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代表者名 代表取締役社長 藤原 正明 

 （コード：4583 東証マザーズ） 
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当社は、本日、平成23年12月20日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。今後とも、なお一層

のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

なお、当社の当期の業績予想は以下のとおりであり、また、最近の決算情報等につきましては別添のとおり

であります。 

 

【単 体】                                  （単位：百万円、％） 

決算期 
 
 

項目 

平成24年３月期（予想） 平成23年３月期 
（実績） 

平成24年３月期 

第２四半期累計期間 
（実績） 

 構成比 前年比  構成比  構成比 

売 上 高 755 100.0 163.1 463 100.0 264 100.0 

営 業 損 益 63 8.5 － △231 － △48 － 

経 常 損 益 38 5.1 － △237 － △49 － 

当期(四半期) 

 純損益 
37 5.0 － △180 － △50 － 

１ 株 当 た り

当期(四半期)純損益 
20円49銭 

△12,676円 43銭 

（△126円76銭） 
△29円88銭 

１株当たり配当金 0円00銭 0円 00銭 0円00銭 

（注）１．当社は子会社がありませんので、連結財務諸表は作成しておりません。 

２．平成 23 年３月期（実績）、平成 24 年３月期第２四半期累計期間（実績）及び平成 24 年３月期（予想）の１株

当たり当期（四半期）純損益は、期中平均株式数により算出しております。 

３．平成 24 年３月期（予想）の１株当たり当期純利益は、公募株式数（188,000 株）を含めた予定期中平均発行済

株式数により算出し、オーバーアロットメントによる売出しに関連する第三者割当増資分（最大 116,500 株）

は含まれておりません。 

４．当社は平成 23 年 10 月 20 日付で株式１株につき 100 株の株式分割を行っております。そこで、当該株式分割に

伴う影響を加味し、遡及修正を行った場合の１株当たり指標の推移は（ ）内に記載しております。 

 

以上 

 



 

 

平成24年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結) 
 

平成23年12月20日 

上 場 会 社 名 株式会社カイオム・バイオサイエンス 上場取引所            東

コ ー ド 番 号 ４５８３ ＵＲＬ http://www.chiome.co.jp 

代 表 者（役職名）代表取締役社長          （氏名）藤原 正明 

問合せ先責任者（役職名）取締役経営管理部シニアディレクター（氏名）清田 圭一 ＴＥＬ 03-5206-7401 

四半期報告書提出予定日 － 配当支払開始予定日    － 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無   
四半期決算説明会開催の有無 ：無  

   (百万円未満切捨て)

1. 平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日） 
 (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 ％ 

24年３月期第２四半期 264 － △48 － △49 － △50 － 

23年３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 

24年３月期第２四半期 △29.88 － 

23年３月期第２四半期 － － 

（注）当社は、平成23年10月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度

の期首に当該分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。なお、当社は、平

成23年３月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年３月期第２四半期

の記載および平成24年３月期第２四半期の対前年同四半期増減率を記載しておりません。 

 

 (2) 財政状態 
 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

24年３月期第２四半期 757 552 73.0 

23年３月期 876 592 67.7 

 (参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 552百万円 23年３月期 592百万円 

 

2. 配当の状況 

 
年間配当金 

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 

23年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

24年３月期 － 0.00    

24年３月期(予想)   － 0.00 0.00 

 

 

3. 平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日) 

(％表示は、対前期増減率) 

 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 755 63.1 63 － 38 － 37 － 20.49 

 



 
 

4. その他 

 (1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ： 無 
 

    (2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
  ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 有 
  ② ①以外の会計方針の変更           ： 無 
  ③ 会計上の見積りの変更            ： 無 
  ④ 修正再表示                 ： 無 
 
 (3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期２Ｑ 1,858,000株 23年３月期 200,000株 

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ －株 23年３月期 －株 

③ 期中平均株式数（四半期累計) 24年３月期２Ｑ 1,691,880株 23年３月期２Ｑ 200,000株 

 (注)当社は、平成23年10月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定しております。 

 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外でありますが、この

四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終

了しております。 

 

 

※ 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直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およ

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。 

業績予想の前提条件およびその他関連する事項については、四半期決算短信【添付資料】４ペー

ジ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

２．当社は、平成23年10月20日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行いましたが、前

事業年度の期首に当該株式分割が行われたものとして１株当たり四半期(及び当期)純利益金額を

算定しております。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（1） 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災に伴うサプライチェーンの復旧が早い

ペースで進んでおり、復興需要の顕在化も見られ、景気回復の基調が続いています。しかしながらそ

の一方で、円高による製造業の企業収益の圧迫や欧州における財政問題の深刻化など、景気回復ペー

スが鈍化するリスクも抱えており、油断の出来ない状況とみられます。 

このような状況の下、当社では平成23年６月30日に中外製薬㈱と新たな委託研究取引基本契約を締

結し、委託研究業務を拡大しております。また、研究開発の実績としましては、トリ・マウスキメラ

抗体を直接DT40細胞に作らせるキメラライブラリの開発に成功し、実用化を果たしました。この研究

成果をもとに、国内外の製薬企業に対して、基盤技術であるADLib®（アドリブ）システムの紹介を継

続するとともに、事業開発活動を展開しました。その結果、複数の製薬企業との契約交渉が進捗して

おります。 

第８期第１四半期会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年6月30日）における売上高は

115,453千円、営業損失は40,902千円でありましたが、第８期第２四半期会計期間（自 平成23年7月

１日 至 平成23年９月30日）における売上高は149,327千円、営業損失は7,175千円となり、当社の

管理会計上の月次決算においても８月に続き９月においても、営業利益段階で単月黒字を達成してお

ります。なお、当社の管理会計上の月次決算は、あらた監査法人の監査を受けておりません。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は264,780千円、営業損失は48,078千円、経常損

失は49,777千円、四半期純損失は50,547千円となりました。 

 

当第２四半期累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりです。 

① 創薬アライアンス事業 

中外製薬㈱との委託研究におきましては、新たな委託研究取引基本契約を締結し、委託研究業務

が拡大したことに対応するために社内体制を大幅に強化いたしました。その結果、当委託研究に

おける当第２四半期会計期間の売上高は113,747千円となり、前年同期に比べ49,170千円(76.1％)

増加となりました。また、新規に検証的契約を締結したクライアントとは、ADLib®システムの特

異的抗体取得の速さと共に抗体取得が困難である抗原に対する抗体取得の実績などをもって、よ

り大規模な契約の締結に向けての交渉を推進してまいりました。 

以上の結果、当該事業における当第２四半期累計期間の売上高は262,121千円、セグメント利益

（売上総利益）は169,186千円となりました。 

② リード抗体ライセンスアウト事業 

治療用First in class抗体の開発を目的とする横浜市立大学と共同研究中の機能性抗体は、実験

動物を用いた薬効検討の段階に入っており、横浜市立大学と共同で特許を出願いたしました。本

抗体につきましては、複数の製薬企業との間でサンプル評価契約等の交渉を継続しております。

また、公益財団法人がん研究会との共同研究においても、これまでに取得に成功した治療用ター

ゲット抗原に対する抗体の更なる解析を実施しました。 

なお、当該事業につきましては、当第２四半期累計期間において売上高及び利益（又は損失）は

発生しておりません。 

③ 基盤技術ライセンス事業 

 ADLib®システムをライセンス導出しました富士レビオ㈱においては、診断用試薬の研究開発を

目的として、継続的にADLib®システムが稼働しております。 
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以上の結果、当該事業における当第２四半期累計期間の売上高は2,658千円、セグメント利益

（売上総利益）は1,822千円となりました。 

 

（2） 財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

（流動資産） 

当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は580,500千円（前事業年度末は672,806千円）

となり、92,306千円減少しました。この主な要因は、販売費及び一般管理費の支出や借入金の返

済を行い、現金及び預金が135,645千円減少したことによるものであります。一方、中外製薬㈱と

の委託研究契約に係る売上高の増加に伴い売掛金が22,209千円増加したこと、同契約に関する仕

掛品の増加によりたな卸資産が13,028千円増加したこと等によるものであります。 

（固定資産） 

当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は176,596千円（前事業年度末は203,211千円）

となり、26,614千円減少しました。この主な要因は、機械及び装置の購入に伴う増加がありまし

たが、有形固定資産の減価償却により期末簿価が減少した結果、有形固定資産残高が26,326千円

減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は170,784千円（前事業年度末は223,819千円）

となり、53,034千円減少しました。この主な要因は、共同研究等に係る売上計上に伴う前受収益

が69,611千円減少した一方で、中外製薬㈱との委託研究契約案件の増加に伴い材料購入額が増加

したことにより買掛金が9,850千円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は33,881千円（前事業年度末は59,220千円）と

なり、25,339千円減少しました。この主な要因は、長期借入金の返済により25,000千円減少した

こと等によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期会計期間末における純資産の部の残高は552,430千円（前事業年度末は592,978千

円）となり、40,547千円減少しました。この主な要因は、四半期純損失により利益剰余金が

50,547千円減少した一方、新株予約権の一部について権利が行使されたことにより、資本金及び

資本準備金がそれぞれ5,000千円増加したこと等によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況の分析 

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510,850

千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において営業活動により使用した資金は119,012千円となりました。この

主な要因は、税引前四半期純損失49,777千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費27,788千

円を調整した資金の増加、共同研究等の売上計上に伴う前受収益の取り崩しによる69,611千円の

減少、中外製薬㈱の委託研究に係る売上債権の22,209千円の増加並びに仕掛品増加に伴うたな卸

資産13,028千円の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において投資活動により使用した資金は1,633千円となりました。これは、
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研究設備の有形固定資産の取得による支出1,633千円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間において財務活動により使用した資金は15,000千円となりました。これは、

借入金の返済により25,000千円が減少した一方で、新株予約権の行使に伴い資本金等が10,000千

円増加したことによるものであります。 

  

（3） 業績予想に関する定性的情報 

当社を取り巻く事業環境としましては、抗体医薬品の世界市場における売上高は2001年の40億ド

ルから2009年には９倍以上の364億ドルとなり、今後も年10%ずつ成長し2015年には627億ドルに達す

ると推定されております（出所：データモニター社「Monoclonal Antibodies:2010」）。 

当社は、創薬基盤技術であるADLib@システムを核とした事業を展開しておりますが、更なる技術の

バージョンアップにより、このたびキメラADLib@の開発が完了しました。それに伴い、オリジナル

ADLib@の有用性をクライアントが検証して評価する検証的契約を経ることなく、直接キメラADLib@に

おける検証的契約の交渉を進めており、着実に契約実績を積み重ねております。 

このような事業環境の中、当事業年度におきましては、製薬企業等と提携して治療用医薬品開発

を目的とした抗体を共同研究し又は委託を受けて研究する「創薬アライアンス事業」を引き続き当

面の事業の柱として、新規抗原に対する特異的抗体の作製を共同で行ってまいります。更に、製薬

企業等に早期のライセンスアウトを行う「リード抗体ライセンスアウト事業」、ADLib@システムを製

薬企業等にライセンス提供し、製薬企業自らが抗体探索研究を行う「基盤技術ライセンス事業」に

おいても、事業領域の拡大を目指して引き続き取り組んでまいります。 

以上より、平成24年３月期の業績予想として、売上高755,268千円を予想しております。また、費   

用面においては、事業計画に伴う研究開発費等の増加及び上場関連費用を見込み、営業利益63,885千

円、経常利益38,599千円、当期純利益37,460千円を予想しております。 

なお、業績予想につきましては、当社が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異なる可能性があります。 

 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

（1） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用 

当第２四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２

号 平成22年６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第４号 平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」

（実務対応報告第９号 平成22年６月30日）を適用しております。 

当第２四半期貸借対照表日後（平成23年10月20日付）において株式分割を行いましたが、前事

業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。 
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３．四半期財務諸表 

（1） 四半期貸借対照表 

 

     （単位：千円） 

    前事業年度 当第２四半期会計期間 

    （平成23年３月31日） （平成23年９月30日） 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 646,496 510,850 

  売掛金 1,050 23,259 

  たな卸資産 18,229 31,257 

  前払費用 6,614 12,419 

  その他 415 2,712 

  流動資産合計 672,806 580,500 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物付属設備 12,379 12,379 

   減価償却累計額 △4,910 △5,828 

   建物附属設備（純額） 7,468 6,551 

   機械及び装置 331,611 332,364 

   減価償却累計額 △174,577 △198,769 

   機械及び装置（純額） 157,034 133,594 

   工具、器具及び備品 34,025 34,025 

   減価償却累計額 △19,623 △21,592 

   工具、器具及び備品（純額） 14,402 12,433 

   有形固定資産合計 178,905 152,578 

  無形固定資産   

   特許権 7,287 6,992 

   ソフトウエア 2,744 2,330 

   無形固定資産合計 10,032 9,322 

  投資その他の資産   

   出資金 10 10 

   長期前払費用 1,309 1,730 

   敷金及び保証金 12,954 12,954 

   投資その他の資産合計 14,273 14,694 

  固定資産合計 203,211 176,596 

 資産合計 876,017 757,096 
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     （単位：千円） 

    前事業年度 当第２四半期会計期間 

    （平成23年３月31日） （平成23年９月30日） 

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 10,709 20,559 

  短期借入金  30,000 30,000 

  １年内返済予定の長期借入金  45,848 45,848 

  未払金 13,598 15,597 

  未払費用 6,071 5,027 

  未払法人税等 4,173 2,833 

  未払消費税等 350 5,038 

  前受金 － 1,050 

  預り金 1,775 2,322 

  前受収益 103,826 34,215 

  賞与引当金 7,465 8,292 

  流動負債合計 223,819 170,784 

 固定負債   

  長期借入金 54,152 29,152 

  繰延税金負債 768 588 

  資産除去債務 3,827 3,835 

  長期前受収益 472 305 

  固定負債合計 59,220 33,881 

 負債合計 283,039 204,666 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 779,500 784,500 

  資本剰余金   

   資本準備金 769,500 774,500 

  資本剰余金合計 769,500 774,500 

  利益剰余金   

   その他利益剰余金   

  繰越利益剰余金 △956,021 △1,006,569 

  利益剰余金合計 △956,021 △1,006,569 

  株主資本合計 592,978 552,430 

 純資産合計 592,978 552,430 

負債純資産合計 876,017 757,096 
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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23年４月１日 

    至 平成23年９月30日）

 売上高 264,780 

 売上原価 93,771 

 売上総利益 171,008 

 販売費及び一般管理費合計 219,086 

 営業損失（△） △48,078 

 営業外収益  

  受取利息 62 

  その他 1 

  営業外収益合計 63 

 営業外費用  

  支払利息 1,148 

  その他 615 

  営業外費用合計 1,763 

 経常損失（△） △49,777 

 税引前四半期純損失（△） △49,777 

 法人税、住民税及び事業税 950 

 法人税等調整額 △180 

 法人税等合計 769 

 四半期純損失（△） △50,547 
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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23年４月１日 

   至 平成23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（△） △49,777 

  減価償却費 27,788 

  賞与引当金の増減額（△は減少） 826 

  受取利息及び受取配当金 △62 

  支払利息 1,148 

  未払消費税等の増減額（△は減少） 4,688 

  前払費用の増減額（△は増加） △5,664 

  未払金の増減額（△は減少） 2,879 

  売上債権の増減額（△は増加） △22,209 

  たな卸資産の増減額（△は増加） △13,028 

  仕入債務の増減額（△は減少） 9,850 

  前受収益の増減額（△は減少） △69,611 

  その他 △2,832 

  小計 △116,007 

  利息及び配当金の受取額 43 

  利息の支払額 △1,223 

  法人税等の支払額 △1,881 

  法人税等の還付額 55 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △119,012 

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  固定資産の取得による支出 △1,633 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633 

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

  長期借入金による収入 75,000 

  長期借入金の返済による支出 △100,000 

  株式の発行による収入 10,000 

  財務活動によるキャッシュ・フロー △15,000 

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135,645 

 現金及び現金同等物の期首残高 646,496 

 現金及び現金同等物の四半期末残高 510,850 
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（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 

平成23年８月31日に第１回新株予約権（普通株式）の一部（2,000株）についての権利行使が行わ

れております。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が5,000千円、資本準備金が5,000

千円増加し、当第２四半期会計期末において資本金が784,500千円、資本剰余金が774,500千円と

なっております。 
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