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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第1四半期 107 28.4 △54 ― △53 ― △55 ―
23年3月期第1四半期 83 14.0 △59 ― △57 ― 39 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △55百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 39百万円 （―％）

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1四半期 △426.44 ―
23年3月期第1四半期 358.13 356.29

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 2,498 2,395 95.4
23年3月期 2,608 2,450 93.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,383百万円 23年3月期  2,438百万円

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  ：  無  
 

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 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 309 53.9 △22 ― △22 ― △24 ― △188.98
通期 705 38.6 14 ― 15 ― 10 ― 80.60



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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き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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。業績予想に関する事項については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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1Q 129,575 株 23年3月期 129,575 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 14 株 23年3月期 14 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 129,561 株 23年3月期1Q 109,061 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高107,389千円（前年同期83,658千円）、営業

損失54,636千円（前年同期59,099千円）、経常損失53,888千円（前年同期57,516千円）、四半期純損失55,250千円

（前年同期は四半期純利益39,058千円）となりました。 

セグメント別の業績は、次のとおりであります。  

① 遺伝子破壊マウス事業 

受託サービスの受注が増加し、売上高は69,851千円（前年同期47,451千円）と増収となったものの、遺伝子

情報売上（TG Resource Bank®）が伸び悩んだこと等から利益率は下がり、営業損失は340千円（前年同期は営

業利益5,001千円）となりました。 

② 抗体事業 

抗体作製受託の受注は増加したものの、抗体製品販売が伸び悩み、売上高は10,107千円（前年同期11,628千

円）と減収となりましたが、研究開発テーマを絞り込み、自社開発から共同開発へシフトさせるなど、開発費

を抑制したことから、営業損失は5,909千円（前年同期10,454千円）となりました。 

③ 試薬販売事業 

サイトカイン販売が順調であったことから、売上高27,430千円（前年同期24,578千円）、営業利益4,760千

円（前年同期4,335千円）となりました。   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末は、流動資産 千円（前連結会計年度末比124,157千円減少）、固定資産

千円（同13,687千円増加）、流動負債 千円（同55,225千円減少）、固定負債 千円（同163千円

減少）、純資産合計 千円（同55,080千円減少）となり、総資産は 千円（同110,470千円減少）

となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年3月期の連結業績予想につきましては、平成23年5月11日に公表いたしました第2四半期累計期間及び通期

の連結業績予想の数値から変更ございません。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、「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）及び「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）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・オ

プションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正な評

価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

これらの会計基準等を適用しなかった場合の前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利

益の金額は、356円23銭であります。  

  

当社グループは、当第１四半期連結累計期間におきましても継続的な営業損失が発生しており、将来にわたって

事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。当該重要事象を

解消するため、製品販売やライセンス活動の海外市場進出、他社との事業提携及び自社研究施設の増設等により事

業を拡大し、黒字化を図ります。資金につきましても、当第１四半期末時点での現金及び預金と有価証券の合計額

は1,919,364千円であり、財務面に支障はないものと考えております。  

以上のことから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する

注記」の記載には至りませんでした。    

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,097,694

400,804 82,372 20,509

2,395,617 2,498,499

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 593,125 519,364

受取手形及び売掛金 180,217 103,760

有価証券 1,400,000 1,400,000

商品及び製品 12,011 17,861

仕掛品 4,723 9,452

原材料及び貯蔵品 23,764 26,014

その他 8,333 21,634

貸倒引当金 △325 △392

流動資産合計 2,221,852 2,097,694

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 452,145 452,145

減価償却累計額 △141,728 △146,076

建物及び構築物（純額） 310,417 306,069

その他 251,266 252,306

減価償却累計額 △251,266 △250,434

その他（純額） － 1,872

有形固定資産合計 310,417 307,941

無形固定資産 883 833

投資その他の資産 75,816 92,029

固定資産合計 387,117 400,804

資産合計 2,608,969 2,498,499

負債の部   

流動負債   

買掛金 54,481 15,123

未払金 31,686 27,976

未払法人税等 11,485 4,359

賞与引当金 6,861 1,689

受注損失引当金 6,761 1,352

その他 26,321 31,871

流動負債合計 137,598 82,372

固定負債   

資産除去債務 15,768 15,856

その他 4,904 4,653

固定負債合計 20,673 20,509

負債合計 158,271 102,881
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,404,211 5,404,211

資本剰余金 546,691 546,691

利益剰余金 △3,512,101 △3,567,352

自己株式 △1,782 △1,782

株主資本合計 2,437,018 2,381,768

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,440 1,484

その他の包括利益累計額合計 1,440 1,484

新株予約権 8,348 8,348

少数株主持分 3,890 4,016

純資産合計 2,450,697 2,395,617

負債純資産合計 2,608,969 2,498,499

（株）トランスジェニック（2342）　平成24年3月期　第1四半期決算短信　

4



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 83,658 107,389

売上原価 41,128 66,971

売上総利益 42,530 40,417

販売費及び一般管理費 101,630 95,053

営業損失（△） △59,099 △54,636

営業外収益   

受取利息 660 1,062

その他 1,326 106

営業外収益合計 1,986 1,169

営業外費用   

持分法による投資損失 402 422

営業外費用合計 402 422

経常損失（△） △57,516 △53,888

特別利益   

投資有価証券売却益 106,250 －

特別利益合計 106,250 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,448 －

特別損失合計 3,448 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

45,285 △53,888

法人税、住民税及び事業税 1,104 1,272

法人税等調整額 4,799 △36

法人税等合計 5,903 1,235

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

39,381 △55,124

少数株主利益 323 125

四半期純利益又は四半期純損失（△） 39,058 △55,250
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

39,381 △55,124

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 84 44

その他の包括利益合計 84 44

四半期包括利益 39,466 △55,080

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 39,143 △55,205

少数株主に係る四半期包括利益 323 125
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 該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１ 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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。 

２ 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 

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１ 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 

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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。 

２ 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 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

遺伝子破壊 
マウス事業 

抗体事業 試薬販売事業

売上高             

外部顧客への売上高  47,451  11,628  24,578  83,658 ―  83,658

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計  47,451  11,628  24,578  83,658 ―  83,658

セグメント利益又は損失

（△） 
 5,001  △10,454  4,335  △1,117  △57,982  △59,099

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）２ 

遺伝子破壊 
マウス事業 

抗体事業 試薬販売事業

売上高             

外部顧客への売上高  69,851  10,107  27,430  107,389 ―  107,389

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

― ― ― ― ― ― 

計  69,851  10,107  27,430  107,389 ―  107,389

セグメント利益又は損失

（△） 
 △340  △5,909  4,760  △1,489  △53,146  △54,636

（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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