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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31日） 

当社は、平成21年６月期第２四半期累計期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成21年６月期第２四半期累計期間に係る経営成
績について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）

事業収益　　　　　　　　　　　　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6月期第2四半期 98 ― △138 ― △146 ― △147 ―
21年6月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

22年6月期第2四半期 △57.05 ―
21年6月期第2四半期 ― ―

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

22年6月期第2四半期 3,479 3,298 94.8 1,133.18
21年6月期 2,276 2,014 88.5 929.46

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  3,298百万円 21年6月期  2,013百万円

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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30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   

事業収益　　　　　　　　　　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 148 △8.3 △617 ― △610 ― △611 ― △222.94

－1－



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） 

(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6月期第2四半期 2,910,500株 21年6月期  2,166,200株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第2四半期 2,579,566株 21年6月期第2四半期  ―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. 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２. 平成 22年 6月期通期（予想）の 1株当たり当期純利益は、株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場時の公募増資640,000 株（払込期日 平成2
1年９月16日）、上場時のオーバーアロットメントによる売出に係る主幹事会社に対する第三者割当増資96,000株（払込期日 平成21年10月15日）及び新株
予約権等の行使（平成21年10月１日から平成21年12月31日）により増加した8,300株を含めた、予定期中平均発行済株式数2,743,673株により算出しており
ます。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や緊急経済対策の効果等に支えられて穏やかな回

復基調にあり、企業の好況感も大企業を中心に改善傾向にあります。一方、個人消費は、依然厳しい雇用・所得環

境が続いていますが、諸対策の効果などにより持ち直しています。 

 このような環境の中、癌をターゲットとした医薬品の研究開発を行っている当社は、当社が創製し開発中のＣＢ

Ｐ５０１について、武田薬品工業株式会社（「武田薬品」）との共同事業化契約に基づき、米国での臨床試験に注

力しており、ＣＢＰ５０１・シスプラチン・ペメトレキセドの３剤併用による臨床第２相試験（平成20年10月試験

開始、対象：悪性胸膜中皮腫）並びに同じ３剤併用による臨床第２相試験（平成21年６月試験開始、対象：非小細

胞肺癌）を継続しております。 

当社は、ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物（ＣＢＳ９１０６、ＣＢＳ２４００シリーズなど後続パイプ

ラインを含みません）に関して平成19年３月に武田薬品と共同事業化契約を締結しており、上記の米国におけるＣ

ＢＰ５０１臨床開発は、同契約締結後、武田薬品と共同で進めております。同契約に基づき武田薬品からＣＢＰ５

０１開発に係る費用（販売費及び一般管理費に分類される費用を含む）の８割の負担を得られるため、当社のＣＢ

Ｐ５０１開発に係る費用は相応に軽減されておりますが、臨床開発の進捗に伴い、研究開発費は増加しておりま

す。 

また、当社の薬剤スクリーニング法から見出されたパイプラインであるＣＢＳ９１００シリーズについては、平

成21年６月に開始したＣＢＳ９１０６の前臨床試験を継続中です。 

さらに、後続パイプラインの創出につきましては、当社独自の薬剤スクリーニング法による探索の継続により新

たなパイプラインの創出に努める傍ら、昨年度に日本電気株式会社より技術導入した、 データマイニング技術と

能動学習法をベースとする医薬品候補物質探索技術「ＣｈｅｍＭｉｎｅｒ(TM)」を活用するなど、当社の競争力の

源泉となる創薬エンジンの改良・強化に努めております。 

 この結果、当第２四半期累計期間における事業収益は、武田薬品から共同事業化契約に基づき受け取る収益によ

り、 百万円となりました。一方、研究開発費、販売費及び一般管理費はそれぞれ 百万円、 百万円となりま

した。なお、研究開発費、販売費及び一般管理費の金額は、それぞれ武田薬品との共同事業化契約に基づき同社か

ら受取るＣＢＰ５０１に係る受取研究開発費 百万円及び 百万円を控除した後のものであります。 

  

当第２四半期累計期間の経営成績  

（注）当社は、第10期第２四半期累計期間においては四半期財務諸表を作成しておりませ

んので、前年同四半期比については記載しておりません。 

  

  

株式会社東京証券取引所マザーズ市場への株式上場時の公募増資、オーバーアロットメントによる売出しに係る第

三者割当増資並びに新株予約権等の行使等により、当第２四半期会計期間末の総資産は 百万円となり、前事業

年度末比 百万円の増加となりました。また、純資産は 百万円となり、前事業年度末比 百万円の増加

となりました。 

当第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローについては、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 百万円等により、 百万円の減少となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入及び払戻等により 百万円の減少となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、株式会社東京証券取引所マザーズ市場への株式上場時の公募増資、

オーバーアロットメントによる売出に係る主幹事会社を割当先とする第三者割当増資並びに新株予約権等の行使によ

り 百万円の増加となりました。 

 この結果、当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、 百万円となりました。また、預入期間が３ヵ

月を超える定期預金を合わせた貸借対照表上の現金及び預金は、 百万円であります。 

なお、当社は、第10期第２四半期累計期間においては四半期財務諸表を作成しておりませんので、前年同四半期と

の比較については記載しておりません。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

98 171 65

293 47

事 業 収 益 ：  百万円98 （前年同四半期比   － ） 

営 業 損 失 ：  百万円138 （前年同四半期比   － ） 

経 常 損 失 ：  百万円146 （前年同四半期比   － ） 

四 半 期 純 損 失 ： 百万円147 （前年同四半期比   － ） 

２．財政状態に関する定性的情報

3,479

1,203 3,298 1,284

146 125

507

1,417

1,319

3,219
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 当第２四半期末時点における今期（通期）の業績予想には、前四半期末時点における業績予想からの変更はありま

せん。事業収益については、武田薬品との共同事業化契約に基づく収益により、 百万円と計画しております。同

契約によりＣＢＰ５０１の開発費用の一部は武田薬品が負担するものの、臨床試験の進捗に伴い費用が増大するた

め、当社の研究開発費は、前期（通期）に比べ大幅に増加する計画です。 

  

今期の業績見通し（通期） 

  

  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

148

事 業 収 益：  百万円148 （前年同期事業収益   百万円、前年同期比  百万円減）161 13

営 業 損 失：  百万円617 （前年同期営業損失   百万円、前年同期比 百万円増）245 372

経 常 損 失：  百万円610 （前年同期経常損失   百万円、前年同期比 百万円増）221 388

当 期 純 損 失：  百万円611 （前年同期当期純損失  百万円、前年同期比 百万円増）222 389

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２四半期会計期間末 
(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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,219,039 1,933,580

未収入金 150,996 137,824

その他 58,526 148,016

流動資産合計 3,428,562 2,219,420

固定資産   

有形固定資産 37,679 43,217

無形固定資産 7,499 8,175

投資その他の資産 6,054 5,217

固定資産合計 51,233 56,610

資産合計 3,479,796 2,276,031

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 7,143 5,992

その他 173,916 256,034

流動負債合計 181,060 262,026

負債合計 181,060 262,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,110,803 2,394,847

資本剰余金 3,097,653 2,381,697

利益剰余金 △2,910,325 △2,763,145

株主資本合計 3,298,131 2,013,399

新株予約権 604 604

純資産合計 3,298,736 2,014,004

負債純資産合計 3,479,796 2,276,031
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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21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

事業収益 98,890

事業費用  

研究開発費 171,640

販売費及び一般管理費 65,512

事業費用合計 237,153

営業損失（△） △138,263

営業外収益  

受取利息 3,702

為替差益 1,993

その他 237

営業外収益合計 5,933

営業外費用  

株式交付費 13,992

その他 1

営業外費用合計 13,994

経常損失（△） △146,324

特別損失  

固定資産除却損 230

特別損失合計 230

税引前四半期純損失（△） △146,555

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（△） △147,180
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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21年７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（△） △146,555

減価償却費 12,828

受取利息 △3,702

為替差損益（△は益） 0

その他 8,250

小計 △129,178

利息の受取額 4,721

法人税等の支払額 △977

営業活動によるキャッシュ・フロー △125,433

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △1,900,000

定期預金の払戻による収入 1,400,000

有形固定資産の取得による支出 △6,829

その他 △197

投資活動によるキャッシュ・フロー △507,026

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 1,417,919

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,417,919

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 785,459

現金及び現金同等物の期首残高 533,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,319,039
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 該当事項はありません。 

  

株式会社東京証券取引所マザーズ市場への上場時の、平成21年９月16日を払込期日とする公募増資によ

り、発行済株式数が 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ 千円増加しております。 

同上場時のオーバーアロットメントによる売出しに係る、平成21年10月15日を払込期日とする主幹事会社

に対する第三者割当増資により、発行済株式数が 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ 千円増加

しております。 

また、平成21年10月１日から平成21年12月31日の期間における新株予約権等の行使により、発行済株式数

が 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ 千円増加しております。 

この結果、当第２四半期累計期間において、発行済株式数が 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ

千円増加し、当第２四半期会計期間末において、発行済株式数が 株、資本金が 千

円、資本準備金が 千円となりました。 

（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

640,000 618,240

96,000 92,736

8,300 4,980

744,300

715,956 2,910,500 3,110,803

3,097,653
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（ベンチャーキャピタル等の当社株式保有比率について） 

平成21年６月30日時点で当社株式を保有していたベンチャーキャピタル及びベンチャーキャピタルが組成した投

資事業組合の、当第２四半期会計期間末現在における当社株式所有状況は、以下のとおりであります。 

（注）平成21年６月30日時点の状況に関しては、株式会社東京証券取引所マザーズ市場上場時の「新株式発行並

びに株式売出届出目論見書 第二部【企業情報】第２【事業の状況】４【事業等のリスク】10.ＶＣ等の当

社株式保有比率について」において開示しております。 

６．その他の情報

 時点 所有株式数 発行済株式数 所有割合 

平成21年６月30日時点  1,490,100 株 2,166,200 株  68.8 ％  

当第２四半期会計期間末現在 417,100 株 2,910,500 株  14.3 ％  
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