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1.  平成21年12月期第3四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）当社は、平成20年12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20年12月期第３四半期及び平成21年12月期第３四半
期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

(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12月期第3四半期 ― ― △249 ― △258 ― △260 ―

20年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第3四半期 △20.80 ―

20年12月期第3四半期 ― ―

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12月期第3四半期 589 567 96.2 41.38
20年12月期 446 427 95.7 35.31

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  524百万円 20年12月期  427百万円

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

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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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 ― ― △367 ― △408 ― △409 ― △30.59
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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  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、６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12月期第3四半期 13,710,500株 20年12月期  12,110,500株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第3四半期 12,514,895株 20年12月期第3四半期  ―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．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大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、５ページ定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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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当第３四半期累計期間の国内経済は、在庫調整の一巡、景気対策による消費押し上げ効果により、景気

持ち直しの動きがみられたものの、国内最終需要は依然として脆弱な状況にとどまりました。 

 国内医薬品業界におきましては、大型新薬不足、医療費抑制による後発品の使用促進等の厳しい環境が

継続しており、M&Aや事業提携など、生き残りをかけた市場獲得・新薬開発競争が激しさを増しておりま

す。 

 このような状況の下、当社は新薬の継続的な創出とパイプラインの拡充を目指し、研究開発活動を推進

いたしました。 

 ライセンスアウト済パイプラインにつきましては、抗血小板剤「Ｋ-134」は国内及び米国前期第Ⅱ相臨

床試験、緑内障治療剤「Ｋ-115」は国内前期第Ⅱ相臨床試験がライセンスアウト先の興和株式会社により

実施されております。 

 新規開発品につきましては、プロテインキナーゼ阻害剤開発プロジェクトにおいて開発中の新規緑内障

治療剤につき化合物の最適化を進める一方、ライセンスアウトに向けた交渉を実施しております。また、

その他阻害剤開発プロジェクトにつきましては、リード化合物の選定に向けた研究開発活動を実施しまし

た。 

 なお、ライセンスアウト済パイプラインである、「Ｋ-134」、「Ｋ-115」はともに、当第３四半期累計

期間における臨床試験進捗において新たなマイルストーン収入の発生がなかったことから売上高は発生し

ておりません。利益面につきましては、人員の拡充や新薬候補化合物の探索活動を推し進めたことにより

研究開発費は122百万円となったものの、旅費や支払手数料等の経費削減に努めた結果、販売費及び一般

管理費は249百万円となりました。これらにより、営業損失は249百万円、経常損失は258百万円、四半期

純損失は260百万円となりました。 

 なお、当第３四半期累計期間における新薬候補化合物開発状況は以下の通りです。 

  

(1)  新薬候補化合物開発状況 

Ⅰ ライセンスアウト済パイプライン 

 
  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

プロジェクト名 開発中の新薬（対象疾患） 開発段階 ライセンスアウト先

① Ｋ-134 抗血小板剤 国内前期第Ⅱ相臨床試験 興和株式会社

（閉塞性動脈硬化症） 米国前期第Ⅱ相臨床試験

② Ｋ-115 緑内障治療剤 国内前期第Ⅱ相臨床試験 興和株式会社

（緑内障）

③ HMN-214 抗癌剤 米国第Ⅰ相臨床試験終了 日本新薬株式会社

（固形癌）
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Ⅱ 新規開発品 

 
  

(2) 当第３四半期累計期間の業績の概況 

① 売上高・売上原価 

売上高及び売上原価はありません。 

  

② 販売費及び一般管理費、営業損失 

(a) 研究開発費 

研究開発費は122百万円となりました。 

 主に人員の拡充を含め研究開発体制を強化したことに加え、新規開発品では、プロテインキナー

ゼ阻害剤開発プロジェクトにおいて開発中の新規緑内障治療剤について化合物の最適化を進める一

方、その他阻害剤開発プロジェクトにおいてもリード化合物の選定に向けた研究開発活動を実施致

しました。 

 なお、当社のパイプラインである「Ｋ-134」、「Ｋ-115」、「HMN-214」の研究開発費は、ライ

センスアウト先の資金により賄われており、当社において研究開発費負担は発生しておりません。

(b) その他販売費及び一般管理費 

その他販売費及び一般管理費は126百万円となりました。 

 これは、主に旅費や支払手数料をはじめとして、経費削減に努めたことなどによるものです。 

 これらにより、営業損失は249百万円となりました。 

  

③ 経常損失、四半期純損失 

平成21年７月24日に実施した第三者割当増資に伴い、営業外費用に株式交付費６百万円等を計上

したことにより、経常損失は258百万円となりました。本社設備にかかる固定資産除却損１百万円

の特別損失等を計上した結果、四半期純損失は260百万円となりました。 

  

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、前事業年度末から142百万円増加し、589百万円となりました。主な

要因は、第三者割当増資の実施に伴い、現金及び預金が前事業年度末に比べ159百万円増加したこと等に

よるものです。 

なお、総資産に占める流動資産の比率は当第３四半期末95.4％であります。 

負債は、前事業年度末から３百万円増加し、22百万円となりました。主な要因は未払金が４百万円増加

したこと等によるものです。 

プロジェクト名 開発中の新薬 開発段階

プロテインキナーゼ阻害剤開発プロジ
ェクト

新規緑内障治療剤
基礎研究

高血圧治療剤・神経保護剤等

その他阻害剤開発プロジェクト
血栓症治療剤・粥状動脈硬化治療剤・
抗癌剤等

基礎研究

2. 財政状態に関する定性的情報
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純資産は、前事業年度末から139百万円増加し、567百万円となりました。これは、四半期純損失の計上

により、利益剰余金が260百万円減少したものの、第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ200百万円増加したことによるものです。 

なお、借入金や社債等の有利子負債残高はありません。 

また、負債純資産合計に占める純資産の比率は当第３四半期末96.2％、前事業年度末95.7％であり、当

社資本の財源は概ね純資産によって占められております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期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159

百万円増加し、541百万円となりました。 

 なお、当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況と要因は次の通りです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は240百万円となりました。これは減価償却費９百万円、株式交付費６

百万円、株式公開費用３百万円等があったものの、税引前四半期純損失が259百万円あったこと等によ

るものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は２百万円となりました。これは本社賃貸契約の見直しに伴う、保証金

の返還による収入２百万円等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は397百万円となりました。これは平成21年７月24日に実施した第三者

割当増資により、株式の発行による収入が398百万円あったこと等によるものです。 

  

  

当社は、新薬の継続的な創出とパイプラインの拡充を目指し、早期のライセンスアウトを視野に入れ、

新薬候補化合物の研究開発活動及び営業活動に積極的に取り組んでまいります。 

 当事業年度の業績は順調に推移しており、平成21年９月15日に公表いたしました業績予想の通り、変更

はありません。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

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」(企業会計基準委員会 平成18年７

月５日公表分 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価

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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

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

(2) 四半期財務諸表作成に係る関する会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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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３四半期会計期間末 
(平成21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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 541,950 381,970

貯蔵品 620 626

前払費用 15,031 13,580

その他 5,043 8,031

流動資産合計 562,646 404,208

固定資産   

有形固定資産 16,770 28,241

無形固定資産 764 901

投資その他の資産 9,511 13,386

固定資産合計 27,046 42,528

資産合計 589,692 446,737

負債の部   

流動負債   

未払金 13,245 8,421

未払法人税等 2,337 3,398

その他 6,817 7,267

流動負債合計 22,400 19,086

負債合計 22,400 19,086

純資産の部   

株主資本   

資本金 803,950 603,950

資本剰余金 793,950 593,950

利益剰余金 △1,030,608 △770,249

株主資本合計 567,291 427,650

純資産合計 567,291 427,650

負債純資産合計 589,692 446,737
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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)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 －

売上原価 －

売上総利益 －

販売費及び一般管理費  

研究開発費 122,691

その他 126,624

販売費及び一般管理費合計 249,316

営業損失（△） △249,316

営業外収益  

試薬品収入 455

その他 155

営業外収益合計 610

営業外費用  

株式交付費 6,612

株式公開費用 3,667

その他 8

営業外費用合計 10,287

経常損失（△） △258,993

特別利益  

固定資産売却益 504

特別利益合計 504

特別損失  

固定資産除却損 1,069

特別損失合計 1,069

税引前四半期純損失（△） △259,558

法人税、住民税及び事業税 791

法人税等調整額 7

法人税等合計 799

四半期純損失（△） △260,358
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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（△） △259,558

減価償却費 9,689

受取利息及び受取配当金 △1

為替差損益（△は益） 4

株式交付費 6,612

株式公開費用 3,667

固定資産売却損益（△は益） △504

固定資産除却損 1,069

たな卸資産の増減額（△は増加） 5

前払費用の増減額（△は増加） △1,451

未収消費税等の増減額（△は増加） 2,020

未払金の増減額（△は減少） △2,249

その他 2,171

小計 △238,523

利息及び配当金の受取額 1

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 △240,422

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 △666

有形固定資産の売却による収入 1,352

差入保証金の差入による支出 △26

差入保証金の回収による収入 2,287

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,946

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 398,550

株式上場に伴う支出 △1,090

財務活動によるキャッシュ・フロー 397,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 159,979

現金及び現金同等物の期首残高 381,970

現金及び現金同等物の四半期末残高 541,950
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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。 

  

該当事項なし 

  

当社は、平成21年７月24日付で、第三者割当増資の払込を受けました。この結果、当第３四半期累計

期間において資本金が200,000千円、資本準備金が200,000千円増加し、当第３四半期会計期間末におい

て資本金が、803,950千円、資本準備金が793,950千円となっております。 

  

当社は、株式会社ジャスダック証券取引所より上場承認を受け、平成21年10月23日をもって、同取引

所NEO市場に上場いたしました。この株式上場に当たり、平成21年９月15日及び平成21年10月２日開催

の取締役会において、下記のとおり新株式の発行を決議し、平成21年10月22日に払込が完了いたしまし

た。 

 この結果、資本金は1,204,150千円、発行株式総数は16,710,500株となっております。   

１.募集方法        ：一般募集（ブックビルディング方式による募集） 

 ２.発行する株式の種類及び数：普通株式    3,000,000株 

 ３.発行価格        ：１株につき   290円 

   一般募集はこの価格にて行いました。 

 ４.引受価額        ：１株につき   266円80銭 

   この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 

   なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

 ５.払込金額        ：１株につき   238円 

この金額は会社法上の払込金額であり、平成21年10月２日開催の取締役会において決定された金

額であります。 

６.資本組入額       ：１株につき   133円40銭 

 ７.発行価額の総額     ：        870,000千円 

 ８.資本組入額の総額    ：        400,200千円 

 ９.払込金額の総額     ：        800,400千円 

 10.払込期日        ：平成21年10月22日 

 11.資金の使途       ：パイプライン拡充のための研究開発費 

  

  

(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

(6) 重要な後発事象
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