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1.  平成22年6月期第3四半期の業績（平成21年7月1日～平成22年3月31日） 

（注）21年６月期第３四半期の１株当たり四半期純利益につきましては、平成21年６月１日付で実施しました株式分割を考慮しておりません。 
   詳細については、３ページ「（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値」をご覧ください。 

(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3四半期 148 32.1 △291 ― △300 ― △317 ―

21年6月期第3四半期 112 ― △172 ― △152 ― △153 ―

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3四半期 △118.19 ―

21年6月期第3四半期 △7,086.65 ―

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3四半期 3,449 3,127 90.7 1,074.58
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3四半期  3,127百万円 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
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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） 

(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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 2,688,267株 21年6月期第3四半期  21,662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。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．平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しています。 
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 当社は、平成21年６月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施しました。当該株式分割が前期首に行われ

たと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりです。  

  

  

（ご参考）株式分割に伴う遡及修正値

  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６月期第３四半期  △70.86 ―  
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当第３四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緩やかな回

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医薬

品候補化合物ＣＢＰ５０１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11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）を米国ＦＤＡの規制下で進めております。これと並行して、Ｃ

ＢＰ５０１のバックアップ化合物研究にも取り組んでおります。ＣＢＰ５０１及びそのバックアップ化合物（ＣＢ

Ｓ９１０６、ＣＢＳ２４００シリーズなど後続パイプラインを含みません）に関しては、平成19年３月に武田薬品

工業株式会社（「武田薬品」）と共同事業化契約を締結しております。  

 また、当社の薬剤スクリーニング法から見出された医薬品候補化合物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研究の継続によ

り新たなパイプラインの創出に努める傍ら、日本電気株式会社より技術導入した医薬品候補物質探索技術「Ｃｈｅ

ｍＭｉｎｅｒ（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。

 以上の結果、当第３四半期累計期間の事業収益は、武田薬品との共同事業化契約に基づきＣＢＰ５０１のバック

アップ化合物研究の対価として 百万円（前年同四半期累計期間 百万円）を計上いたしました。一方、事業費

用は、ＣＢＰ５０１臨床試験及びＣＢＳ９１０６前臨床試験費用等の研究開発費 百万円（同 百万円）、販

売費及び一般管理費 百万円（同 百万円）を計上し、 百万円（同 百万円）となりました。この結果、営

業損失は 百万円（同 百万円）、経常損失は 百万円（同 百万円）、四半期純損失は 百万円（同 

百万円）となりました。 

  

（注）ＣＢＰ５０１開発費用は、武田薬品との共同事業化契約に基づき同社が８割を負担することとなっており、

研究開発費、販売費及び一般管理費については、同社負担分に相当する受取研究開発費がそれぞれ 百万

円（前年同四半期累計期間 百万円）、 百万円（同 百万円）控除されています。  

  

  

当第３四半期累計期間の経営成績  

  

  

当第３四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。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、純資産の部において資本金及び資本準備金が合わせて 百万円増加

し、資産の部においては、現金及び預金が 百万円、提携先等に対する未収入金が 百万円増加しました。  

 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりです。  

① 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、ＣＢＰ５０１の臨床試験推進に伴う研究開発費の支出等により、 百万

円の減少（前年同四半期累計期間 百万円の減少）となりました。  

② 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、定期預金の預入及び払戻等により、 百万円の減少（同 百万円の増

加）となりました。  

 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

148 112

347 211

92 72 439 284

291 172 300 152 317

153

606

277 67 48

事 業 収 益 ：  百万円148 （前年同四半期累計期間 百万円） 112

営 業 損 失 ：  百万円291 （    同      百万円） 172

経 常 損 失 ：  百万円300 （    同      百万円） 152

四 半 期 純 損 失 ： 百万円317 （    同      百万円） 153

２．財政状態に関する定性的情報

3,449 1,173

1,431

836 362

563

366

817 387
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③ 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、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（同 百万円）となりました。  

 

  この結果、当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前事業年度と比べ 百万円増加し、 百万円（前

年同四半期会計期間末 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（前年同四半期末 百万円）であります。  

  

  

 当社は癌をターゲットとして医薬品の研究開発を行う創薬企業です。現時点では上市された製品はなく、ＣＢＰ５

０１をはじめとした候補化合物の研究開発を進める先行投資の段階にあります。  

 当年度の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き受取るＣＢＰ５０１のバックアップ化合物研

究の対価 百万円（前年同期 百万円）を計上しております。当該バックアップ化合物研究については、平成19年

３月の契約締結から３年間に亘り対価を受取ることになっており、当第３四半期累計期間をもってすべての受取りが

終了しました。  

 事業費用については、ＣＢＰ５０１及びＣＢＳ９１０６の開発進捗に伴い研究開発費が前年同期比で増加する見込

みであり、さらに株式上場に伴い販売費及び一般管理費も増加を見込んでいます。これらを踏まえ、営業損失、経常

損失、当期純損失はそれぞれ 百万円（前年同期 百万円）、 百万円（同 百万円）、 百万円（同 百

万円）を見込んでおります。  

 

 なお、平成21年９月17日に公表いたしました通期業績予想からの修正はありません。  

  

当年度の業績見通し（通期） 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

1,417 －

36 570

387

2,770 1,787

３．業績予想に関する定性的情報

148 161

617 245 610 221 611 222

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 百万円損失増）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 百万円損失増）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 百万円損失増）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３四半期会計期間末 
(平成22年３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 2,770,225 1,933,580

未収入金 500,340 137,824

その他 49,826 148,016

流動資産合計 3,320,392 2,219,420

固定資産   

有形固定資産 40,929 43,217

無形固定資産 6,978 8,175

投資その他の資産 81,034 5,217

固定資産合計 128,942 56,610

資産合計 3,449,334 2,276,031

負債の部   

流動負債   

未払法人税等 5,700 5,992

その他 315,724 256,034

流動負債合計 321,425 262,026

負債合計 321,425 262,026

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 △3,080,879 △2,763,145

株主資本合計 3,127,577 2,013,399

新株予約権 332 604

純資産合計 3,127,909 2,014,004

負債純資産合計 3,449,334 2,276,031
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

事業収益 112,320 148,335

事業費用   

研究開発費 211,850 347,153

販売費及び一般管理費 72,981 92,451

事業費用合計 284,832 439,605

営業損失（△） △172,512 △291,270

営業外収益   

受取利息 8,787 6,010

為替差益 10,823 －

その他 121 332

営業外収益合計 19,733 6,342

営業外費用   

株式交付費 － 13,992

その他 － 1,918

営業外費用合計 － 15,910

経常損失（△） △152,778 △300,838

特別利益   

新株予約権戻入益 － 272

特別利益合計 － 272

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 16,000

その他 － 230

特別損失合計 － 16,230

税引前四半期純損失（△） △152,778 △316,797

法人税、住民税及び事業税 732 937

法人税等合計 732 937

四半期純損失（△） △153,511 △317,734
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（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７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３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（△） △152,778 △316,797

減価償却費 30,150 20,604

受取利息 △8,787 △6,010

為替差損益（△は益） 2 0

その他 △244,331 △266,608

小計 △375,744 △568,812

利息の受取額 10,044 6,316

法人税等の支払額 △977 △977

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,676 △563,472

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 △2,200,000 △2,700,000

定期預金の払戻による収入 2,600,000 1,900,000

有形固定資産の取得による支出 △3,317 △16,983

無形固定資産の取得による支出 △8,880 －

その他 68 △818

投資活動によるキャッシュ・フロー 387,870 △817,801

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 △2 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 21,190 36,645

現金及び現金同等物の期首残高 366,663 533,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 387,854 570,225
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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640,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ618,240千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96,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ92,736千円増加し

ております。 

 また、平成21年７月１日から平成22年3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

8,300株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,980千円増加しております。 

 この結果、当第３四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

715,956千円増加し、当第３四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3,097,653千円となりました。  

  

  

（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

744,300

2,910,500 3,110,803
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（貸倒引当金の計上について） 

 当社は、当第３四半期累計期間において、ＣＢＰ５０１臨床試験のＣＲＯ業務外注委託取引先に対する債権額の

うち、回収不能見込額として 千円の貸倒引当金を計上いたしました。 

 これに伴う影響額は、当第３四半期累計期間の四半期損益計算書において、特別損失として計上した貸倒引当金

繰入額 千円であります。また、当第３四半期会計期間末の四半期貸借対照表においては、投資その他の資産

から貸倒引当金 千円が直接控除されております。  

  

  

６．その他の情報

16,000

16,000

16,000
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