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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 98 △65.4 △369 ― △370 ― △372 ―
21年3月期第3四半期 285 ― △441 ― △435 ― △435 ―

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

22年3月期第3四半期 △2,924.91 ―
21年3月期第3四半期 △3,503.63 ―

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

22年3月期第3四半期 1,242 1,136 91.2 8,818.14
21年3月期 1,529 1,458 95.4 11,475.09

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  1,133百万円 21年3月期  1,458百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22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 505 42.8 △253 ― △254 ― △257 ― △2,022.81



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、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。 

(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） 

(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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 128,579株 21年3月期 127,079株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 ―株 21年3月期 ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 127,413株 21年3月期第3四半期 124,369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21年５月14日発表）の見直しは行っておりません。 



当第３四半期会計期間において、当社は、パイプラインの拡充、共同研究、ライセンス、資金調達等に取り組

んでまいりました。 

事業面では、主要パイプラインの一つであるがん治療薬パクリタキセルミセル（NK105）は、ライセンス先の日

本化薬株式会社により臨床第二相試験が進行中です。シスプラチン誘導体ミセル（ナノプラチン®（NC-6004））

は、ライセンス先かつ共同開発会社であるOrient Europharma Co., Ltd.とともに臨床第一相／第二相試験を実施

しております。また、ダハプラチン誘導体ミセル（NC-4016）につきましても、ライセンス先のDebiopharm S.A.に

より、欧州にて臨床第一相試験を実施中です。 

その他の活動につきましては、平成21年11月、放出持続型ドセタキセルＤＤＳ製剤の開発に成功し、製薬会社

等への導出に向けた活動を開始しております。また、平成21年12月には、国立大学法人東京大学及び株式会社東京

大学ＴＬＯと遺伝子治療分野における独占ライセンス契約を締結し、さらに日油株式会社へ同分野におけるライセ

ンス契約を締結いたしました。 

資金調達に関しましては、主要パイプラインの臨床試験費用並びに新規開発パイプライン候補の非臨床試験推

進等のための資金調達を目的として、平成21年10月15日付で、第三者割当により第６回新株予約権（希薄化防止型

行使価額修正条項付）の発行を行いました。平成21年12月末現在で、当該新株予約権のうち1,500個（1,500株）が

行使され、44,119千円を調達しております。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高はDebiopharm S.A.からのNC-4016の治験用製剤収入等により59,200

千円（前第３四半期会計期間比56.0％減）、営業損失は諸経費を極力節減しながら研究開発投資を行ったこと等に

より86,766千円（前第３四半期営業損失145,257千円）、経常損失は87,914千円（前第３四半期経常損失145,473千

円）、四半期純損失は88,548千円（前第３四半期四半期純損失146,107千円）となりました。  

  

 当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ286,655千円減少し、1,242,672千円となりまし

た。これは主に現金及び預金の減少によるものです。負債につきましては、前事業年度末に比べ34,995千円増加

し、106,080千円となりました。これは主に預り金の増加等によるものです。純資産合計につきましては、前事業年

度末に比べ321,650千円減少し、1,136,592千円となりました。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３四半期会計期間における新株予約権行使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３四半期累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、前事業年度末に比べ290,041千円減少し、1,078,961千円となりました。当第３四半期累計期間のキ

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、研究開発費の支出等による税引前四半期純損失370,859千円、売上債権

の増加額17,497千円等の資金減少要因が、減価償却費12,202千円等の資金増加要因を上回り、379,341千円の減少

（前第３四半期累計期間は409,560千円の減少）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、主に知的財産権のライセンスインに伴う無形固定資産の取得による支出

5,650千円を計上したこと等により、8,065千円の減少（前第３四半期累計期間は3,763千円の減少）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、第６回新株予約権（希薄化防止型行使価額修正条項付）の行使に伴う新

株発行による収入44,119千円及び新株予約権出資金相当額の預りによる収入50,336千円を計上したこと等により、

97,366千円の増加（前第３四半期累計期間は74,993千円の増加）となりました。 

  

 今後の見通しにつきましては、第４四半期には、新規の提携による売上及び製剤収入等を見込んでおります。 

 当社は、第２四半期に見込んでいた契約案件による売上が第３四半期以降にずれ込んだことに伴い、平成21年９

月24日付で業績予想の修正を行っておりますが、上記売上見込みにより、通期売上高は505,000千円を達成する見込

みであり、通期業績予想につきましては、平成21年５月14日の発表より修正はありません。   

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理  

 たな卸資産の評価方法について、当第３四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、第２四半期会計期間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。 

  

 該当事項はありません。 

  

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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 624,279 914,865

売掛金 60,775 43,277

有価証券 454,682 454,136

原材料 7,085 11,431

その他 22,677 26,044

流動資産合計 1,169,498 1,449,755

固定資産   

有形固定資産 25,128 29,217

無形固定資産 36,722 38,225

投資その他の資産 11,323 12,128

固定資産合計 73,174 79,572

資産合計 1,242,672 1,529,327

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,143 8,537

未払法人税等 4,607 7,954

その他 93,329 54,593

流動負債合計 106,080 71,085

負債合計 106,080 71,085

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,691,719 2,667,589

資本剰余金 2,672,932 2,648,802

利益剰余金 △4,230,823 △3,858,149

株主資本合計 1,133,827 1,458,242

新株予約権 2,764 －

純資産合計 1,136,592 1,458,242

負債純資産合計 1,242,672 1,529,327



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 285,443 98,740

売上原価 206,155 47,465

売上総利益 79,288 51,274

販売費及び一般管理費 520,591 420,486

営業損失（△） △441,302 △369,211

営業外収益   

受取利息 5,648 2,376

その他 1,530 61

営業外収益合計 7,178 2,438

営業外費用   

株式交付費 567 －

新株予約権発行費 － 3,994

為替差損 872 63

営業外費用合計 1,439 4,057

経常損失（△） △435,563 △370,830

特別利益   

固定資産売却益 1,661 －

特別利益合計 1,661 －

特別損失   

固定資産除却損 29 28

特別損失合計 29 28

税引前四半期純損失（△） △433,931 △370,859

法人税、住民税及び事業税 1,815 1,815

法人税等合計 1,815 1,815

四半期純損失（△） △435,746 △372,674



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 134,399 59,200

売上原価 164,890 13,105

売上総利益又は売上総損失（△） △30,490 46,094

販売費及び一般管理費 114,766 132,861

営業損失（△） △145,257 △86,766

営業外収益   

受取利息 1,540 590

その他 6 －

営業外収益合計 1,547 590

営業外費用   

新株予約権発行費 － 1,708

為替差損 1,762 29

営業外費用合計 1,762 1,737

経常損失（△） △145,473 △87,914

特別損失   

固定資産除却損 29 28

特別損失合計 29 28

税引前四半期純損失（△） △145,502 △87,943

法人税、住民税及び事業税 605 605

法人税等合計 605 605

四半期純損失（△） △146,107 △88,548



（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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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（△） △433,931 △370,859

減価償却費 12,144 12,202

受取利息及び受取配当金 △5,648 △2,376

固定資産除売却損益（△は益） △1,632 28

売上債権の増減額（△は増加） △77,237 △17,497

たな卸資産の増減額（△は増加） 108,538 4,345

未収消費税等の増減額（△は増加） 5,353 5,113

前払費用の増減額（△は増加） 30,144 △2,566

買掛金の増減額（△は減少） △1,782 △393

未払金の増減額（△は減少） △59,516 △9,675

未払費用の増減額（△は減少） △6,320 △3,105

預り金の増減額（△は減少） 21,654 2,435

その他 △4,555 3,050

小計 △412,789 △379,298

利息及び配当金の受取額 5,648 2,376

法人税等の支払額 △2,420 △2,420

営業活動によるキャッシュ・フロー △409,560 △379,341

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 △2,735 △2,435

無形固定資産の取得による支出 △1,500 △5,650

その他 471 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,763 △8,065

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 44,119

新株予約権の発行による収入 － 2,910

新株予約権出資金相当額の預りによる収入 － 50,336

財務活動によるキャッシュ・フロー 74,993 97,366

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） △338,330 △290,041

現金及び現金同等物の期首残高 1,754,627 1,369,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,416,297 1,078,961



 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年10月15日付で第三者割当による第６回新株予約権の発行を行っております。当第３四半期会

計期間における当該新株予約権の行使請求に伴う新株式1,500株の発行により、当第３四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、24,129千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が2,691,719千

円、資本準備金が2,672,932千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



該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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