事項はありません。

２ 所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

日本
(千円)

中国
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

968 42,134 ─ 43,103 ─ 43,103

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 723 2,750 3,474 (3,474) ─

計 968 42,858 2,750 46,577 (3,474) 43,103

営業利益
又は営業損失(△)

△186,400 △129,663 47 △316,015 3,011 △313,003

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 米国

３ 海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

中国 東南アジア 米国 欧州 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 26,998 2,817 4,103 8,291 42,212

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― 43,103

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

62.7 6.5 9.5 19.2 97.9

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 東南アジア・・・シンガポール

(3) 米国

(4) 欧州・・・オランダ、スイスなど

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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㈱ジーエヌアイ(2160) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

(1) 四半期連結損益計算書

　    （単位：千円）

前第１四半期連結会計期間

    (自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

売上高 52,780

売上原価 35,239

　  売上総利益 17,541

販売費及び一般管理費 337,849

　  営業損失 320,308

営業外収益

　受取利息 404

　為替差益 8,773

　補助金収入 3,146

　先物為替予約評価益 4,466

　その他 76

　営業外収益合計 16,868

営業外費用

　支払利息 1,626

　資金調達費用 2,612

　その他 173

　営業外費用合計 4,411

　 経常損失 307,851

特別損失

　固定資産除却損 918

　特別損失合計 918

税金等調整前四半期純損失 308,769

法人税、住民税及び事業税 495

少数株主利益 5,219

四半期純損失 314,484
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㈱ジーエヌアイ(2160) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

　 （単位：千円）

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

　税金等調整前四半期純損失 △308,769

　減価償却費 15,219

　のれん償却額 19,366

　賞与引当金の増減額（△は減少） 8,281

　受取利息 △404

　支払利息 1,626

  資金調達費用 2,612

　売上債権の増減額（△は増加） 61,286

　たな卸資産の増減額（△は増加） △2,650

　仕入債務の増減額（△は減少） 2,997

　その他流動資産の増減額（△は増加） 9,559

　その他流動負債の増減額（△は減少） 49,679

　その他 △3,199

　 小計 △144,397

　利息の受取額 404

　利息の支払額 △1,480

　法人税等の支払額 △1,982

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △147,454

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 △6,033

　無形固定資産の取得による支出 △11,689

　その他 12,089

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

　長期借入金の返済による支出 △22,935

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △22,935

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,152

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,870

現金及び現金同等物の期首残高 2,284,672

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,114,801
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㈱ジーエヌアイ(2160) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

(3) セグメント情報

１ 事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

　当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業以外に事業

の種類がないため該当事項はありません。

２ 所在地別セグメント情報

前第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

日本
(千円)

中国
(千円)

米国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社
(千円)

連結
(千円)

  売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,862 47,917 ─ 52,780 ─ 52,780

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ 113,795 3,211 117,007 (117,007) ─

計 4,862 161,713 3,211 169,787 (117,007) 52,780

営業利益
又は営業損失(△)

△314,263 446 56 △313,760 (6,547) △320,308

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 米国

３ 会計方針の変更

　中国の Shanghai Genomics, Inc. は、当第１四半期連結会計期間より、中国新企業会計準則に基づき、

政府から受け取った拠出金を「長期預り金」に、拠出金の目的たるプロジェクトの技術研究等に要する費

用を流動資産「その他」に計上する方法から、政府から受け取った拠出金を営業外収益に計上し、この拠

出金の目的たるプロジェクトの技術研究等に要する費用を、販売費及び一般管理費に計上する方法に会計

方針を変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、「中国」の営業利益が6,762千円

減少しております。

３ 海外売上高

前第１四半期連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

中国 東南アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 6,849 16,259 15,299 9,626 ─ 48,034

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― ― 52,780

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

13.0 30.8 29.0 18.2 ─ 91.0

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) 中国

(2) 東南アジア・・・シンガポール

(3) 米国

(4) 欧州・・・オランダ、フランスなど

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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