
  

１．平成24年３月期第３四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年12月31日） 

  

（注１）当社は、第３四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、平成23年３月期第３四半期の実績及び増減率

は記載しておりません。 

（注２）当第３四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１

株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。 

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  
（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：  

  

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） 

  
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：   

  

    

  第３四半期決算短信〔日本基準〕 (非連結)      平成24年３月期
       平成24年２月３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  平成24年２月14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：  有       

四半期決算説明会開催の有無      ：  無   

  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  429  － △42 － △74  － △76 －

23年３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

24年３月期第３四半期  △43.28 －

23年３月期第３四半期  － －

  総資産 純資産 自己資本比率

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第３四半期  1,190  1,013  85.2

23年３月期  876  592  67.7

（参考）自己資本 24年３月期第３四半期 1,013百万円 23年３月期 592百万円

  
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

無

  （％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  －  20.43

無



４．その他 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

（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 

  

※  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異なる可能性があります。 

 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３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、当事業年度の期首

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。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期３Ｑ 2,066,000株 23年３月期 200,000株

②  期末自己株式数 24年３月期３Ｑ －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３Ｑ 1,757,142株 23年３月期３Ｑ 200,000株

 この四半期決算は、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、この四半期決算短信の開示時点

において、四半期財務諸表のレビュー手続を実施中です。
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興需要が見込まれる中、海外経済の低迷やタイ

で発生した洪水被害、円高等の影響により、景気回復のペースが緩やかになってきました。また、欧州財政問題の

深刻化等の影響によって、海外経済の回復見通しは不透明となっており、依然として厳しい状況が続いています。 

このような状況のもと、当社では、トリ・マウスキメラ抗体を直接DT40細胞に作らせるIgGキメラ抗体ライブラリ

の実用化に成功し、平成23年９月より本格的に運用を開始しました。その結果、平成23年10月には、Five Prime 

Therapeutics社(米国)と複数年の大型契約を締結し、同12月には、OncoMed Pharmaceuticals社(米国)と検証的契約

を締結しました。またこの他にも、複数の製薬企業やバイオテクノロジー企業等との契約交渉が進行中でありま

す。 

主な研究開発活動の実績としましては、完全ヒトADLib®システム構築のための一ステップとして、クライアント

からのニーズが高いIgGキメラ抗体を発現するライブラリの開発と実用化を進め、オリジナルのIgMライブラリと同

程度に抗体遺伝子が多様化していることを確認することができました。さらに、複数の抗原を用いた検討では、作

製されたライブラリから抗原に特異的に反応するキメラ抗体を発現する細胞を単離することに成功しました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は429,316千円、営業損失は42,287千円、経常損失は74,923千

円、四半期純損失は76,051千円となりました。 

  

当第３四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㈱との研究契約の他、Pfizer社(米国)、大日本住友製薬㈱、Five Prime Therapeutics社等複数の企業

との検証的契約の進展により、425,328千円の売上高となり、前年同期に比べ78,283千円（22.6％）の増収となり

ました。既に検証的契約を締結しているクライアントとは、ADLib®システムの技術的優位性の実績をもって、よ

り大規模な契約締結に向けた交渉を進めてまいりました。さらに、複数の新たな製薬企業等との契約交渉では、

直接大規模な契約締結に向けた交渉を推進しております。 

以上の結果、当該事業における当第３四半期累計期間の売上高は425,328千円、セグメント利益（売上総利益）

は272,999千円となりました。 

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の共同研究で開発中の抗Semaphorin 3A抗体は、

疾患モデル動物を用いて抗体のもつ薬効を検討する段階に入っており、横浜市立大学と共同で特許を出願してお

ります。本抗体につきましては、複数の国内外の製薬企業との間で抗体の評価のための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。この他、新たな機能性抗体を取得するために、大学や公的研

究機関等との連携を深め、東京大学との共同研究も開始しました。  

当該事業につきましては、当第３四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®システムのライセンス導出先である富士レビオ㈱では、臨床検査・診断に用いる試薬の研究開発を目的

として、継続的にADLib®システムを稼働しております。この他、技術ライセンスに興味を持つ海外製薬企業等複

数社との間で技術評価のための検証試験の交渉を行っております。  

以上の結果、当該事業における当第３四半期累計期間の売上高は3,988千円、セグメント利益（売上総利益）は

3,118千円となりました。  

  

（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３四半期会計期間末における流動資産の残高は1,027,127千円（前事業年度末は672,806千円）となり、

354,320千円増加しました。この主な要因は、東京証券取引所マザーズ市場上場に伴う新株発行により預金が増加

した一方で、販売費及び一般管理費の支出や借入金の返済を行ったこと等により、現金及び預金が318,349千円増

加したこと等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は163,370千円（前事業年度末は203,211千円）となり、39,841

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38,978千円減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は155,397千円（前事業年度末は223,819千円）となり、68,421

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99,543千円減少した一方で、株

式公開費用等に係る未払金が17,078千円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は21,181千円（前事業年度末は59,220千円）となり、38,038千

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37,504千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の部の残高は1,013,918千円（前事業年度末は592,978千円）となり、

420,940千円増加しました。この主な要因は、新規上場に伴う新株発行及び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248,496千円増加した一方で、四半期純損失により利益剰余

金が76,051千円減少したこと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３四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964,846千円となりまし

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３四半期累計期間において営業活動により使用した資金は121,421千円となりました。この主な要因は、税

引前四半期純損失74,923千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費41,768千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99,543千円の減少、中外製薬㈱の委託研究に係る売上債権の

24,495千円の増加並びに仕掛品増加に伴うたな卸資産4,634千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３四半期累計期間において投資活動により使用した資金は2,606千円となりました。これは、研究設備の有

形固定資産の取得による支出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３四半期累計期間において財務活動により取得した資金は442,377千円となりました。これは主に、新規上

場に伴う新株発行及び新株予約権の一部について権利が行使されたことに伴う収入495,321千円によるものであり

ます。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年12月20日に発表いたしました平成24年３月期の業績予想に変更はございません。   
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（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 

 第１四半期会計期間より、「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日公表分）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３四半期会計期間において株式分割を行いましたが、当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。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 646,496 964,846

売掛金 1,050 25,545

たな卸資産 18,229 22,864

前払費用 6,614 12,334

その他 415 1,536

流動資産合計 672,806 1,027,127

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 12,379 12,379

減価償却累計額 △4,910 △6,287

建物附属設備（純額） 7,468 6,092

機械及び装置 331,611 333,338

減価償却累計額 △174,577 △210,951

機械及び装置（純額） 157,034 122,386

工具、器具及び備品 34,025 34,025

減価償却累計額 △19,623 △22,577

工具、器具及び備品（純額） 14,402 11,448

有形固定資産合計 178,905 139,927

無形固定資産   

特許権 7,287 6,844

ソフトウエア 2,744 2,123

無形固定資産合計 10,032 8,967

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 1,309 1,510

敷金及び保証金 12,954 12,954

投資その他の資産合計 14,273 14,475

固定資産合計 203,211 163,370

資産合計 876,017 1,190,497

㈱カイオム・バイオサイエンス　（4583）　平成24年３月期　第３四半期決算短信　（非連結）　

－ 5 －



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,709 11,652

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 45,848 50,016

未払金 13,598 30,676

未払費用 6,071 4,963

未払法人税等 4,173 3,228

未払消費税等 350 7,427

前受金 － 6,903

預り金 1,775 1,962

前受収益 103,826 4,282

賞与引当金 7,465 4,284

流動負債合計 223,819 155,397

固定負債   

長期借入金 54,152 16,648

繰延税金負債 768 471

資産除去債務 3,827 3,839

長期前受収益 472 222

固定負債合計 59,220 21,181

負債合計 283,039 176,579

純資産の部   

株主資本   

資本金 779,500 1,027,996

資本剰余金   

資本準備金 769,500 1,017,996

資本剰余金合計 769,500 1,017,996

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △956,021 △1,032,073

利益剰余金合計 △956,021 △1,032,073

株主資本合計 592,978 1,013,918

純資産合計 592,978 1,013,918

負債純資産合計 876,017 1,190,497
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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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 429,316

売上原価 153,198

売上総利益 276,118

販売費及び一般管理費 318,406

営業損失（△） △42,287

営業外収益  

受取利息 94

補助金収入 1,323

その他 1

営業外収益合計 1,419

営業外費用  

支払利息 1,667

株式交付費 1,816

株式公開費用 29,998

その他 573

営業外費用合計 34,055

経常損失（△） △74,923

税引前四半期純損失（△） △74,923

法人税、住民税及び事業税 1,425

法人税等調整額 △297

法人税等合計 1,127

四半期純損失（△） △76,051
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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23年４月１日 
 至 平成23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（△） △74,923

減価償却費 41,768

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,181

受取利息及び受取配当金 △95

支払利息 1,667

株式交付費 1,816

株式公開費用 29,998

補助金収入 △1,323

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,076

前払費用の増減額（△は増加） △5,855

未払金の増減額（△は減少） 7,422

売上債権の増減額（△は増加） △24,495

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,634

仕入債務の増減額（△は減少） 943

前受金の増減額（△は減少） 6,903

前受収益の増減額（△は減少） △99,543

その他 △2,255

小計 △118,711

利息及び配当金の受取額 43

利息の支払額 △1,467

補助金の受取額 540

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 △121,421

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 △2,606

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,606

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 75,000

長期借入金の返済による支出 △108,336

株式の発行による収入 495,321

株式の発行による支出 △19,608

財務活動によるキャッシュ・フロー 442,377

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,349

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 964,846
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 該当事項はありません。 

  

 当社は、平成23年８月31日に新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ5,000千円増加し

ております。また、平成23年12月19日を払込期日とする有償一般募集増資による新株式188,000株（発行価格2,700

円、引受価格2,484円、資本組入額1,242円）発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ233,496千円増加して

おります。さらに、平成23年12月21日に新株予約権の権利行使により、資本金及び資本準備金がそれぞれ10,000千

円増加しております。この結果、当第３四半期会計期間末において資本金が1,027,996千円、資本準備金が

1,017,996千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
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