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（１）経営成績 （％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

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期  633  36.7 △7 － △42  －  △44 －

23年３月期  463  21.6 △231 － △237  －  △180 －

  
１株当たり
当期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期  △12.11 － △5.4  △4.0 △1.1

23年３月期  △63.38 － △39.3  △27.3 △49.9

（参考）持分法投資損益  24年３月期 －百万円   23年３月期 －百万円

  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

24年３月期  1,265  1,045  82.6  253.04

23年３月期  876  592  67.7 △285.29

（参考）自己資本 24年３月期 1,045百万円   23年３月期 592百万円

  
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による

キャッシュ・フロー 
財務活動による

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物

期末残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期  △48 △3  419  1,013

23年３月期  △195 △85  383  646

  
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産
配当率 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 百万円 ％ ％

23年３月期  －  0.00 － 0.00 0.00  －  － －

24年３月期  －  0.00 － 0.00 0.00  －  － －

25年３月期 
（予想） 

 －  0.00 － 0.00 0.00    －

３．平成25年３月期の業績予想（平成24年４月１日～平成25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  945  49.4  90 －  96 －  87  －  21.03



※ 注記事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  
  
（２）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、また、当事業年度貸借対

照表日後（平成24年４月１日付）において１株につき２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。  

  

※  監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表

の監査手続を実施中です。 

  

※  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２ページ「１．経営成績 （１）経営成績

に関する分析」をご覧ください。 

２．平成24年４月１日付をもち、平成24年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株に

つき２株の割合で株式分割しております。なお、「３．平成25年３月期の業績予想」の１株当たり当期純利益

は、当該株式分割の影響を考慮しております。  

３．当社は、平成24年５月21日に機関投資家・証券アナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で

配布する決算補足説明資料については、説明会当日に東証への開示に合わせて当社ホームページに掲載する予定

です。  

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

（注）詳細は、添付資料20ページ「（６）重要な会計方針の変更」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期 4,132,000株 23年３月期 400,000株

②  期末自己株式数 24年３月期 －株 23年３月期 －株

③  期中平均株式数 24年３月期 3,667,870株 23年３月期 400,000株
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（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績  

 当事業年度における我が国経済は、海外経済の減速、タイで発生した洪水被害、円高の進行等の影響により、景

気回復の動きが足踏みした状態にありましたが、東日本大震災の復旧・復興需要が徐々に顕在化する等、緩やかな

回復軌道に戻りつつあります。  

 このような環境のもと、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

の研究開発に成功し、平成23年９月より本格的に実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、同年12月には、OncoMed Pharmaceuticals社(米国)と

検証的契約を締結しました。また、この他にも従来のIgM抗体ライブラリも含め、複数の国内外製薬企業やバイオ

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、IgM抗体に比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を推進することで、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、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も成功しました。  

 以上の結果、当事業年度における売上高は633,197千円（前年同期比170,012千円増加）となりました。営業損失

は7,266千円（前年同期比223,947千円減少）、経常損失は42,904千円（前年同期比194,565千円減少）、当期純損

失は44,417千円（前年同期比135,816千円減少）となりました。  

  

 セグメントの業績は次のとおりです。 

a．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（米国）等

複数の企業との検証的契約の進展により、627,880千円の売上高となり、前年同期に比べ176,368千円（39.1％）

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、当該事業における売上高は627,880千円、セグメント利益（売上総利益）は415,469千円となりま

した。 

b．リード抗体ライセンスアウト事業 

 治療用First in class抗体の開発を目指す抗Semaphorin 3A抗体に関しましては、横浜市立大学との共同研究

契約を更新し、疾患の動物モデルを用いて薬効を検討する段階に入っています。本抗体は横浜市立大学と共同で

特許を出願しており、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、共同研究契約を更新しました。この他、治療用抗体の探索研究に向けて静岡県

立静岡がんセンターと新たに共同研究契約を締結し、東京大学との共同研究も開始する等、大学や公的研究機関

等との連携を深めてまいりました。 

 当該事業につきましては、売上高及び利益（又は損失）は発生しておりません。 

c．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、ADLib®システムを稼働中でありますが、当該ライセンスの技術使用料等の計上により5,317千円の売上

高となり、当該ライセンス導出の実施により契約金の一部を計上した前年同期と比べ6,355千円（54.4％）の減

収となりました。この他、技術ライセンスに興味を持つ国内外の複数企業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、当該事業における売上高は5,317千円、セグメント利益（売上総利益）は4,299千円となりまし

た。  

② 次期の見通し 

 創薬アライアンス事業において、中外製薬㈱との共同研究・委託研究をはじめ、大日本住友製薬㈱、Five Prime 

Therapeutics社(米国)、Glaxo Group Limited社(英国)等との継続的な収益計上に加え、新規の契約獲得による収

益計上を見込んでおります。また、リード抗体ライセンスアウト事業において、治療用First in class抗体の開発

を目指す抗Semaphorin 3A抗体の導出を見込んでおります。更に、基盤技術ライセンス事業において、ADLib®シス

テムのライセンス導出先である富士レビオ㈱に加え、より多様化したIgGキメラ抗体ライブラリ等、付加価値の高

１．経営成績
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い基盤技術を国内外の製薬企業等へライセンスすることを見込んでおります。 

 以上の結果、次期の業績については、売上高945,887千円、営業利益90,369千円、経常利益96,411千円、当期純

利益87,120千円を見込んでおります。  

   

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は1,096,486千円（前事業年度末は672,806千円）となり、423,680千円増

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366,589千円増加したこと等に

よるものであります。 

（固定資産）  

当事業年度末における固定資産の残高は169,380千円（前事業年度末は203,211千円）となり、33,831千円減少し

ました。この主な要因は、機械及び装置等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33,379千円減少したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

当事業年度末における流動負債の残高は211,806千円（前事業年度末は223,819千円）となり、12,013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67,415千円減少した一方で、研究設備購入等

に係る未払金が29,996千円増加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

当事業年度末における固定負債の残高は8,507千円（前事業年度末は59,220千円）となり、50,712千円減少しま

した。この主な要因は、長期借入金の返済により50,008千円減少したこと等によるものであります。 

（純資産）  

当事業年度末における純資産の残高は1,045,552千円（前事業年度末は592,978千円）となり、452,574千円増加

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、当期純損失により利益剰余金が44,417千円減

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 

当事業年度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1,013,086千円（前事業年度比

366,589千円増加）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその主な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） 

当事業年度において営業活動により使用した資金は48,867千円（前年同期は195,289千円使用）となりました。

これは主に、税引前当期純損失42,904千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費56,809千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67,415千円の減少、中外製薬㈱の委託研究に係る売

上債権の48,741千円の増加並びに仕掛品増加に伴うたな卸資産1,072千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） 

当事業年度において投資活動により使用した資金は3,813千円（前年同期は85,664千円使用）となりました。こ

れは主に、研究設備の有形固定資産の取得等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）  

当事業年度において財務活動により取得した資金は419,269千円（前年同期は383,420千円獲得）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495,107千

円によるものであります。 

   

（３）事業等のリスク 

 当社の事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスク

事項を以下に記載しております。あわせて、必ずしもそのようなリスクに該当しない事項についても、投資者の判

断にとって重要であると考えられる事項については、積極的な情報開示の観点から記載しております。なお、本項

の記載内容は当社株式の投資に関する全てのリスクを網羅しているものではありません。 

 当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の迅速な対応に努める方針

でありますが、当社株式に関する投資判断は、本項及び本項以外の記載内容もあわせて慎重に検討した上で行われ

る必要があると考えております。  

 なお、本項記載の将来に関する事項は、本資料発表日現在において当社が判断したものであります。  
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① 事業環境に由来するリスクについて 

a．抗体医薬品市場 

 当社は、創薬基盤技術であるADLib®システムを核として、主に抗体医薬品の研究開発支援等を行っておりま

す。例えば、各種疾患のメカニズムや病態の解明により、疾患特異的に作用する分子標的低分子医薬の開発、

更に低分子特有の副作用を軽減するために疾患部位だけに到達するデリバリーシステムの開発が進んでおり、

今後競合する医薬品が増加する可能性があります。当社は、抗体医薬品市場が安定的に成長すると見込んでお

りますが、想定どおりに市場が拡大しない場合、事業計画の変更を余儀なくされる可能性があり、当社の事業

等に影響を及ぼす可能性があります。  

b．技術革新 

 当社が属する医薬品産業は、技術革新が著しく早いため、当社は独自の創薬基盤技術を継続的に発展させる

べく、研究開発を積極的に実施しております。 

 ADLib®システムはすでに抗体の定常領域と呼ばれる部分をトリからマウス抗体に置き換えることに成功して

おりますが、当社の重点研究課題として、完全ヒトADLib®の構築を目指して研究開発を実施しております。 

 完全ヒトADLib®は、治療用としての機能性を持つ完全ヒト抗体を数週間で作製することを可能とするもので

あり、将来的には新たな事業として「バイオテロや新興感染症が発生した場合に、公的機関の要請を受け、抗

体を迅速にかつ大量に提供する事業」や「患者さんから疾患に関連する細胞を摘出し、 適な抗体を迅速に作

製・選択するオーダーメイド医療としての事業」等に対応することを目標としております。 

 しかしながら、当社の計画どおりに研究開発が進捗しない可能性もあり、急激な技術革新等により完全ヒト

ADLib®を含めた新技術への対応に遅れが生じた場合や当社が保有する技術・ノウハウが陳腐化する場合、ま

た、必要な技術進歩を常に追求するために想定以上の費用と時間を要する場合は、当社の事業等に影響を及ぼ

す可能性があります。  

c．他社との競合 

競合他社が医薬品のもととなる優れた機能をもつ抗体を増やす結果、製薬企業へのライセンスアウト活動が

容易でなくなる可能性があります。また、複数の同業他社の参入に伴うアライアンス活動の競争が激化する場

合や競合他社が画期的な技術で先行した結果、当社事業の優位性が低下する場合、当社の事業等に影響を及ぼ

す可能性があります。  

d．法的規制等 

平成16年２月に「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」(遺伝子組換

え生物等規制法)が施行されました。当社の開発する完全ヒト化技術には、当該法律が適用されます。今後、法

改正等により規制が強化された場合には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

e．抗体医薬品開発におけるフェーズ０の義務化 

抗体医薬品開発におけるフェーズ０は、当面前臨床試験の負担軽減（例えば、チンパンジーでの試験の不要

化等）には繋がらないばかりか、フェーズ０を採用するとむしろ費用面において抗体医薬品を開発する企業の

負担は増えます。当社では、医薬品に関わる行政の動向を常に捉えて、研究開発のやり方を柔軟に変更しうる

体制を構築するよう努めておりますが、フェーズ０は開発リスクをヘッジする手段として前向きに受け入れら

れる可能性が大きいと考えられ、行政機関の見解や他社の動向等により当社もフェーズ０を採用することと

なった場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

f．海外取引 

当社は、全世界の製薬企業等を対象とした事業展開を図っており、国内のみならず海外の製薬企業等に対し

ても、当社の創薬基盤技術を紹介し、取引開始に向けた交渉を行っております。今後、当社の海外における事

業展開が進展し、海外の製薬企業等との取引規模が拡大した場合、海外における法的規制や取引慣行等によ

り、当社の事業展開が制約を受ける可能性があります。また、必要に応じて為替リスクのヘッジ策を検討する

方針でありますが、当社の想定以上に為替相場の変動が生じた場合、当社の財政状態、経営成績等に影響を及

ぼす可能性があります。  

② 事業内容に由来するリスクについて 

a．特許権 

 当社が創製した技術等について、当社の特許権を侵害されるリスク又は当社が他社の特許権を侵害してしま

うリスクがあります。こうしたリスクに対応するために、積極的かつ速やかに特許出願等を行うことで他社か

らの侵害を防御するとともに、必要に応じて特許情報提供会社及び特許事務所を活用して情報収集を行い、他

社の権利を侵害しないように対応しております。すでに基盤技術特許は国際特許が成立しておりますが、第三
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者によって既に特許出願されている等の理由により、第三者から特許侵害があるとして特許侵害訴訟を提起さ

れた場合には、当社の技術の優位性が損なわれ、多額の損害賠償を請求される等、当社の事業等に影響を及ぼ

す可能性があります。  

 また、当社が職務発明の発明者である役職員等から特許を受ける権利を譲り受けた場合、当社は特許法に定

める「相当の対価」を支払うことになります。当社では、その取扱いについて社内規則等でルールを定めてお

り、これまでに発明者との間で問題が生じたことはありません。しかしながら、職務発明の取扱いにつき、相

当の対価の支払請求等の問題が生じた場合には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。   

b．特定の技術への依存 

 当社は、創薬基盤技術であるADLib®システムを核として事業を展開しておりますが、競合他社が画期的な技

術で先行した場合や特許期間が満了した場合、当社事業の優位性が低下する可能性があります。当社は、積極

的な研究開発により技術改良を推進しておりますが、当社の技術が他の安価な技術で代替できる場合や当社の

技術自体が陳腐化した場合、あるいは当社の技術改良の対応が遅れた場合は、当社の事業等に影響を及ぼす可

能性があります。  

c．特定の取引先への依存 

当社は、中外製薬㈱と抗体医薬品開発の共同研究契約を締結しており、平成24年３月期における当社の売上

高に占める割合は、92.7％となっております。当社では、事業の核となるADLib®システムの更なる技術改良を

推進し、これまで同様、付加価値を向上させ続けていくことで、同社に限らずクライアントとの良好な取引関

係を維持・継続していく方針であります。 

しかしながら、同社の経営方針の変更あるいは何らかの事情により、本契約の解除、その他の理由で終了し

た場合、あるいは契約条件の変更等が生じた場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

d．重要な契約 

当社は、事業推進上、以下のようなライセンス契約及びアライアンス契約を締結しております。当社は、各

契約の相手方との現在の良好な関係を維持・継続していく方針ですが、何らかの理由により、これらの重要な

契約の終了又は契約条件の変更等が生じた場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

基盤技術に関する特許ライセンス契約 

（注）対価として一定料率のロイヤルティを支払っております。 

  

アライアンス契約 

  

相手方の名称 
相手先の 

所在地 
契約締結日 契約期間 契約内容 

独立行政法人理

化学研究所 

日本 平成23年１月１日 平成23年１月１日から

平成35年７月28日まで 

ADLib®システムの基盤特許

に関する実施権及び再実施

権の当社による取得、及び

その対価である一定比率の

ロイヤルティの当社による

支払い 

相手方の名称 
相手先の 

所在地 
契約締結日 契約期間 契約内容 

中外製薬㈱ 日本 平成20年11月１日 平成20年11月１日から

平成24年12月31日まで 

ADLib®システムを利用した

抗体作製に関する共同研究

を実施 

中外製薬㈱ 日本 平成23年６月30日 平成23年７月１日から

平成24年12月31日まで 

ADLib®システムを利用した

抗体作製に関する委託研究

を実施 

Five Prime 

Therapeutics, 

Inc. 

米国 平成23年10月28日 平成23年10月28日から

研究開発の進捗に応じ

て両当事者が本契約終

了に合意した日まで 

ADLib®システムを利用した

抗体作製に関する委託研究

を実施 
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ライセンス契約 

  

e. 複数の製薬企業との関係について  

 当社が製薬企業と共同研究契約を締結する場合、契約期間中に第三者との間において当該契約が定めるター

ゲット（抗原）について同様の研究を行うことを認める内容の契約を締結しておりますが、当該契約が定める

ターゲットと第三者との共同研究契約が定めるターゲットが重なる可能性があります。その場合、後発企業と

の共同研究によって得られた抗体が、先行企業との共同研究によって得られた抗体に関する特許に抵触するリ

スクがありますので、当社がどちらか一方の企業との共同研究の機会を喪失する場合、当社の事業等に影響を

及ぼす可能性があります。  

f．提携先に影響されるリスク 

当社は、創薬アライアンス事業においては、共同研究での補完関係を前提としており、双方の分担する技術

又は製品の完成をもってより付加価値の高い事業展開が可能となります。よって、双方の技術及び研究開発の

進捗に大きな差が生じた場合、又は提携先の経営不振若しくは経営方針の変更があった場合、目的とする製

品・サービスの開発が遅れる、あるいは中止されることが予想されます。それにより、当社の事業等に影響を

及ぼす可能性があります。  

g．収益計上について  

当社は、主に契約締結時に生じる着手金（アップフロント）の他、医薬品開発の進捗に応じて生じる成功報

酬（マイルストーン）、医薬品販売後に獲得するロイヤルティを収益として受領する事業構造となっておりま

す。共同研究に関する契約では、原則として、着手金（アップフロント）を契約に定める時期に一定金額をま

とめて受領しますが、会計上では契約期間に応じた期間按分で収益計上しております。また、成功報酬（マイ

ルストーン）やロイヤルティは、契約に定める条件に従って受領するものであり、収益計上の要件を満たした

時に一括計上することとしております。委託研究に関する契約は、原則として、委託された業務を実施し、そ

の検収を受けた時又は終了を確認した時に収益計上することとしております。 

従って、契約の締結時期、医薬品開発の進捗状況、医薬品販売開始時期等が遅れる場合や、何らかの事由に

より医薬品開発、販売が中止となる場合には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

h．事業計画の主な前提条件について 

（ⅰ）既存提携先との提携事業の確実な推進 

当社は、中外製薬㈱や富士レビオ㈱をはじめとした既存提携先との継続的な事業提携を基盤として事業

計画を策定しております。しかしながら、当社の想定どおりに事業提携が進捗しない場合、あるいは想定

していた成果が得られない場合等には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

（ⅱ）取引先数及び契約締結数の増加  

当社は、創薬基盤技術を核として継続的な契約獲得活動を実施し、主に創薬アライアンス事業における

複数の製薬企業との提携を基盤とし、事業計画を策定しております。 

当社の事業特性として、当社が締結する契約は、複数年かつ契約金額が高額になる傾向があり、クライ

アントとしても慎重な検討を重ねる傾向があります。 

当社は、このような事業特性を鑑み、内容・金額・締結時期等の契約条件に関して過去実績等を勘案

し、事業計画を策定しておりますが、必ずしも計画どおりのクライアントと計画どおりの条件で契約が締

結できるわけではありません。 

契約金額が計画を下回る場合、契約締結時期が計画よりも遅れる場合、計画している契約が締結できな

い場合等には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

（ⅲ）医薬品開発の進捗状況、規制当局への申請時期と規制当局からの承認時期 

当社は、契約締結時に生じる着手金（アップフロント）の他、医薬品開発の進捗に応じて生じる成功報

酬（マイルストーン）、医薬品販売後に獲得するロイヤルティを収益として受領する事業構造となってお

ります。 

 医薬品の開発には、一般的に探索研究、創薬研究、開発、製造、販売のプロセスがあり、抗体医薬品開

相手方の名称 
相手先の 

所在地 
契約締結日 契約期間 契約内容 

富士レビオ㈱ 日本 平成22年９月30日 平成22年９月30日から

平成25年９月29日まで 

ADLib®システムの非独占的

実施権の許諾 
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発においては、初期の研究から販売まで一般的に6.5年～９年の期間が必要となり、各プロセスの進捗や必

要となる期間は、対象疾患、開発者の経営状況、規制当局の審査判断等の影響を受けることがあります。 

当社は、このような状況を鑑み、医薬品開発の進捗状況や規制当局への申請時期と規制当局からの承認

時期等を勘案し、事業計画を策定しておりますが、必ずしも当社が計画しているとおりになるわけではあ

りません。医薬品開発の進捗が計画を下回る場合、規制当局への申請時期が計画よりも遅れる場合、規制

当局からの承認時期が計画よりも遅れる場合等には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

（ⅳ）当社の創薬基盤技術に関する研究開発の進捗 

 当社は、現在取り組んでいるADLib®システムのバージョンアップをはじめとした研究開発活動が計画ど

おりに進捗することを前提として、事業計画を策定しております。しかしながら、研究開発活動を中断せ

ざるを得ない場合、研究開発に想定以上の開発コストがかかる場合、あるいは研究開発から想定どおりの

成果が得られない場合等には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。 

③ その他のリスクについて 

a．経営管理体制  

（ⅰ）小規模組織であること 

当社は小規模な組織であり、研究開発体制及び社内管理体制もこの規模に応じたものとなっておりま

す。このような限られた人材の中で、業務遂行上、取締役及び従業員が持つ専門知識・技術・経験に負う

部分が大きいため、今後、当社の業容の拡大に応じた人員の増強や社内管理体制の充実等を図っていく方

針であります。しかしながら、取締役及び従業員の退任・退職又は業容の拡大に応じた人員の増強や社内

管理体制の充実等が図れない場合には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

（ⅱ）特定の人物への依存 

当社の経営戦略、研究開発及び事業開発等の事業推進については、当社代表取締役及び各部門の業務執

行を担当する取締役に大きく依存しております。これら人材は、業務に必要となる経験及びスキルを有

し、さらに各部門の業務に精通しており、業務運営において重要な存在であります。 

当社では、これら特定の人材に過度に依存しない経営体制を構築するため、組織体制の強化を図ってお

りますが、当面の間はこれら業務執行者への依存度が高い状態で推移するものと考えております。このよ

うな状態において、これらの業務執行者の当社業務の継続が何らかの理由により困難となる場合には、当

社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

（ⅲ）人材の確保・育成等 

当社の事業を組織的に推進していくためには、高度な専門的知識や技能、経験を有する人材の確保が不

可欠であります。当社は、優秀な人材の確保とその育成に努めておりますが、このような人材の確保及び

育成が計画どおりに進まない場合には、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

b．社外取締役太田邦史について 

東京大学大学院総合文化研究科教授である太田邦史は、当社の創薬基盤技術であるADLib®システム発明者の

一人であり、平成17年２月に当社を設立した創業者の一人であります。当社においては、同氏が国立大学法人

東京大学の兼業承認に伴い社外取締役(非常勤)に就任しております。 

当社は、必要に応じて外部研究機関等との共同研究を行っており、その一つとして同氏が主宰する太田研究

室をパートナーとした共同研究を行った実績があり、今後においても行う可能性があります。当社としては、

同氏との関係において、利益相反等の行為が発生しないように法規制等を遵守するとともに、当社の企業運営

上において取引の健全性維持に十分留意しておりますが、何らかの理由により利益相反行為が行われた場合、

当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

c．過年度の経営成績 

（ⅰ）社歴が浅いこと 

当社は、平成17年２月に設立された社歴が浅い会社であることから、業績の期間比較を行うための十分

な財務数値が得られておりません。従って、過年度の経営成績及び財政状態だけでは、今後の当社の業績

を判断する材料としては十分な期間とは言えないと考えております。当社は、ADLib®システムを利用した

事業展開のための技術開発及び医薬品開発のための研究開発活動を重点的に推進してきたことから、第１

期から第８期まで当期純損失を計上しております。  

（ⅱ）マイナスの繰越利益剰余金の計上 

 当社は、創業時よりADLib®システムを利用した医薬品開発のための研究開発活動を重点的に推進してき

たことから、多額の研究開発費用が先行して計上され、第１期から第８期まで当期純損失を計上しており
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ます。平成24年３月期（第８期）には、△1,000,439千円の繰越利益剰余金を計上しております。当社は、

早期の黒字化を目指しており、その後も安定的な利益計上による強固な財務基盤の確立を目指しておりま

すが、当社の事業が計画どおりに進展せず、当期純利益を計上できない場合には、マイナスの繰越利益剰

余金が計画どおりに解消できない可能性があります。   

（ⅲ）税務上の繰越欠損金  

 平成24年３月期（第８期）には、943,136千円の繰越欠損金を計上しております。当社業績が事業計画を

上回る水準で推移した場合、早期に繰越欠損金が解消されることとなり、課税所得の控除が受けられず、

通常の税率に基づく法人税、住民税及び事業税が計画よりも早い段階で計上されることになる可能性があ

ります。   

（ⅳ）資金調達 

当社では、研究開発活動の進捗に伴い多額の研究開発費が先行して計上され、継続的な営業損失が生じ

ており、今後も事業の進捗に伴って運転資金、研究開発投資及び設備投資等の資金需要の増加が予想され

ます。このような資金需要に対応すべく当社は、平成24年３月期に実施した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496,992千円を調達した他、運転資金に充当するた

めに借入により合計105,000千円を調達する等、当面の運転資金は確保できています。 

なお、当社は、複数の製薬企業との提携によるキャッシュイン、人件費や研究開発活動にかかるコスト

等のキャッシュアウトを見込んだ資金計画を策定しておりますが、計画したタイミングあるいは計画した

金額の入出金が発生せず、充分な運転資金を確保できない等の状況となる場合には、当社の事業継続に影

響を及ぼす可能性があります。  

d．配当政策 

当社は設立以来、当期純損失を計上しており、利益配当を実施しておりません。また、各研究分野における

研究開発活動を今後も引き続き実施していく必要があることから、資金の確保を優先する方針であり、当面は

配当を予定しておりません。 

しかし、株主への利益還元は重要な経営課題であると認識しており、将来において安定的な収益の獲得が可

能となる場合には、財政状態及び経営成績を考慮した上で、利益配当についても検討してまいります。  

e．調達資金の使途 

平成23年12月の株式公開時に調達した資金の使途については、主として、現在改良に取り組んでいるADLib®

システムのバージョンアップ等の研究開発資金や事業拡大に伴う研究施設の移転費用に今後充当してまいりま

す。しかしながら、調達した資金使途の全てが必ずしも当社の成長に寄与せず、期待どおりの収益を確保でき

ない可能性があります。  

f．ベンチャーキャピタル及び投資事業組合の株式保有比率 

一般的に、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(以下「VC等」といいま

す)が未上場株式に投資を行う目的は、上場後に当該株式を売却してキャピタルゲインを得ることにありますの

で、VC等は当社の上場後において所有する株式の一部又は全部を売却することが想定されます。当該株式売却

により、一時的に需給のバランスの悪化が生じる可能性があります。  

g．新株予約権の行使による株式価値の希薄化 

当社は、当社の役員、従業員及び社外協力者に対して新株予約権を付与しており、また、今後も優秀な人材

を採用するため、役員及び従業員の業績向上に対する意欲や士気を高め、そして、当社の中長期的な企業価値

の向上を図るために、ストック・オプションとして新株予約権を付与していく予定であります。今後、既存の

新株予約権や将来付与する新株予約権が権利行使された場合には、当社株式の１株当たりの株式価値が希薄化

する可能性があります。なお、本資料発表日現在、新株予約権による潜在株式数は650,400株であり、発行済株

式総数4,144,000株の15.69％に相当しております。  

h．営業機密の漏洩 

 当社事業におけるサービスは、顧客である製薬企業から抗原の情報を預かる立場にあります。従いまして、

当社は、当社のすべての従業員との間において顧客情報を含む機密情報に係る契約を締結しており、さらに退

職後も個別に同契約を締結して、顧客情報を含む機密情報の漏洩の未然防止に努めております。また、抗原名

をプロジェクトコード化した社内共通言語を用いた顧客情報管理を実施するとともに、顧客情報へのアクセス

制限も行っております。しかしながら、万一顧客の情報が外部に漏洩した場合は、当社の信用低下を招き、当

社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。  

i．自然災害等の発生  

 当社は、埼玉県和光市に研究所を設置しており、事業活動や研究開発活動に関わる設備及び人員が同研究所
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に集中しております。そのため、同研究所の周辺地域において、地震等の自然災害、大規模な事故、火災、テ

ロ等が発生し、当社が保有する抗体ライブラリの滅失、研究所設備の損壊、各種インフラの供給制限等の不測

の事態が発生した場合、当社の事業等に影響を及ぼす可能性があります。 

    

（４）継続企業の前提に関する重要事象等 

 該当事項はありません。   

   

該当事項はありません。 

   

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、多様な抗体を迅速に創出して新規医薬品の開発につなげることにより、新しい治療法を必要とする患者

さん及びその家族の役に立ちたいと願っています。治療法が確立されていない個別疾患と広域に流行する新興感染

症は、いずれも人類にとって大きな脅威です。当社は完全ヒト抗体を提示するADLib®システムを開発することによ

り、既存のどの方法でも為し得ない医療に貢献することが可能になると考えています。癌や免疫、アレルギー、さ

らには中枢系の疾患等多くの疾患に対して抗体医薬品が開発されていますが、患者さんによってはその抗体が効か

ないことがあります。例えば、同じ肺がんでも患者さん個人でその性質が異なります。あるいは同じ抗体医薬品を

投与しても患者さん毎に体内での反応性は異なります。個々の患者さん固有の疾患に対しては、本来であれば個々

の患者さんにとって 適な治療が必要ですが、現在の医薬あるいは医療制度ではそれは適いません。当社は、

ADLib®システムの更なる技術開発により、それぞれの患者さんにとって 適な抗体を提供できると考えています。

新興感染症の爆発的な流行には、グローバルな素早い対応が求められます。当社は、ADLib®システムの多様性や迅

速性をもとに、これらの疾患の克服に向けて闘い、人類の健康に貢献してまいります。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社は、創薬アライアンス事業並びに基盤技術ライセンス事業におきましては、抗体作製におけるこれまでの実

績に加え、基盤技術の継続的な改良によるクライアントの期待を上回るパフォーマンスの提供により、連鎖的にア

ライアンス契約や技術ライセンス契約の獲得に結び付け、収益基盤の安定化を目指してまいります。更に、リード

抗体ライセンスアウト事業におきましては、自社での抗体医薬品の候補となる抗体作製のために研究開発活動を推

進し、より一層の収益拡大を目指してまいります。  

当社は、研究開発投資を継続しつつ、積極的に事業を展開していくことで、経営の安定化と企業価値の向上を

図ってまいります。    

  

（３）事業展開に関する現状認識  

① 創薬アライアンス事業 

創薬アライアンス事業において、中外製薬㈱との共同研究でこれまでの成果が評価された結果、第３年度目の契

約更新により契約期間が更に１年２ヶ月期間延長されました。また、中外製薬㈱以外の企業へのアプローチとし

て、国内外を問わず複数の企業との間で締結した検証的契約に基づく研究により、ADLib®システムを用いた特異的

抗体の取得、機能性抗体の取得についての実績を評価していただくことができました。これにより、本格的なアラ

イアンスに向けての交渉を推し進めております。 

また、従来のIgM抗体に代わり、動物試験等に用いることのできるマウス-トリキメラ抗体を産生するIgGキメラ

ライブラリの開発、IgM抗体ライブラリの多様性向上や大規模セレクション方法の技術開発等により、クライアン

トのニーズに合った機能性のある抗体を短期間で効率的に取得できるようになっており、今後はこうした検証的契

約での成果が、本格的契約に結びつくものと考えております。 

さらに、海外のバイオ企業との共同研究により、GPCRに対する抗体作製に成功いたしました。GPCRは創薬ター

ゲットとして重要である一方、従来の抗体作製法では抗体作製が難しいとされてきたことから、今後はGPCRをター

ゲットとした抗体医薬品に興味を持つ企業に対して積極的にアライアンスの提案ができるものと考えております。

② リード抗体ライセンスアウト事業 

 リード抗体ライセンスアウト事業においては、自社での治療用First in class抗体の開発を目的に、公益財団法

人がん研究会や横浜市立大学等のアカデミアとの共同研究を推進し、これにより、入手が困難な疾患ターゲットを

抗原として利用することが可能となりました。今年度はこれらの共同研究契約を更新するとともに、新たに静岡県

２．企業集団の状況

３．経営方針
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立静岡がんセンターとも共同研究契約を締結いたしました。また、開発した膜タンパク質発現株を使用したADLib®

axCELLにより、一般的に他の技術では抗体作製が困難とされてきた抗原に対しても抗体の取得が可能となりまし

た。このことにより、困難抗原をターゲットにしたFirst in class抗体の取得が期待されます。困難抗原に対する

取得済みの機能性抗体に関しては、既に実験動物を用いた薬効検討の段階に至っております。この抗体について

は、複数の製薬企業にアプローチし、興味を示した企業とはサンプル評価契約等の交渉を開始いたしました。ま

た、がん研究会との共同研究で開始したFirst in classに属する抗体作製の試みでは、ライセンスアウト候補とな

る抗体を取得いたしました。今後もクライアントニーズを満たすリード抗体の取得に向け、ライブラリの多様性向

上やセレクション方法の改良等を継続実施してまいります。  

③ 基盤技術ライセンス事業  

 基盤技術ライセンス事業においては、富士レビオ㈱とADLib®システム特許実施許諾及び共同研究開発契約締結に

至り、当社としては初のADLib®システムの技術ライセンスに成功いたしました。これは診断用試薬の研究開発を目

的としたものであり、今後は抗体医薬品の研究開発を目的とする基盤技術ライセンス事業も積極的に進めてまいり

ます。また、リード抗体ライセンスアウト事業にも関係しますが、ADLib®システムの更なる多様性の拡大を目的と

して、人工の抗体遺伝子配列の導入を行うこと等で新たなライブラリを構築し、これまで得ることができなかった

抗体の取得にも成功いたしました。さらに、NEDO助成事業の一環として行ってきたプロジェクトでは、製薬企業の

ニーズの高いマウスキメラ抗体ライブラリ開発に成功いたしました。さらに大規模セレクション技術も既に確立済

みであり、業務の効率化に貢献しております。引き続き、これらの研究を推進し、より付加価値の高い基盤技術の

ライセンスを目指してまいります。 

  

（４）中長期的な会社の経営戦略 

独自の創薬基盤技術であるADLib®システムを核とした中長期的な事業シナリオは次のとおりです。 

① 創薬アライアンス事業への重点化  

当社の現状に適合する事業として、まず製薬企業との共同研究契約の獲得を目指します。その獲得に当たって

は、既存の製薬企業との大型アライアンス締結に至る経緯と同様に、本格的契約に至る前段階としての検証的契約

を取り入れていくことを目指します。また既存の製薬企業との契約同様、抗原バリデーションの潜在的なニーズも

大きいことから、抗原バリデーションを先行させて、リード抗体作製への事業展開を視野に入れた事業開発活動を

行うことを目指します。この事業では、抗体医薬品の製薬企業が自社の創薬活動で得られなかった全く新しい有用

抗体を作製することを目的としており、他社で実施されている研究支援的受託事業を超えた探索・創薬機能を当社

が受け持つとのイメージです。 

② 治療用リード抗体の作製 

当社は抗体作製の基盤技術であるADLib®システムの特性を生かすためFirst in Class抗体の作製に重点的に取り

組んでおり、これまでの技術では抗体作製が難しかった抗原に対する抗体獲得に成功しています。さらに獲得した

抗体が、疾患の動物モデルでも臨床試験での薬効が期待できるデータも確認しております。今後は、ADLib®

axCELLを含めたセレクション技術の向上等を武器にして、さらに多くの有用なリード抗体を作製してまいります。

また、ADLib®システムの特性を生かした迅速な抗体作製により、製薬企業へのメリットとして、各社の悩みである

長期化する研究開発期間を大幅に改善する事が可能であると考えております。具体的には、抗原の特許期限迄の時

間の中で、早期に抗体を作製することで、販売開始時期を早めることが可能であり、その結果として、製品ライフ

サイクルの中で売上高を増加させることに当社が寄与することを目指しております。  

③ 技術開発と事業開発の連動 

当社のような基盤技術型のバイオベンチャー企業の場合、技術の改良や新規開発が全ての事業に影響を与え、そ

れぞれの事業が相互に影響しながら事業展開をしていきます。それゆえ、継続的に技術開発と事業開発との連動を

図っていくことが非常に重要であると考えています。技術開発の進捗が事業開発活動とその成果に大きな影響を及

ぼすため、技術開発の進捗、クライアントニーズ及び環境変化に合わせた柔軟な事業展開を行っていく方針であり

ます。 

   

（５）会社の対処すべき課題 

 当社は、治療薬群の中でも成長性が高い抗体医薬品市場で事業を展開し、加えて独自性の高い創薬基盤技術であ

るADLib®システムを有し、このような当社の特長を生かすことにより持続的に成長し企業価値を高めるとともに、

我々のビジョンやミッションを達成することを目指しております。そのために今後対処すべき課題を以下に列挙し

ました。   
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① 全社的課題 

a．取引先数及び契約締結数の増加 

 平成24年３月期の売上高は、主に中外製薬㈱との大型契約の締結により、過年度の業績と比較して大きく上

回りました。現状では同契約への依存度が高くなっておりますが、当社の成長のためには、取引先数及び契約

締結数を増やしていくことが不可欠であると認識しております。特定契約への高依存状況を早期に解決するた

め、候補先企業に対してADLib®システムの魅力を 大限にアピールすると同時に候補先企業のニーズに合った

ADLib®システムの継続的なバージョンアップを行うことにより新規取引先を開拓するとともに、既存取引先と

の関係強化もより一層推進してまいります。また、ADLib®システムを抗体作製技術における第３のデファク

ト・スタンダードとして、抗体医薬品研究開発のあらゆる現場で使用されることを目指して、引き続きADLib®

システムの信頼性及び認知度を高めてまいります。  

b．基盤技術の価値向上 

創薬基盤技術であるADLib®システムのバージョンアップをこれまでも幾度となく行ってまいりましたが、引

き続き技術改良を推進し、付加価値を高めていく方針を継続する所存です。現在改良に取り組んでいる高親和

性セレクション、完全ヒトADLib®システム、超ラージスケールセレクションの開発等の研究課題を達成するた

めに、アカデミアとの共同研究や政府助成金等を活用しつつ、対処していく方針であります。  

c．業績の安定化 

当社は研究開発型の企業であり、現状では多額の研究開発費用が先行して計上されております。そのため、

創業以来営業損失を計上しておりますが、当事業年度以降においては、前事業年度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より調達した資金等を活用することで、当業年度以降

の事業活動を展開する予定であります。なお、研究開発活動については、継続して積極的に実施していく方針

であります。当面は創薬アライアンス事業を柱として推進することにより早期の黒字化を達成し、それ以降は

安定的に利益を計上していくことで強固な財務基盤の確立を目指しております。   

d．人材の確保・育成 

ADLib®システムの技術改良や製薬企業との共同研究を展開するためには、分子生物学・医学・薬学等の高度

専門的な知識や技能を有する研究員の確保とその継続的なレベルアップが必要であります。当社は、創業時か

らADLib®システムの標準化と自動化に取り組んでおり、人材の教育においてOJTやマニュアルの活用による早期

の技能習得体制を構築しております。また、各従業員は職位や職種に応じて、社内外の研修に積極的に参加し

ています。さらに、今後の事業拡大及び海外クライアントとの取引増加を見込んで、事業活動推進に必要な人

材を適時に確保すべく取り組んでまいります。  

② セグメント別課題  

a．創薬アライアンス事業 

（ⅰ）複数年の大型契約の締結促進 

 創薬アライアンス事業においては、取引先数及び契約締結数の増加を目指すだけでなく、中外製薬㈱と

の契約に続く複数年の大型契約の締結が課題であると認識しています。当社は、社内体制として事業開発

部を設置し、取締役であるシニアディレクターのもと、３名による営業体制を構築しております。また、

欧米での事業開発活動では、十分な経験と実績のある米国とドイツの社外コンサルタントをそれぞれ活用

し、グローバルな事業戦略体制を構築して積極的な営業展開を推進しております。   

（ⅱ）共同研究による業務拡大 

 中外製薬㈱との共同研究では、共同研究に基づく成果の創出及び抗体作製にかかわる業務の拡大が課題

であると認識しております。当社では、その他数種の共同研究を含め研究開発部が中心となって推進して

おり、当社が保有する技術やノウハウの積極的な提供は勿論のこと、顧客の視点に立ったサービスを提供

することでさらに緊密な関係強化を目指してまいります。  

b．リード抗体ライセンスアウト事業  

 当社はがん研究会、静岡がんセンター等のアカデミアとの提携により、これまでの課題であったターゲット

（抗原）の入手問題は克服できつつあると考えております。今後はこれら入手抗原に対する機能性抗体の取得

が重要課題であると認識しております。ライブラリの多様性を向上させ、セレクション方法の選択肢を広げる

ことにより、機能性抗体を獲得できる可能性が向上すると考えており、既に取り組みを開始しております。今

後は既得のFirst in Class抗体に続く新規有用抗体を取得し、ライセンスアウト先候補企業の絞り込み等戦略

的な営業活動を行ってまいります。  
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c．基盤技術ライセンス事業  

 基盤技術ライセンス事業の前提となるADLib®システム基本特許の米国・欧州・中国・日本における登録が完

了し、グローバルな営業活動を展開できる環境が整いました。既に複数の企業から基盤技術ライセンスへの

ニーズを確認しております。今後ライブラリの多様化及び大規模セレクションの開発という技術改良と並行し

て、本ライセンス活動につきましても積極的に展開してまいります。また、富士レビオ㈱との基盤技術ライセ

ンス契約におきましては、技術移管後の技術的・人的な継続サポート体制を構築し、更なる関係の強化に向け

て取り組んでまいります。  

③ コーポレート・ガバナンスの強化  

 当社が持続的に成長可能な企業体質を確立するためには、コーポレート・ガバナンスの強化が重要な課題の

一つであると認識しております。コーポレート・ガバナンスの強化につきましては、株主や投資家の皆様をは

じめ、全てのステークホルダーの皆様から信頼される会社となるために取り組むべき課題であります。業務執

行の妥当性、管理機能の効率性や有効性等を適時に確認して、然るべき改善を行うことにより、更なる経営の

健全性と透明性の向上に取り組んでまいります。また、内部管理体制の強化につきましては、財務報告に係る

内部統制報告制度（J-SOX）も導入されたことに伴い、業務内容のプロセスの分析・検証を行いつつ、更なる業

務の効率化とリスクの 小化を目指しております。  

 このように、内部管理体制の強化に向けて全社を挙げて取り組む所存です。  
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 646,496 1,013,086

売掛金 1,050 49,791

たな卸資産 ※1  18,229 ※1  19,302

前払費用 6,614 13,142

その他 415 1,165

流動資産合計 672,806 1,096,486

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 △6,745

建物附属設備（純額） 7,468 5,633

機械及び装置 ※2  331,611 ※2  353,621

減価償却累計額 △174,577 △224,180

機械及び装置（純額） 157,034 129,440

工具、器具及び備品 ※2  34,025 ※2  33,787

減価償却累計額 △19,623 △23,335

工具、器具及び備品（純額） 14,402 10,451

有形固定資産合計 178,905 145,526

無形固定資産   

特許権 7,287 7,679

ソフトウエア ※2  2,744 ※2  1,916

無形固定資産合計 10,032 9,595

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 1,309 1,290

敷金及び保証金 12,954 12,957

投資その他の資産合計 14,273 14,258

固定資産合計 203,211 169,380

資産合計 876,017 1,265,866
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 10,709 16,136

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 43,594

未払費用 6,071 4,433

未払法人税等 4,173 5,340

未払消費税等 350 13,293

前受金 － 2,704

預り金 1,775 1,906

前受収益 103,826 36,410

賞与引当金 7,465 7,970

流動負債合計 223,819 211,806

固定負債   

長期借入金 54,152 4,144

繰延税金負債 768 381

資産除去債務 3,827 3,843

長期前受収益 472 138

固定負債合計 59,220 8,507

負債合計 283,039 220,313

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 △1,000,439

利益剰余金合計 △956,021 △1,000,439

株主資本合計 592,978 1,045,552

純資産合計 592,978 1,045,552

負債純資産合計 876,017 1,265,866
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 463,184 633,197

売上原価 198,827 213,428

売上総利益 264,356 419,769

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  495,570 ※1, ※2  427,035

営業損失（△） △231,213 △7,266

営業外収益   

受取利息 369 283

補助金収入 － 1,383

その他 63 1

営業外収益合計 433 1,668

営業外費用   

支払利息 4,421 2,098

株式交付費 1,577 1,884

株式公開費用 － 29,998

たな卸資産廃棄損 － 2,587

その他 691 737

営業外費用合計 6,689 37,306

経常損失（△） △237,470 △42,904

特別利益   

補助金収入 120,256 －

特別利益合計 120,256 －

特別損失   

固定資産除却損 122 －

固定資産圧縮損 59,258 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 970 －

特別損失合計 60,351 －

税引前当期純損失（△） △177,564 △42,904

法人税、住民税及び事業税 1,900 1,900

法人税等調整額 768 △387

法人税等合計 2,668 1,512

当期純損失（△） △180,233 △44,417
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原価計算の方法 

原価計算の方法は、プロジェクト別個別原価計算であります。 

  

（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。  

   

売上原価明細書

    
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    37,176  18.7  36,032  16.8

Ⅱ 労務費    90,756  45.6  108,514  50.5

Ⅲ 経費 ※１  70,894  35.7  70,330  32.7

当期総製造費用    198,827  100.0  214,878  100.0

期首仕掛品たな卸高   －  －

合計    198,827  214,878

期末仕掛品たな卸高   －  1,449

当期売上原価    198,827  213,428

     

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

支払ロイヤルティ（千円）  3,562  885

外注費（千円）  4,900  5,819

その他経費（千円）  62,431  63,625
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 554,500 779,500

当期変動額   

新株の発行 225,000 248,496

当期変動額合計 225,000 248,496

当期末残高 779,500 1,027,996

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 544,500 769,500

当期変動額   

新株の発行 225,000 248,496

当期変動額合計 225,000 248,496

当期末残高 769,500 1,017,996

資本剰余金合計   

当期首残高 544,500 769,500

当期変動額   

新株の発行 225,000 248,496

当期変動額合計 225,000 248,496

当期末残高 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   

当期首残高 △775,788 △956,021

当期変動額   

当期純損失（△） △180,233 △44,417

当期変動額合計 △180,233 △44,417

当期末残高 △956,021 △1,000,439

利益剰余金合計   

当期首残高 △775,788 △956,021

当期変動額   

当期純損失（△） △180,233 △44,417

当期変動額合計 △180,233 △44,417

当期末残高 △956,021 △1,000,439
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本合計   

当期首残高 323,211 592,978

当期変動額   

新株の発行 450,000 496,992

当期純損失（△） △180,233 △44,417

当期変動額合計 269,766 452,574

当期末残高 592,978 1,045,552

純資産合計   

当期首残高 323,211 592,978

当期変動額   

新株の発行 450,000 496,992

当期純損失（△） △180,233 △44,417

当期変動額合計 269,766 452,574

当期末残高 592,978 1,045,552
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △177,564 △42,904

減価償却費 75,186 56,809

受取利息及び受取配当金 △369 △283

支払利息 4,421 2,098

株式交付費 1,577 1,884

株式公開費用 － 29,998

補助金収入 △120,256 △1,383

固定資産圧縮損 59,258 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 970 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 350 12,943

前払費用の増減額（△は増加） △674 △6,811

未収消費税等の増減額（△は増加） 10,156 －

未払金の増減額（△は減少） △15,779 10,752

売上債権の増減額（△は増加） △525 △48,741

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,392 △1,072

仕入債務の増減額（△は減少） △12,826 5,426

前受金の増減額（△は減少） － 2,704

前受収益の増減額（△は減少） △133,226 △67,415

その他 1,786 △749

小計 △309,908 △46,743

利息及び配当金の受取額 295 89

利息の支払額 △4,235 △1,750

補助金の受取額 120,256 1,363

法人税等の支払額 △1,789 △1,881

法人税等の還付額 92 55

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,289 △48,867

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 △135,565 △3,761

定期預金の払戻による収入 50,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △33 －

その他 △66 △51

投資活動によるキャッシュ・フロー △85,664 △3,813

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △70,000 －

長期借入れによる収入 100,000 75,000

長期借入金の返済による支出 △95,002 △120,840

株式の発行による収入 448,422 495,107

株式の発行による支出 － △29,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 383,420 419,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 102,467 366,589

現金及び現金同等物の期首残高 544,029 646,496

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  646,496 ※1  1,013,086

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

－ 19 －



 該当事項はありません。 

  

 １株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用 

当事業年度より、「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。 

当事業年度において１株を100株とする株式分割を行い、また、当事業年度貸借対照表日後（平成24年４月１日

付）において１株を２株とする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株当たり当期純利益を算定しております。 

なお、１株当たり情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払消費税等

の増減額（△は減少）」及び「前払費用の増減額（△は増加）」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より

独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行ってお

ります。 

 この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その

他」に表示していた1,462千円は、「未払消費税等の増減額（△は減少）」350千円、「前払費用の増減額（△は増

加）」△674千円及び「その他」1,786千円として組み替えております。 

  

※１．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  

※２．過年度に取得した資産のうち、行政機関からの補助金による圧縮記帳額は135,248千円であり、貸借対照表計

上額はこの圧縮記帳額を控除しております。 

 なお、その内訳は機械及び装置132,579千円、工具、器具及び備品2,402千円、ソフトウェア266千円でありま

す。  

  

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

 なお、販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度４％、当事業年度３％、一般管理費に属する費用の

おおよその割合は前事業年度96％、当事業年度97％であります。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）重要な会計方針の変更

（７）表示方法の変更

（８）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度 

（平成24年３月31日） 

原材料 千円 18,229 千円 17,852

仕掛品  －  1,449

（損益計算書関係）

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

役員報酬  千円 52,660 千円 56,580

給与手当   46,673  50,522

研究開発費  245,407  177,981

支払報酬  50,310  45,401

賞与引当金繰入額   3,250  3,713

減価償却費  3,171  2,332
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※２．一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。 

  

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

Ｅ種優先株式の増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第三者割当増資による増加 3,000株  

  

２．自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

  
前事業年度

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

研究開発費 千円 245,407 千円 177,981

（株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 
当事業年度期首 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式  2,000  －  －  2,000

Ａ種優先株式  1,880  －  －  1,880

Ｂ種優先株式  3,000  －  －  3,000

Ｃ種優先株式  6,200  －  －  6,200

Ｄ種優先株式  500  －  －  500

Ｅ種優先株式  －  3,000  －  3,000

合計  13,580  3,000  －  16,580

株式の種類 
当事業年度期首 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式  2,000  2,064,000  －  2,066,000

Ａ種優先株式  1,880  －  1,880  －

Ｂ種優先株式  3,000  －  3,000  －

Ｃ種優先株式  6,200  －  6,200  －

Ｄ種優先株式  500  －  500  －

Ｅ種優先株式  3,000  －  3,000  －

合計  16,580  2,064,000  14,580  2,066,000
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。  

  

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

  

２．自己株式に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

平成23年８月31日付 新株予約権の権利行使による増加 株2,000

平成23年９月27日付 優先株式を普通株式へ転換による増加  株14,580

平成23年10月20日付 株式分割による増加 株1,839,420

平成23年12月19日付 有償一般募集増資による増加 株188,000

平成23年12月21日付 新株予約権の権利行使による増加 株20,000

平成23年９月27日付 優先株式を普通株式へ転換による減少  株14,580

（キャッシュ・フロー計算書関係）

 
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

現金及び預金勘定 千円 646,496 千円 1,013,086

預入期間が３ケ月を超える定期預金  －  －

現金及び現金同等物  646,496  1,013,086
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、抗体医薬品の研究段階のうち、探索推進・創薬研究を主な事業領域とした事業本部を置き、国内及

び海外の包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、創薬基盤技術であるADLib®システムを核として、「創薬アライアンス事業」「リード

抗体ライセンスアウト事業」「基盤技術ライセンス事業」の３つを報告セグメントとしております。「創薬ア

ライアンス事業」は、国内外の製薬企業と提携し、治療用医薬品開発を目的とするリード抗体を創出しており

ます。「リード抗体ライセンスアウト事業」は、新規抗原・メカニズムに基づく特異的抗体の作製を行い、製

薬企業へのライセンスアウトを目指しております。「基盤技術ライセンス事業」は、クライアントにADLib®シ

ステムの実施を許諾し、クライアント自らが抗体作製、研究開発を行っております。 

当社は「創薬アライアンス事業」「リード抗体ライセンスアウト事業」「基盤技術ライセンス事業」の３つ

の事業を推進するにあたり研究開発費等の販売費及び一般管理費を計上しておりますが、当社の全ての事業に

係る費用であるとの認識であるため、各報告セグメントに配分しておりません。 

なお、「リード抗体ライセンスアウト事業」については、医薬品候補となる抗体のライセンスアウトを目指

して事業を推進している段階であり、売上高及び利益は計上しておりません。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一でありま

す。 

報告セグメントの利益は、売上総利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（注）１．その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．調整額は、以下のとおりです。 

（１）セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費、研究部門以外で発

生する販売費及び一般管理費であります。 

（２）セグメント資産については、当社の事業は創薬基盤技術であるADLib®システムを核として、全

ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、各報告セグメントへの配

分を行っておりません。従って、調整額には、貸借対照表の資産合計金額を記載しております。

３．セグメント利益は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（セグメント情報等）

a.セグメント情報

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計
調整額 
（注２） 

財務諸表
計上額 
（注３） 

創薬アライ
アンス事業

リード抗体
ライセンス
アウト事業 

基盤技術
ライセンス

事業 
計

売上高   

外部顧客への 

売上高 
 451,511  －  11,673  463,184  －  463,184  －  463,184

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  451,511  －  11,673  463,184  －  463,184  －  463,184

セグメント利益  258,138  －  6,218  264,356  －  264,356  △495,570  △231,213

セグメント資産  －  －  －  －  －  －  876,017  876,017
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当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

（注）１．その他は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであります。 

２．調整額は、以下のとおりです。 

（１）セグメント利益の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない研究開発費、研究部門以外で発

生する販売費及び一般管理費であります。 

（２）セグメント資産については、当社の事業は創薬基盤技術であるADLib®システムを核として、全

ての資産が一体となってキャッシュ・フローを生成していることから、各報告セグメントへの配

分を行っておりません。従って、調整額には、貸借対照表の資産合計金額を記載しております。

３．セグメント利益は、損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

 前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。  

３．主要な顧客ごとの情報 

  

（単位：千円）

  

報告セグメント

その他
（注１）

合計
調整額 
（注２） 

財務諸表
計上額 
（注３） 

創薬アライ
アンス事業

リード抗体
ライセンス
アウト事業 

基盤技術
ライセンス

事業 
計

売上高   

外部顧客への 

売上高 
 627,880  －  5,317  633,197  －  633,197  －  633,197

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  627,880  －  5,317  633,197  －  633,197  －  633,197

セグメント利益  415,469  －  4,299  419,769  －  419,769  △427,035  △7,266

セグメント資産  －  －  －  －  －  －  1,265,866  1,265,866

b.関連情報

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

中外製薬㈱ 441,311 創薬アライアンス事業 
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当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）  

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。  

２．地域ごとの情報 

（１）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

（２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。  

３．主要な顧客ごとの情報 

  

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名 

中外製薬㈱     586,762 創薬アライアンス事業 

c.報告セグメントごとの固定資産の減損損失の情報

d.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

e.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失

金額であるため記載しておりません。 

２．当事業年度において１株を100株とする株式分割を行っております。また、平成24年３月８日開催の取締

役会の決議に基づき、平成24年４月１日付で株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。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１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額

を算定しております。 

  

（会計方針の変更）  

当事業年度より、「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。 

この適用により、当事業年度及び当事業年度の貸借対照表日以後に行った株式分割は、前事業年度の期

首に行われたと仮定して１株当たり純資産額及び１株当たり当期純損失金額を算定しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前事業年度の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純

損失金額は、以下のとおりであります。  

１株当たり純資産額         △57,058円02銭  

１株当たり当期純損失金額（△）   △12,676円43銭  

  

３．算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１）１株当たり純資産額  

  

（２）１株当たり当期純損失金額  

  

  

（１株当たり情報）

  
  
  

前事業年度
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 △285円29銭 253円04銭 

１株当たり当期純損失金額（△） △63円38銭 △12円11銭 

  
前事業年度

（平成23年３月31日） 
当事業年度

（平成24年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  592,978  1,045,552

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  1,539,000  －

（うち残余財産分配請求権が優先的な株式の払

込金額） 
（ ) 1,539,000 （ ) －

普通株式に係る純資産額（千円）  △946,021  1,045,552

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（株）   3,316,000    4,132,000

  
前事業年度

（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当事業年度
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当期純損失金額（△）（千円）  △180,233  △44,417

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △180,233  △44,417

期中平均株式数（株）  2,843,686  3,667,870

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権   ５種類 

（新株予約権の数 個）5,632

新株予約権   ５種類 

（新株予約権の数 個）3,347
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１．株式分割について  

当社は、平成24年３月８日開催の取締役会決議に基づき、下記のとおり株式分割を実施しております。 

  

平成24年４月１日をもって普通株式１株につき２株に分割します。  

（１）分割により増加する株式数 

 普通株式   2,066,000 株 

（２）分割の方法 

 平成24年３月31日 終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有普通株式１株につき２株の割合をも

って分割します。   

  

なお、「１株当たり情報」は、当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算出しており、これに

よる影響については、当該箇所に記載しております。 

  

２．新株予約権の行使による増資 

 平成24年４月26日に第５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。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。 

（１）発行した株式の種類及び株式数 普通株式   2,000株 

（２）増加した資本金               750千円 

（３）増加した資本準備金                        750千円 

  

 また、平成24年５月10日に第４回新株予約権（普通株式）の一部（10,000株）についての権利行使が行われて

おります。当該新株予約権の権利行使の概要は、次のとおりであります。 

（１）発行した株式の種類及び株式数 普通株式  10,000株 

（２）増加した資本金              2,500千円 

（３）増加した資本準備金            2,500千円 

  

 これにより、平成24年５月10日現在の普通株式の発行済株式総数は4,144,000株、資本金は1,031,246千円、資

本準備金は1,021,246千円となっております。 

  

（重要な後発事象）
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