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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(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2四半期 151 278.7 △296 ― △290 ― △289 ―
20年3月期第2四半期 39 ― △340 ― △342 ― △343 ―

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2四半期 △2,354.64 ―
20年3月期第2四半期 △3,903.16 ―

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2四半期 1,755 1,693 96.4 13,323.08
20年3月期 2,044 1,907 93.3 16,078.89

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  1,693百万円 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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 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） 
（％表示は対前期増減率） 

（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

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  無  

(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） 

当社は、平成20年９月29日付で、Cyntec Co., Ltd.に対し、4,116株の第三者割当増資を行いました。この結果、当第２四半期会計期間末における発行済株式数は
127,079株となっております。  

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2四半期 127,079株 20年3月期 122,963株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 ―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2四半期 123,007株 20年3月期第2四半期 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）平成20年10月14日付で平成20 年5 月12 日の決算発表時に公表した平成21年３月期第２四半期累計期間（平成20 年４月１日～平成20年９月30日）の業績予想を修
正いたしましたが、通期業績予想は修正しておりません。（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２四半期会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライム問題に端を発した金融市場の混乱等による企業収

益の悪化、個人消費の減退が顕著となり、景気の減速懸念が一層強まっております。

　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。

　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、台湾のOrient Europharma Co., Ltd.

とアジア地域における共同開発を行うため、ライセンス契約を締結し、次期試験の準備を行っております。さらに、

同社との協力関係をさらに強固なものとし、同パイプラインの臨床開発の推進を図るため、同社子会社のCyntec 

Co., Ltd.に対し、74,993千円の第三者割当増資を実施いたしました。また、スイスのDebiopharm S.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、年内の臨床第一相試験開始を目指して

おります。

　以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高はDebiopharm S.A.からのダハプラチン誘導体ミセルの治験用製剤供

給収入及びOrient Europharma Co., Ltd.からのライセンス契約締結に伴うアップフロント収入等により150,944千円、

営業損失は自社開発プロジェクトの研究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71,412千円、経

常損失は66,638千円、四半期純損失は66,581千円となりました。

　なお、平成21年３月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四半期決算

短信（平成20年８月12日開示）をご参照ください。

 

２．財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ288,520千円減少し、1,755,697千円となりました。

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73,874千円減少し、62,564千

円となりました。これは主に未払金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214,645

千円減少し、1,693,133千円となりました。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が、第三者割

当増資の実施に伴う資本金及び資本剰余金の増加を上回ったことによるものです。

  キャッシュ・フローにつきましては、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、第１四半期会計期間末に比べ163,731千円減少し、1,324,468千円となりました。当第２四半期会計

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

65,976千円、売上債権の増加額138,414千円等の資金減少要因が、たな卸資産の減少額28,240千円等の資金増加要因

を上回り、235,952千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、主に研究・分析機器の拡充により有形固定資産の取得による支出2,232千

円を計上したことにより、2,772千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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、当第２四半期会計期間中に行った第三者割当増資により74,993千円の増

加を計上しております。

 

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、当第２四半期累計期間の売上高につきましては、当初Debiopharm S.A.へのダハプラ

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等を見込んでおりましたが、プロジェクトの治験準備

作業が当初予定より時間を要し、第２四半期から下期にずれこんだため、平成20年10月14日付で第２四半期累計期間

の業績予想を修正いたしました。当治験用製剤は、下期に同社宛納品され、売上計上する予定であり、さらに、Orient 

Europharma Co., Ltd.からのマイルストン収入等を見込んでおります。当初予定されたプロジェクト工程は当期中に

進捗する予定でありますので、当期予想した売上は達成できる見込みであります。

　そのため、通期の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ありません。
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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

　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

　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。
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 871,203 1,302,327

売掛金 138,414 313

有価証券 453,264 452,300

原材料 30,937 59,570

仕掛品 132,638 61,597

その他 43,109 78,891

流動資産合計 1,669,567 1,955,000

固定資産   

有形固定資産 31,189 32,289

無形固定資産 42,120 45,015

投資その他の資産 12,820 11,911

固定資産合計 86,130 89,217

資産合計 1,755,697 2,044,217

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,366 3,861

未払法人税等 6,655 8,430

その他 50,542 124,146

流動負債合計 62,564 136,438

負債合計 62,564 136,438

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,667,589 2,630,093

資本剰余金 2,648,802 2,611,305

利益剰余金 △3,623,308 △3,333,669

株主資本合計 1,693,083 1,907,729

新株予約権 50 50

純資産合計 1,693,133 1,907,779

負債純資産合計 1,755,697 2,044,217
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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）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 151,044

売上原価 41,265

売上総利益 109,779

販売費及び一般管理費 405,825

営業損失（△） △296,045

営業外収益  

受取利息 4,107

為替差益 890

その他 1,523

営業外収益合計 6,521

営業外費用  

株式交付費 567

営業外費用合計 567

経常損失（△） △290,090

特別利益  

固定資産売却益 1,661

特別利益合計 1,661

税引前四半期純損失（△） △288,429

法人税、住民税及び事業税 1,210

法人税等合計 1,210

四半期純損失（△） △289,639
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 150,944

売上原価 40,927

売上総利益 110,016

販売費及び一般管理費 181,429

営業損失（△） △71,412

営業外収益  

受取利息 1,896

為替差益 1,968

その他 1,475

営業外収益合計 5,341

営業外費用  

株式交付費 567

営業外費用合計 567

経常損失（△） △66,638

特別利益  

固定資産売却益 661

特別利益合計 661

税引前四半期純損失（△） △65,976

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（△） △66,581
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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（△） △288,429

減価償却費 7,803

固定資産売却損益（△は益） △1,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,107

売上債権の増減額（△は増加） △138,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △42,407

未収消費税等の増減額（△は増加） 6,232

前払費用の増減額（△は増加） 31,725

買掛金の増減額（△は減少） 1,505

未払金の増減額（△は減少） △60,569

未払費用の増減額（△は減少） △1,189

預り金の増減額（△は減少） △12,348

その他 △1,522

小計 △503,069

利息及び配当金の受取額 4,107

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 △501,381

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 △2,232

無形固定資産の取得による支出 △1,500

その他 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,772

財務活動によるキャッシュ・フロー  

株式の発行による収入 74,993

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,993

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △430,159

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 1,324,468
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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

　当社は、平成20年９月29日付で、Cyntec Co., Ltd.から第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第

２四半期会計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ、37,496千円増加し、当第２四半期会計期間末にお

いて資本金が2,667,589千円、資本準備金が2,648,802千円となっております。

「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  39,883 100.0

Ⅱ　売上原価  55,028 138.0

売上総損失  15,145 △38.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費  325,373 815.8

営業損失  340,519 △853.8

Ⅳ　営業外収益    

　　　　受取利息 2,855   

　　　　消費税還付加算金等 60   

　　　　その他 278 3,194 8.0

Ⅴ　営業外費用    

　　　　為替差損 280   

　　　　上場関連費用 4,974 5,254 13.2

経常損失  342,579 △859.0

税引前中間純損失  342,579 △859.0

法人税、住民税及び事業税  950 2.3

中間純損失  343,529 △861.3
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　税引前中間純損失（△） △342,579

　減価償却費 7,220

　受取利息　 △2,855

売上債権の増減額（増加：△） △16,033

たな卸資産の増減額（増加：△） △3,239

未収消費税等の増減額（増加：△） 5,191

前払費用の増減額（増加：△） 5,151

買掛金の増減額（減少：△） △2,113

未払金の増減額（減少：△） △5,198

未払費用の増減額（減少：△） △410

預り金の増減額（減少：△） 29,556

その他 2,200

小計 △323,110

　利息の受取額 2,855

　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 △322,155

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　 △3,611

　その他 12

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,620

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 △334,775

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中間期末残高 1,383,550

－ 2 －


	ナノキャリア㈱　（4571）　平成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）: ナノキャリア㈱　（4571）　平成21年３月期第２四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -


