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（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失で

あるため記載しておりません。 

  

   

 

 
  

  

 
(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９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３四半期 447 3.4 △287 ― △232 ― △309 ―

22年12月期第３四半期 432 △13.7 △300 ― △269 ― △296 ―

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３四半期 △5,264 29 ―

22年12月期第３四半期 △5,043 45 ―

 (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３四半期 1,401 1,096 78.2 18,670 94
22年12月期 1,656 1,365 82.4 23,257 82

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 1,096百万円 22年12月期 1,365百万円

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 0 00

23年12月期 ― 0 00 ―

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 770 34.7 △254 ― △200 ― △279 ― △4,767 24



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

 
(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） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
②  期末自己株式数 

 
③  期中平均株式数（四半期累計） 

 
  

  

 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財務諸表のレビュー手続は終了してお

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、当社グループ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）３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】４ページ「その他の情報」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

  新規 ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

23年12月期第３四半期 58,710株 22年12月期 58,710株

23年12月期第３四半期 ―株 22年12月期 ―株

23年12月期第３四半期 58,710株 22年12月期第３四半期 58,710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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響並びに米国における雇用情勢の

悪化やＥＵにおける財政危機問題に端を発する株式市場の低迷や円高、ドル安ユーロ安の為替相場が継続

し、先行き不透明な状況で推移いたしました。当社グループが属する製薬業界におきましては、医療制度

改革や大手製薬企業における主力製品の特許切れによる企業収益の圧迫等を背景として、大手製薬企業等

による企業間の合従連衡が引き続き模索されるなかで、経営資源の選択と集中が加速度を増しておりま

す。 

  このような外部環境において、当社グループはキナーゼに係る創薬基盤技術にもとづいた創薬支援事業

及び創薬事業を積極的に展開し、事業の拡大、深化を図ってまいりました。 

  事業別では、まず創薬支援事業におきましては、第１四半期より顧客における技術的なニーズに的確に

応えるため学術営業要員を配置して売上の拡大を目指してまいりましたが、その効果もあり当第３四半期

連結累計期間の海外売上高はすべての地域で前年同期を上回りました。対して国内売上高は前年同期を下

回りました。さらに、創薬事業におきましては、引き続きガンを重点疾患領域と位置づけ、ステージアッ

プを目指してまいりました。またアルツハイマー病等の神経変性疾患を治療しうる画期的な薬剤の開発を

目指して、着実に共同研究を進めてまいりました。その他の研究パイプラインに関しましても、研究パー

トナーとのアライアンスを活用する等、研究開発リソースを効率的に活用し研究を推進してまいりまし

た。 

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は447百万円（前年同四半期比3.4％増）、営業損失は

287百万円（前年同四半期は300百万円の損失）、経常損失232百万円（前年同四半期は269百万円の損

失）、四半期純損失309百万円（前年同四半期は296百万円の損失）となりました。 

  

  セグメント別の業績は次の通りです。 

①創薬支援事業 

キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発及びプロファイリング・スクリーニングサービスの提供

等により、創薬支援事業の売上高は428百万円（前年同四半期比4.2％増）、営業利益は71百万円（前

年同四半期比59.5％増）となりました。売上高の内訳は、キナーゼタンパク質の販売229百万円（前

年同四半期比22.2％増）、アッセイ開発31百万円（前年同四半期比22.9％減）、プロファイリング・

スクリーニングサービス152百万円（前年同四半期比0.6％減）、その他は14百万円（前年同四半期比

50.3％減）であります。その他売上の大幅な減少は、前年同四半期累計期間において計上があったリ

ード探索サービスの売上が、協業先であったOSI Pharmaceuticals, Inc.が買収されたことに伴い減

少したこと等によるものであります。 

  

②創薬事業 

当第３四半期連結累計期間の創薬事業の売上高は19百万円（前年同四半期比12.4％減）、営業損失

は359百万円（前年同四半期は345百万円の損失）となりました。 

  

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
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期末における総資産は1,401百万円（前連結会計年度末比254百万円減)、負

債は305百万円（前連結会計年度末比15百万円増）、純資産は1,096百万円（前連結会計年度末比269

百万円減）となり、自己資本比率は78.2％（前連結会計年度末82.4％）となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動に

より263百万円減少し、投資活動により１百万円増加し、財務活動により33百万円増加した結果、当

第３四半期連結会計期間末においては945百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により減少した資金は263百万円（前年同四半期は266百万円の減少）となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純損失302百万円の計上、売上債権の増加11百万円、未払金の減少7百万

円、補助金収入57百万円、投資有価証券評価損58百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額

10百万円、減価償却費27百万円の計上及び補助金の受取額19百万円の差し引き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） 

投資活動により増加した資金は１百万円（前年同四半期は42百万円の減少）となりました。これは

主に差入保証金の回収による収入３百万円及び有形固定資産の取得による支出２百万円によるもので

あります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により増加した資金は33百万円（前年同四半期は53百万円の増加)となりました。これは

長期借入れによる収入80百万円及び長期借入金の返済による支出46百万円によるものであります。 

  

平成23年８月５日に公表いたしました平成23年12月期の業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関しては、該当事項はありません。 

記載すべき重要な簡便な会計処理の適用についても、該当事項はありません。 

  

①会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号  平成

20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21

号  平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ1,056千円増加し、

税金等調整前四半期純損失は11,299千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は22,808千円であります。 

②表示方法の変更 

（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26日）に基づく「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する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３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間で

は、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目を表示しております。 

  

  当社グループは、継続して営業損失及び営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しており、継続企

業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況（重要事象等）が存在しております。 

  当該重要事象等を解消するために、当社グループは、創薬支援事業においては更に拡販に努めること

で売上の上積みを図るとともに、創薬事業においては研究開発をさらに推し進め、新薬候補化合物を製

薬企業に導出することで契約一時金等の収入を獲得してまいります。さらに、研究の効率化や諸経費の

節減等により販売費及び一般管理費の圧縮に継続的に取り組むことで、早期の全社業績の黒字化を達成

し、当該重要事象等が解消されるよう取り組んでまいります。 

  なお、当社グループは事業活動を継続するための十分な手元資金を保有しております。 

  

  

  

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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年９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 815,158 943,176

売掛金 65,777 54,908

有価証券 200,000 300,000

商品及び製品 93,043 102,926

仕掛品 10,093 8,247

原材料及び貯蔵品 10,598 8,826

その他 41,169 38,384

貸倒引当金 △15 △16

流動資産合計 1,235,826 1,456,453

固定資産

有形固定資産 58,767 66,775

無形固定資産 15,226 20,253

投資その他の資産 92,142 112,713

固定資産合計 166,136 199,743

資産合計 1,401,962 1,656,196

負債の部

流動負債

買掛金 93 －

1年内返済予定の長期借入金 69,216 57,792

未払金 25,403 33,806

未払法人税等 3,288 5,357

その他 28,292 64,705

流動負債合計 126,293 161,661

固定負債

長期借入金 151,444 129,068

繰延税金負債 4,906 －

資産除去債務 23,148 －

固定負債合計 179,498 129,068

負債合計 305,791 290,729

純資産の部

株主資本

資本金 2,125,632 2,125,632

資本剰余金 673,100 673,100

利益剰余金 △1,704,441 △1,395,374

株主資本合計 1,094,291 1,403,357

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 10,635 △30,277

為替換算調整勘定 △8,756 △7,613

評価・換算差額等合計 1,879 △37,890

純資産合計 1,096,170 1,365,466

負債純資産合計 1,401,962 1,656,196
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 432,919 447,536

売上原価 146,994 144,013

売上総利益 285,925 303,523

販売費及び一般管理費 586,060 590,857

営業損失（△） △300,135 △287,334

営業外収益

受取利息 820 440

補助金収入 33,657 57,354

その他 568 2,282

営業外収益合計 35,046 60,077

営業外費用

支払利息 1,918 2,496

為替差損 2,344 2,686

その他 230 357

営業外費用合計 4,494 5,540

経常損失（△） △269,583 △232,797

特別損失

減損損失 24,759 576

投資有価証券評価損 － 58,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,243

特別損失合計 24,759 69,696

税金等調整前四半期純損失（△） △294,343 △302,494

法人税、住民税及び事業税 1,758 1,758

法人税等調整額 － 4,814

法人税等合計 1,758 6,572

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △309,066

四半期純損失（△） △296,101 △309,066
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 109,223 135,131

売上原価 44,207 50,261

売上総利益 65,015 84,870

販売費及び一般管理費 183,303 184,671

営業損失（△） △118,287 △99,801

営業外収益

受取利息 236 147

その他 394 232

営業外収益合計 631 380

営業外費用

支払利息 879 973

為替差損 8 2,361

その他 76 203

営業外費用合計 965 3,538

経常損失（△） △118,621 △102,960

特別損失

減損損失 19,119 －

特別損失合計 19,119 －

税金等調整前四半期純損失（△） △137,740 △102,960

法人税、住民税及び事業税 586 586

法人税等調整額 － △97

法人税等合計 586 489

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △103,449

四半期純損失（△） △138,326 △103,449
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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３四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９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（△） △294,343 △302,494

減価償却費 47,283 27,134

減損損失 24,759 576

貸倒引当金の増減額（△は減少） △18 △1

受取利息 △820 △440

支払利息 1,918 2,496

補助金収入 △33,657 △57,354

投資有価証券評価損益（△は益） － 58,877

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,243

売上債権の増減額（△は増加） 75,026 △11,898

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,577 6,114

仕入債務の増減額（△は減少） △2 93

未払金の増減額（△は減少） △73,015 △7,977

その他 1,168 △940

小計 △274,277 △275,571

利息の受取額 848 475

利息の支払額 △2,106 △2,519

補助金の受取額 10,410 19,000

法人税等の支払額 △2,522 △2,449

法人税等の還付額 676 215

その他 － △2,742

営業活動によるキャッシュ・フロー △266,972 △263,591

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 △31,633 △2,545

無形固定資産の取得による支出 △387 －

投資有価証券の取得による支出 △9,995 －

投資有価証券の売却による収入 － 815

差入保証金の差入による支出 △200 －

差入保証金の回収による収入 － 3,537

投資活動によるキャッシュ・フロー △42,216 1,807

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 150,000 80,000

長期借入金の返済による支出 △26,694 △46,200

担保に供した預金の増減額（△は増加） △70,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 53,306 33,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,031 △33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △256,914 △228,017

現金及び現金同等物の期首残高 1,490,716 1,173,176

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,233,801 945,158
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９月30日) 

  

 
(注) １．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な製品又は事業の内容 

(1) 創薬支援事業…キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発、 

プロファイリング・スクリーニングサービス 

(2) 創薬事業………キナーゼ阻害薬研究 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９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の内訳は次のとおりであります。 

北米…米国 

  

前第３四半期連結累計期間(自  平成22年１月１日  至  平成22年９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の内訳は次のとおりであります。 

(1) 北米…米国、カナダ 

(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】

創薬支援事業
(千円)

創薬事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結(千円)

売上高

外部顧客に対する売上高 411,009 21,910 432,919 ─ 432,919

計 411,009 21,910 432,919 ─ 432,919

営業利益又は営業損失(△) 44,977 △345,113 △300,135 ─ △300,135

【所在地別セグメント情報】

日本(千円) 北米(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

333,114 99,804 432,919 ─ 432,919

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

65,645 ─ 65,645 (65,645) ─

計 398,760 99,804 498,565 (65,645) 432,919

営業損失(△) △289,888 △9,898 △299,787 (348) △300,135

【海外売上高】

北米 欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高(千円) 99,804 44,652 28,133 172,590

Ⅱ  連結売上高(千円) ─ ─ ─ 432,919

Ⅲ  連結売上高に占める 
    海外売上高の割合(％)

23.1 10.3 6.5 39.9
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(2) 欧州…デンマーク、ベルギー、英国、スペイン 

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。 

  

（追加情報） 

  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。 

  

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、当社グループ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。 

  当社グループでは、創薬基盤技術をベースに「創薬支援事業」及び「創薬事業」を展開しており、この

２つの事業を報告セグメントとしております。 

  「創薬支援事業」では、キナーゼタンパク質の販売、アッセイ開発、プロファイリング・スクリーニン

グサービス等を行っております。「創薬事業」では、キナーゼ阻害薬の研究開発を行っております。 

  

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３四半期連結累計期間（自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日） 

 
（注）セグメント利益又は損失の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しており差額はありません。 

  

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 

当第３四半期連結累計期間において、重要な事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

創薬支援事業 創薬事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 428,336 19,200 447,536

  セグメント間の内部売上高又は振替高 ― ― ―

計 428,336 19,200 447,536

セグメント利益又は損失（△） 71,727 △359,061 △287,334

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

10

カルナバイオサイエンス株式会社（4572） 平成23年12月期　第3四半期決算短信




