
  

１．平成25年３月期第１四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

（注１）当社は、第１四半期の業績開示を当事業年度より行っているため、平成24年３月期第１四半期の実績及び増減率

は記載しておりません。 

（注２）当第１四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 
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（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 ％

25年３月期第１四半期  64 － △110 － △110  － △110 －

24年３月期第１四半期  － － － － －  － － －

  
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

25年３月期第１四半期 △26.77 －

24年３月期第１四半期 － －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年３月期第１四半期  1,156  946  81.8

24年３月期  1,265  1,045  82.6

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 百万円 946   24年３月期 百万円 1,045

  
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 
24年３月期  － 0.00 － 0.00  0.00

25年３月期  －     

25年３月期（予想）   0.00 － 0.00  0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

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  －  21.00

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※ 注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成24年４月１日付で普通株式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、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。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。 

  

（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                    ： 有

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 4,151,400株 24年３月期 4,132,000株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ －株 24年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 4,141,489株 24年３月期１Ｑ －株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国経済は、欧州経済の低迷や中国経済の減速等により輸出は回復感に欠ける

状況にありましたが、震災復旧・復興需要やエコカー購入支援等の政策の下支えを受けて、引き続き緩やかに持ち

直しつつあります。 

 このような環境のもと、当社では中外製薬株式会社との委託研究取引基本契約を改定し、契約期間を平成26年12

月31日まで延長しました。また、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月より本格的に運用を開始しました。その結果、平成23年10月には、米国のFive 

Prime Therapeutics社(以下、「Five Prime社」といいます。)と複数年の大型契約を締結し、同社との共同プロ

ジェクトを継続中です。更に、平成24年４月には、英国のGlaxo Group Limited（以下、「GSK社」といいます。）

との契約を新たに締結しました。その他、技術導出を含め、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、上記のIgGキメラ抗体ライブラリの更なる開発推進とこれまで以上に多

様化した優良なライブラリの創出を挙げることができます。また、完全ヒトADLib®システムの開発においては、抗

体遺伝子座、偽遺伝子座をヒトの遺伝子に変換し、相同組換え機能を備えたプロトタイプの構築を推進してまいり

ました。 

 以上の結果、当第１四半期累計期間における売上高は64,359千円、営業損失は110,061千円、経常損失は110,484

千円、四半期純損失は110,874千円となりました。 

  

 当第１四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 

 中外製薬株式会社、Five Prime社（米国）、GSK社（英国）等、複数企業との研究に進展が見られました。ま

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１四半期累計期間の売上高は63,030千円、セグメント利益（売上総利益）

は43,037千円となりました。  

② リード抗体ライセンスアウト事業 

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

契約を更新しました。研究の進捗状況としましては、抗原との親和性の高いヒト化した抗体の獲得に成功し、動

物疾患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は、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、また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、当第１四半期累計期間の売上高及び利益（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株式会社では、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。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実施及び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１四半期累計期間の売上高は1,329千円、セグメント利益（売上総利益）

は1,322千円となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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１四半期会計期間末における流動資産の残高は979,051千円（前事業年度末は1,096,486千円）となり、

117,435千円減少しました。この主な要因は、販売費及び一般管理費の支出により、現金及び預金が76,992千円減

少したこと、また、売上債権の回収に伴い売掛金が43,556千円減少したこと等によるものであります。 

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は177,808千円（前事業年度末は169,380千円）となり、8,428

千円増加しました。この主な要因は、機械及び装置等の購入に伴う増加により、有形固定資産残高が8,951千円増

加したこと等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は183,461千円（前事業年度末は211,806千円）となり、28,344

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28,613千円の減少及び前事業年度

に係る未払消費税等13,293千円が減少した一方で、新規の借入により１年内返済予定の長期借入金が16,648千円増

加したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は26,970千円（前事業年度末は8,507千円）となり、18,462千

円増加しました。この主な要因は、新規の借入により長期借入金が20,848千円増加したこと等によるものでありま

す。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産の部の残高は946,428千円（前事業年度末は1,045,552千円）となり、

99,124千円減少しました。この主な要因は、四半期純損失により利益剰余金が110,874千円減少した一方で、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5,875千円増加したことに

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１四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936,093千円となりまし

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１四半期累計期間において営業活動により使用した資金は105,932千円となりました。この主な要因は、税

引前四半期純損失110,484千円に対し、資金の支出を伴わない減価償却費11,800千円を調整した資金の増加、中外

製薬株式会社の委託研究に係る売上債権43,556千円の回収に伴う増加、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28,613千円の減少並びに前事業年度に係る未払消費税等15,990千円の支払い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１四半期累計期間において投資活動により使用した資金は20,163千円となりました。これは、研究設備の有

形固定資産の取得による支出等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１四半期累計期間において財務活動により取得した資金は49,103千円となりました。これは主に、新規借入

による長期借入金の収入50,000千円や、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11,607千円等

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24年５月14日に発表いたしました平成25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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 なお、この変更による影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,013,086 936,093

売掛金 49,791 6,234

たな卸資産 19,302 16,294

前払費用 13,142 16,798

未収消費税等 － 2,696

その他 1,165 934

流動資産合計 1,096,486 979,051

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備 12,379 12,579

減価償却累計額 △6,745 △7,171

建物附属設備（純額） 5,633 5,408

機械及び装置 353,621 373,381

減価償却累計額 △224,180 △234,538

機械及び装置（純額） 129,440 138,843

工具、器具及び備品 33,787 34,233

減価償却累計額 △23,335 △24,007

工具、器具及び備品（純額） 10,451 10,226

有形固定資産合計 145,526 154,477

無形固定資産   

特許権 7,679 7,511

ソフトウエア 1,916 1,737

無形固定資産合計 9,595 9,249

投資その他の資産   

出資金 10 10

長期前払費用 1,290 1,120

敷金及び保証金 12,957 12,951

投資その他の資産合計 14,258 14,081

固定資産合計 169,380 177,808

資産合計 1,265,866 1,156,859
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 16,136 8,999

短期借入金 30,000 30,000

1年内返済予定の長期借入金 50,016 66,664

未払金 43,594 51,567

未払費用 4,433 5,061

未払法人税等 5,340 1,517

未払消費税等 13,293 －

前受金 2,704 1,485

預り金 1,906 4,319

前受収益 36,410 7,796

賞与引当金 7,970 3,827

資産除去債務 － 2,222

流動負債合計 211,806 183,461

固定負債   

長期借入金 4,144 24,992

繰延税金負債 381 296

資産除去債務 3,843 1,625

長期前受収益 138 55

固定負債合計 8,507 26,970

負債合計 220,313 210,431

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,996 1,033,871

資本剰余金   

資本準備金 1,017,996 1,023,871

資本剰余金合計 1,017,996 1,023,871

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,000,439 △1,111,313

利益剰余金合計 △1,000,439 △1,111,313

株主資本合計 1,045,552 946,428

純資産合計 1,045,552 946,428

負債純資産合計 1,265,866 1,156,859
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 64,359

売上原価 19,999

売上総利益 44,359

販売費及び一般管理費 154,421

営業損失（△） △110,061

営業外収益  

受取利息 135

その他 0

営業外収益合計 136

営業外費用  

支払利息 381

株式交付費 142

その他 34

営業外費用合計 558

経常損失（△） △110,484

税引前四半期純損失（△） △110,484

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等調整額 △84

法人税等合計 390

四半期純損失（△） △110,874
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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１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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（△） △110,484

減価償却費 11,800

受取利息及び受取配当金 △135

支払利息 381

株式交付費 142

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,990

前払費用の増減額（△は増加） △3,798

未払金の増減額（△は減少） 7,736

売上債権の増減額（△は増加） 43,556

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,007

仕入債務の増減額（△は減少） △7,136

前受金の増減額（△は減少） △1,219

前受収益の増減額（△は減少） △28,613

その他 △3,265

小計 △104,019

利息及び配当金の受取額 159

利息の支払額 △238

補助金の受取額 60

法人税等の支払額 △1,894

営業活動によるキャッシュ・フロー △105,932

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 △20,170

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △20,163

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 50,000

長期借入金の返済による支出 △12,504

株式の発行による収入 11,607

財務活動によるキャッシュ・フロー 49,103

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △76,992

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,086

現金及び現金同等物の四半期末残高 936,093
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（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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