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1. 平成23年12月期第２四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

23年12月期第２四半期 40 △3.2 △228 ― △231 ― △219 ―
22年12月期第２四半期 41 ─ △248 ─ △246 ─ △248 ─

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

23年12月期第２四半期 △2 44 ―
22年12月期第２四半期 △2 78 ─

 (2) 連結財政状態

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

23年12月期第２四半期 876 832 66.3 6 44
22年12月期 961 915 82.5 8 83

(参考) 自己資本  23年12月期第２四半期 581百万円 22年12月期 793百万円

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

22年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00 0 00

23年12月期 ─ ─ ─ ─

23年12月期(予想) ─ ─ 0 00 0 00

3. 平成23年12月期の連結業績予想（平成23年１月１日～平成23年12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 113 41.7 △365 - △365 - △366 - △4 10



  

 
  

 
  

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成

に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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であり、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は終了しており、四半

期レヴュー報告書を受領しております。 

  

・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大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.３「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年12月期2Ｑ 90,282,831株 22年12月期 89,782,831株

② 期末自己株式数 23年12月期2Ｑ 2,900株 22年12月期 2,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Ｑ 89,904,240株 22年12月期2Ｑ 89,782,831株

※ 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
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当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日から平成23年６月30日まで）において当社グループは

前連結会計年度から引き続いて、医薬品開発を行う企業として成長を遂げるため、現在保有する創薬候

補物の市場化を目指し、治験を着実に進めていくことを重要な経営課題としております。 

当社グループは、中国において、商品化に も近い創薬候補物であるF647については、①特発性肺線

維症（IPF）治療薬、並びに②放射線性肺炎（RP）治療薬という２つの適応症において両者とも第２相

臨床試験を終了し、第一のIPF治療薬F647は、中国国家食品薬品監督管理局（SFDA）との協議を経て、

早期条件付承認を得るべく第３相臨床試験を凍結し、新薬許可申請（NDA）を提出しております。上海

FDAの審査と現場検証を経て、NDA資料は北京にあるSFDAに送られ、現在も引き続き第２次審査を受けて

おります。第二のRP治療薬F647も良好な臨床試験の結果を受け、さらなる有効性と安全性を確かめるた

めに第３相臨床試験を計画しております。これらに続く創薬候補物のF351（肝線維症治療薬）は、イー

ピーエス株式会社（東証一部上場企業）との合弁会社であるGNI-EPS Pharmaceuticals, Incにて第２相

臨床試験の準備を進めております。また、当社は中国、オーストラリア、カナダ、米国並びに日本の５

カ国でF351の特許権を取得しております。 

上記の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期より2,689千円増加し、22,805千

円、営業損失は、前年同四半期より9,998千円減少し、103,071千円、経常損失は、前年同四半期より

9,930千円減少し、99,655千円となりました。四半期純損失は、前年同四半期より16,505千円減少し、

95,109千円となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて84,826千円減少し、

876,992千円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて1,443千円減少し、44,479千円となりま

した。純資産は、前連結会計年度末に比べて83,383千円減少し、832,513千円となりました。純資産の

増減は、主に219,562千円の四半期純損失を計上したことによる減少および少数株主持分90,946千円を

計上したことによる増加によります。 

キャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期連結会計期間において、営業活動により減少した

資金は、前年同四半期より13,796千円減少し、71,975千円となりました。主要な減少項目は税金等調整

前四半期純損失98,344千円であり、主要な増加項目は、のれん償却額20,158千円、株式報酬費用の

17,859千円であります。投資活動による資金の減少は、前年同四半期より240千円減少し、1,120千円と

なりました。減少項目は固定資産の取得による支出560千円であります。財務活動による資金の増加

は、前年同四半期より2,430千円減少し、2,411千円となりました。主要な増加項目は新株発行による収

入として2,366千円であります。この結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物

の残高は、前連結会計期間年度末に比べ58,476千円増加し613,371千円となりました。 

  

平成23年12月期の連結業績予想につきましては、平成23年２月15日に公表しました連結業績予想に変

更はありません。なお、本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が本資料の発

表日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、実際の業績等はさ

まざまな要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

  

 四半期連結損益計算書関係「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12

月16日）に基づく財務諸表規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示して

おります。 

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 613,371 554,894

受取手形及び売掛金 37,481 132,149

たな卸資産 33,531 34,133

その他 41,194 47,175

貸倒引当金 △6,308 △1,077

流動資産合計 719,269 767,276

固定資産

有形固定資産

建物附属設備（純額） 674 895

機械及び装置（純額） 29,943 33,628

車両運搬具（純額） 176 －

工具、器具及び備品（純額） 6,341 7,707

有形固定資産合計 37,135 42,231

無形固定資産

のれん 100,790 141,106

ソフトウエア 1,418 627

その他 13,339 9,179

無形固定資産合計 115,548 150,913

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,038 1,398

投資その他の資産合計 5,038 1,398

固定資産合計 157,722 194,543

資産合計 876,992 961,819

負債の部

流動負債

買掛金 14,015 12,240

未払金 8,585 10,274

未払費用 7,874 5,502

未払法人税等 2,726 3,081

賞与引当金 3,759 －

その他 7,516 14,823

流動負債合計 44,479 45,922

負債合計 44,479 45,922
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,081,107 3,079,924

資本剰余金 3,041,107 3,039,924

利益剰余金 △5,504,207 △5,284,645

自己株式 △126 △126

株主資本合計 617,880 835,076

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △36,528 △42,059

評価・換算差額等合計 △36,528 △42,059

新株予約権 160,214 122,879

少数株主持分 90,946 －

純資産合計 832,513 915,896

負債純資産合計 876,992 961,819
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 41,360 40,031

売上原価 36,339 25,721

売上総利益 5,021 14,310

販売費及び一般管理費 253,520 242,409

営業損失（△） △248,498 △228,099

営業外収益

受取利息 613 201

為替差益 1,794 －

受取手数料 － 321

補助金収入 2,656 －

その他 188 －

営業外収益合計 5,252 523

営業外費用

株式交付費 2,895 －

為替差損 － 4,212

その他 48 14

営業外費用合計 2,944 4,226

経常損失（△） △246,190 △231,802

特別利益

貸倒引当金戻入額 747 －

新株予約権戻入益 52 －

過年度損益修正益 － 4,880

特別利益合計 800 4,880

特別損失

減損損失 2,117 －

過年度損益修正損 － 1,088

特別損失合計 2,117 1,088

税金等調整前四半期純損失（△） △247,507 △228,010

法人税、住民税及び事業税 604 604

法人税等合計 604 604

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △228,615

少数株主損失（△） － △9,053

四半期純損失（△） △248,112 △219,562
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【第２四半期連結会計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 20,116 22,805

売上原価 15,528 13,981

売上総利益 4,587 8,824

販売費及び一般管理費 117,657 111,895

営業損失（△） △113,069 △103,071

営業外収益

受取利息 240 69

為替差益 1,818 3,025

補助金収入 1,354 －

その他 77 321

営業外収益合計 3,490 3,415

営業外費用

その他 6 －

営業外費用合計 6 －

経常損失（△） △109,585 △99,655

特別利益

貸倒引当金戻入額 390 1,242

過年度損益修正益 － 68

特別利益合計 390 1,310

特別損失

減損損失 2,117 －

過年度損益修正損 － －

特別損失合計 2,117 －

税金等調整前四半期純損失（△） △111,312 △98,344

法人税、住民税及び事業税 302 302

法人税等合計 302 302

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △98,647

少数株主損失（△） － △3,538

四半期純損失（△） △111,615 △95,109
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △247,507 △228,010

減価償却費 11,572 6,627

減損損失 2,117 －

のれん償却額 59,682 40,316

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,210 △871

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 5,204

株式報酬費用 44,024 37,394

受取利息 △613 △201

為替差損益（△は益） 1,335 1,205

株式交付費 2,895 －

売上債権の増減額（△は増加） 16,502 94,975

たな卸資産の増減額（△は増加） 603 1,039

仕入債務の増減額（△は減少） △2,205 1,529

その他の流動資産の増減額（△は増加） 3,839 2,437

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,718 △3,161

その他 △2,151 △3,864

小計 △111,414 △45,378

利息の受取額 624 201

法人税等の還付額 15 －

法人税等の支払額 △395 △234

営業活動によるキャッシュ・フロー △111,169 △45,411

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △1,360 △732

無形固定資産の取得による支出 － △560

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,360 △1,292

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入 － 45

株式の発行による収入 226,304 2,366

少数株主からの払込みによる収入 － 100,000

自己株式の取得による支出 △44 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 226,260 102,411

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,643 2,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 109,086 58,476

現金及び現金同等物の期首残高 426,182 554,894

現金及び現金同等物の四半期末残高 535,268 613,371
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当第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

該当事項はありません。  

  

  

当社及び連結子会社は、創薬事業会社として、同一セグメントに属する事業を行っており、当該事業

以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

中国 

  

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

中国 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)及び前第２四半期連結累計

期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日)

【所在地別セグメント情報】

日本 
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

3,116 17,000 20,116 ─ 20,116

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2,771 2,629 5,401 (5,401) ─

計 5,887 19,629 25,517 (5,401) 21,016

営業損失(△) △62,185 △50,624 △112,809 (260) △113,069

日本 
(千円)

中国
(千円)

計
(千円)

消去
又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

4,933 36,427 41,360 ─ 41,360

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

5,595 4,193 9,788 (9,788) ─

計 10,528 40,621 51,149 (9,788) 41,360

営業損失(△) △119,388 △130,080 △249,468 (969) △248,498
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前第２四半期連結会計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 中国 

(2) 東南アジア・・・シンガポール 

(3) 米国 

(4) 欧州・・・オランダ、スイスなど 

(5) その他・・・イスラエルなど 

 ３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 中国 

(2) 東南アジア・・・シンガポール 

(3) 米国 

(4) 欧州・・・オランダ、スイスなど 

(5) その他・・・イスラエルなど 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループ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。 

当社グループは、創薬事業会社の単一事業であり、国内においては当社が、海外においては中国を

Shanghai Genomics, Inc.およびGNI-EPS Pharmaceuticals, Inc.がそれぞれ担当しております。したが

って、当社グループは、研究開発・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」と「中国」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、創薬事業、受託

研究などを行っております。 

  

【海外売上高】

中国 東南アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 7,835 2,795 973 5,303 91 17,000

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― ― 20,116

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

38.9 13.9 4.8 26.3 0.4 84.5

中国 東南アジア 米国 欧州 その他 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 13,550 7,739 1,722 13,324 91 36,427

Ⅱ 連結売上高(千円) ― ― ― ― ― 41,360

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

32.7 18.7 4.1 32.2 0.2 88.0

【セグメント情報】
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２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年６月30日） 

（単位：千円） 

 
(注)１．セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

（単位：千円） 

 
(注)１．セグメント損失の調整額は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

固定資産についての重要な減損損失の認識、又はのれんの金額に重要な影響を及ぼす事象はありませ

ん。 

  

 （追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第20号 平成20年３月21日）を適用しております。 

  

平成15年６月19日に発行した新株予約権のうち、未行使新株予約権の全数（500個、500,000株）が当

第２四半期連結累計期間において行使され、資本金及び資本準備金がそれぞれ1,183千円増加いたしま

した。この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金が3,081,107千円、資本準備金が

3,041,107千円となっております。 

  

日本 中国 合計
調整額
(注）１

四半期連結損益計
算書上計上額

(注）２

売上高

(1) 外部顧客への売上高 10,442 29,589 40,031 ― 40,031

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,423 8,840 12,264 (12,264) ―

計 13,865 38,430 52,295 (12,264) 40,031

セグメント損失(△） △102,972 △125,489 △228,462 363 △228,099

日本 中国 合計
調整額
(注）１

四半期連結損益計
算書上計上額

(注）２

売上高

(1) 外部顧客への売上高 5,842 16,963 22,805 ― 22,805

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,649 4,923 6,573 (6,573) ―

計 7,492 21,887 29,379 (6,573) 22,805

セグメント損失(△） △47,622 △55,717 △103,339 268 △103,071

(6) 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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