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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第15期

第２四半期
連結累計期間

第16期
第２四半期
連結累計期間

第15期

会計期間
自　2017年４月１日
至　2017年９月30日

自　2018年４月１日
至　2018年９月30日

自　2017年４月１日
至　2018年３月31日

売上高 （千円） 307,560 276,434 938,178

経常損失（△） （千円） △227,165 △287,155 △149,703

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純損失（△）
（千円） △227,791 △288,775 △156,527

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △226,285 △293,438 △148,577

純資産額 （千円） 1,646,630 1,485,971 1,752,717

総資産額 （千円） 1,816,698 1,658,589 1,921,347

１株当たり四半期（当期）純損失

（△）
（円） △39.20 △49.42 △26.92

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 89.5 86.4 89.2

営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） △188,865 △88,072 △178,196

投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） △28,422 8,120 △87,170

財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） △98 8,229 4,907

現金及び現金同等物の四半期（期

末）残高
（千円） 1,402,828 1,291,208 1,361,379

 

回次
第15期

第２四半期
連結会計期間

第16期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　2017年７月１日
至　2017年９月30日

自　2018年７月１日
至　2018年９月30日

１株当たり四半期純損失（△） （円） △16.47 △27.60

（注）１．当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半

期（当期）純損失であるため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、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事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態及び経営成績の状況

① 経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間における世界経済は、米国・中国間などの通商問題の動向が懸念されたものの、米

国・欧州を中心におおむね堅調に推移しました。国内においても、企業収益や雇用環境の改善等を背景として、

緩やかな回復基調が継続しました。

当社グループが属するライフサイエンス業界においては、医療・介護の効率化に向け、予防医療や個別化医療

を推進する動きが増え、健康管理等へのニーズが世界的に高まっています。

このような状況の中、当社グループでは、メタボローム解析事業において、学会への出展やキャンペーンと

いった販促活動を中心に受注拡大に向けた取り組みを継続するとともに、海外市場の拡大や新サービス展開等に

注力してまいりました。

また、バイオマーカー事業においては大うつ病性障害（以下「うつ病」といいます。）バイオマーカーの事業

化に向けた技術開発や体制整備を継続するとともに、新たなパイプラインや関連ビジネスの検討に取り組みまし

た。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、メタボローム解析事業において大型案件の受注が下期

以降にずれ込んだこと等を背景に276,434千円（前年同期比10.1％減）となりました。一方、うつ病バイオマー

カーの事業化に向けた研究開発や、メタボローム解析事業の更なる成長に向け基盤強化に取り組んだこと等から

営業損失は293,362千円（前年同期は228,648千円の営業損失）、経常損失は287,155千円（前年同期は227,165千

円の経常損失）、親会社株主に帰属する四半期純損失は288,775千円（前年同期は227,791千円の親会社株主に帰

属する四半期純損失）となりました。

 

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

ⅰ）メタボローム解析事業

　当事業セグメントにおいては、前期に引き続き積極的な販促活動を展開し、製薬・食品分野等において大口案

件の受注拡大に取り組んだ他、2018年４月にリリースした新サービスの受注獲得に注力しました。海外において

も米国を中心に大口案件獲得に向けた取り組みを強化した他、欧州やアジア圏の市場拡大に向けた活動も活発に

行いました。しかしながら、当第２四半期連結累計期間においては、前年同期のような大型案件の受注がなかっ

たことや、顧客の予算執行が低調であったこと等を背景に、売上高は276,414千円（前年同期比10.1％減）、セ

グメント利益は5,947千円（前年同期比91.1％減）となりました。

　なお、当社グループのメタボローム解析事業は、季節的な要因として多くの顧客の年度末にあたる当社第４四

半期連結会計期間に売上高、利益ともに大きくなる傾向にあります。

ⅱ）バイオマーカー事業

　当事業セグメントにおいては、うつ病バイオマーカーの実用化・事業化に向け、機器法及び酵素法等による測

定メソッドの開発並びに臨床研究に向けた活動や体制整備等に取り組みました。この結果、売上高は20千円（前

年同期比85.2％増）、セグメント損失は84,841千円（前年同期は106,445千円のセグメント損失）となりまし

た。

 

② 財政状態の分析

（流動資産）

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は1,437,100千円となり、前連結会計年度末に比べ325,878千円減

少しました。これは、現金及び預金が70,171千円、売掛金が153,205千円、有価証券が100,190千円減少したこと等

によるものであります。

 

（固定資産）

　当第２四半期連結会計期間末における固定資産は221,488千円となり、前連結会計年度末に比べ63,120千円増加

しました。これは、工具、器具及び備品が13,626千円、リース資産が68,250千円、有形固定資産の減価償却累計額

が25,064千円増加したこと等によるものであります。
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（流動負債）

　当第２四半期連結会計期間末における流動負債は130,839千円となり、前連結会計年度末に比べ8,801千円増加し

ました。これは、その他に含め表示している未払金が減少、前受金が増加したこと等によるものであります。

 

（固定負債）

　当第２四半期連結会計期間末における固定負債は41,778千円となり、前連結会計年度末に比べ4,813千円減少し

ました。これは、リース債務が4,781千円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産は1,485,971千円となり、前連結会計年度末に比べ266,745千円減少

しました。これは、新株予約権が13,686千円、資本金が6,503千円、資本剰余金が6,503千円増加したものの、親会

社株主に帰属する四半期純損失288,775千円を計上したこと等によるものであります。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ70,171千円減少し、

1,291,208千円となりました。当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの概況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）

　営業活動によるキャッシュ・フローは88,072千円の支出（前年同期は188,865千円の支出）となりました。これ

は主に税金等調整前四半期純損失287,155千円、減価償却費26,642千円の計上、売上債権の減少154,772千円、前受

金の増加22,605千円、未払又は未収消費税等の増減額27,065千円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）

　投資活動によるキャッシュ・フローは8,120千円の収入（前年同期は28,422千円の支出）となりました。これは

主に有形固定資産の取得による支出81,936千円、有価証券の償還による収入100,000千円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）

　財務活動によるキャッシュ・フローは8,229千円の収入（前年同期は98千円の支出）となりました。これはリー

ス債務の返済による支出4,708千円、株式の発行による収入12,938千円によるものであります。

 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(5) 研究開発活動

　当第２四半期連結累計期間における研究開発費は、76,447千円であります。

　なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 12,000,000

計 12,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数（株）
（2018年９月30日）

提出日現在
発行数（株）

（2018年11月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 5,850,800 5,850,800
東京証券取引所

（マザーズ市場）

完全議決権株式であり、株主とし

ての権利内容に何ら限定のない当

社における標準となる株式であり

ます。単元株式数は100株であり

ます。

計 5,850,800 5,850,800 － －

（注）提出日現在発行数には、2018年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された

株式数は、含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2018年９月７日

付与対象者の区分及び人数 従業員　32名

新株予約権の数　※ 550個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数　※ 普通株式　55,000株

新株予約権の行使時の払込金額　（注）１　※ 1,849円

新株予約権の行使期間　※ 自　2020年９月26日　至　2025年９月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額　※

発行価格　　　　1,849円

資本組入額　　　924.5円

新株予約権の行使の条件　※

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社
又は当社関係会社の役員又は従業員の地位を有しているこ
とを要する。ただし、任期満了により退任した場合、定年
退職した場合等、当社が正当な理由があると認めた場合を
除く。その他の条件については、当社と割当対象者との間
で締結する「新株予約権割当契約書」の定めるところによ
る。

新株予約権の譲渡に関する事項　※
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するも
のとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項　※ （注）２

※　新株予約権の発行時（2018年９月25日）における内容を記載しております。

（注）１．調整前行使価額を下回る価額で、新株を発行又は自己株式を処分する場合は、次の算式により行使価額を調整

し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

  
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
新規発行前の株価

既発行株式数 ＋ 新規発行による増加株式数

上記算式において、「既発行株式数」とは、発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式を処分する場合には「新規発行」を「自己株式の処分」、「１株当たり払込金額」を「１株当た

り処分金額」と読み替えるものとする。さらに、割当日以降、資本の減少、合併又は会社分割等、株式の行使

価額を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割等の条件等を勘案の上、

当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行う。
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なお、株式分割、株式併合又は株式無償割当てを行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による

１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合・無償割当ての比率

 

２．合併（合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ分割会社となる場合に限

る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、

「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効

力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につ

き新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につき株式移転設立完

全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保

有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式

会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合において、残

存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿っ

て再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、

株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。

①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数」に準じて

決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金

額」と組織再編行為の条件等を勘案の上、調整して得られる再編後払込金額に上記③に従って決定される

当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間に定める行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い

日から、当初の上記新株予約権の行使期間に定める期間の満了日までとする。

⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定す

る。

⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧　新株予約権の行使の条件及び取得条項

上記「新株予約権の行使の条件」及び以下⑨に準じて決定する。

⑨　以下の(1)、(2)、(3)、(4)又は(5)の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の

場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予

約権を取得することができる。

(1) 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

(2) 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

(3) 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

(4) 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

(5) 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を

要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑩　その他の新株予約権の行使の条件

新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額（千
円）

資本準備金
残高（千円）

2018年７月１日～

2018年９月30日
3,000 5,850,800 1,000 1,461,191 1,000 1,449,907

（注）新株予約権の行使による増加であります。

 

（５）【大株主の状況】

  2018年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

冨田　勝 東京都港区 390,000 6.67

エムスリー株式会社 東京都港区赤坂１－11－44 217,100 3.71

株式会社SBI証券 東京都港区六本木１－６－１ 213,000 3.64

曽我　朋義 山形県鶴岡市 210,000 3.59

株式会社平田牧場 山形県酒田市みずほ２－17－８ 200,000 3.42

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町１-13-１ 186,100 3.18

西岡　孝明 奈良県生駒市 150,000 2.56

株式会社山形銀行 山形県山形市七日町３－１－２ 150,000 2.56

株式会社荘内銀行 山形県鶴岡市本町１－９－７ 150,000 2.56

資産管理サービス信託銀行株式会社

（証券投資信託口）
東京都中央区晴海１-８-12 118,800 2.03

計 － 1,985,000 33.93

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

2018年９月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） － － －

完全議決権株式（その他）
普通株式

5,849,000
58,490

完全議決権株式であり、株主として

の権利内容に何ら限定のない当社に

おける標準となる株式であります。

単元株式数は100株であります。

単元未満株式
普通株式

1,800
－ －

発行済株式総数 5,850,800 － －

総株主の議決権 － 58,490 －
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②【自己株式等】

2018年９月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。

　　役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長 執行役員 メタボロー
ム解析事業カンパニープレジデント

代表取締役社長 菅野　隆二 2018年７月１日

取締役 執行役員 バイオマーカー事業
カンパニープレジデント 兼 研究開発
本部長

取締役研究開発本部長 兼 バイオマー
カー事業管掌

大橋　由明 2018年７月１日

取締役 執行役員 経営管理本部長 取締役経営管理本部長 長谷川　哲也 2018年７月１日
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2018年７月１日から2018

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【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

（2018年３月31日）
当第２四半期連結会計期間

（2018年９月30日）

資産の部   
流動資産   

現金及び預金 1,261,379 1,191,208

売掛金 220,334 67,128

有価証券 200,190 100,000

商品 14,829 20,769

仕掛品 2,402 5,318

原材料及び貯蔵品 9,568 11,088

その他 54,274 41,586

流動資産合計 1,762,979 1,437,100

固定資産   
有形固定資産   

建物及び構築物 21,735 21,735

工具、器具及び備品 325,880 339,507

リース資産 136,892 205,142

減価償却累計額 △344,778 △369,842

有形固定資産合計 139,730 196,543

無形固定資産 8,936 10,248

投資その他の資産 9,700 14,696

固定資産合計 158,367 221,488

資産合計 1,921,347 1,658,589

負債の部   
流動負債   

買掛金 66 －

リース債務 9,452 9,525

未払法人税等 7,510 8,598

その他 105,008 112,714

流動負債合計 122,038 130,839

固定負債   

リース債務 31,751 26,970

繰延税金負債 954 859

資産除去債務 13,885 13,949

固定負債合計 46,592 41,778

負債合計 168,630 172,617

純資産の部   
株主資本   

資本金 1,454,687 1,461,191

資本剰余金 1,443,404 1,449,907

利益剰余金 △1,205,115 △1,493,890

自己株式 △67 △67

株主資本合計 1,692,909 1,417,140

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 20,196 15,532

その他の包括利益累計額合計 20,196 15,532

新株予約権 39,611 53,298

純資産合計 1,752,717 1,485,971

負債純資産合計 1,921,347 1,658,589
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（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　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

売上高 307,560 276,434

売上原価 89,604 111,639

売上総利益 217,955 164,795

販売費及び一般管理費 ※１ 446,604 ※１ 458,158

営業損失（△） △228,648 △293,362

営業外収益   

受取利息及び配当金 456 216

為替差益 － 7,682

受取賃貸料 1,500 －

その他 919 99

営業外収益合計 2,875 7,998

営業外費用   

支払利息 214 322

為替差損 1,083 －

株式交付費 90 68

和解金 － 1,400

その他 3 0

営業外費用合計 1,392 1,791

経常損失（△） △227,165 △287,155

税金等調整前四半期純損失（△） △227,165 △287,155

法人税、住民税及び事業税 1,825 1,715

法人税等調整額 △1,199 △95

法人税等合計 625 1,619

四半期純損失（△） △227,791 △288,775

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △227,791 △288,775
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【四半期連結包括利益計算書】

【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　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

四半期純損失（△） △227,791 △288,775

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 1,506 △4,663

その他の包括利益合計 1,506 △4,663

四半期包括利益 △226,285 △293,438

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △226,285 △293,438

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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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　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018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（△） △227,165 △287,155

減価償却費 26,367 26,642

受取利息及び受取配当金 △456 △216

受取賃貸料 △1,500 －

支払利息 214 322

為替差損益（△は益） 1,222 △7,330

株式交付費 90 68

株式報酬費用 8,900 13,686

売上債権の増減額（△は増加） 45,284 154,772

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,432 △10,376

仕入債務の増減額（△は減少） △4 △66

前払費用の増減額（△は増加） △10,156 △9,657

前受金の増減額（△は減少） △8,794 22,605

未払費用の増減額（△は減少） 14,327 12,328

未払又は未収消費税等の増減額 △15,708 △27,065

その他 3,158 19,955

小計 △167,653 △91,484

利息及び配当金の受取額 890 889

賃貸料の受取額 1,500 －

利息の支払額 △214 △322

補助金の受取額 489 －

補助金の返還額 △552 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △23,324 2,844

営業活動によるキャッシュ・フロー △188,865 △88,072

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 △24,229 △81,936

無形固定資産の取得による支出 △4,260 △4,834

有価証券の償還による収入 － 100,000

その他 66 △5,108

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,422 8,120

財務活動によるキャッシュ・フロー   

株式の発行による収入 4,512 12,938

リース債務の返済による支出 △4,610 △4,708

財務活動によるキャッシュ・フロー △98 8,229

現金及び現金同等物に係る換算差額 △126 1,550

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,513 △70,171

現金及び現金同等物の期首残高 1,620,341 1,361,379

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,402,828 ※ 1,291,208
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【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

※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。

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2017年４月１日
　至　2017年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年９月30日)

給与手当 88,477千円 122,809千円

研究開発費 125,410千円 76,447千円

 

２　売上高の季節的変動

前第２四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　2018年４月１日　至　2018年９月30日）

　当社グループの主要な事業であるメタボローム解析事業は、季節的な要因として多くの顧客の年度末に

あたる当社第４四半期連結会計期間に売上高、利益ともに大きくなる傾向にあります。

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次の

とおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

現金及び預金 1,302,828千円 1,191,208千円

有価証券 100,000千円 100,000千円

現金及び現金同等物 1,402,828千円 1,291,208千円

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　2017年４月１日　至　2017年９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

   （単位：千円）

 報告セグメント

 
メタボローム
解析事業

バイオマーカー
事業

計

売上高    

外部顧客への売上高 307,549 10 307,560

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 307,549 10 307,560

セグメント利益又は損失（△） 66,636 △106,445 △39,808

 

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △39,808

全社費用（注） △188,839

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △228,648

（注）セグメント利益の全社費用△188,839千円は、主に各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用

であります。
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当第２四半期連結累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年９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

   （単位：千円）

 報告セグメント

 
メタボローム
解析事業

バイオマーカー
事業

計

売上高    

外部顧客への売上高 276,414 20 276,434

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 276,414 20 276,434

セグメント利益又は損失（△） 5,947 △84,841 △78,894

 

２　報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）

（単位：千円）
 

利益 金額

報告セグメント計 △78,894

全社費用（注） △214,468

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △293,362

（注）セグメント利益の全社費用△214,468千円は、主に各報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用

であります。

 

（金融商品関係）

　当第２四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額及び前連結会計年度に係る連結貸借対照表計上額と時価との

差額に重要性が乏しいため、記載を省略しています。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
（自　2017年４月１日
至　2017年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2018年４月１日
至　2018年９月30日）

１株当たり四半期純損失（△） △39円20銭 △49円42銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

（千円）
△227,791 △288,775

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）
△227,791 △288,775

普通株式の期中平均株式数（株） 5,811,055 5,843,520

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、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。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2018年11月８日

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社

取締役会　御中

 

有限責任監査法人　トーマツ

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 城　戸　　　和　弘　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 永　田　　　　　立　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているヒューマン・メ

タボローム・テクノロジーズ株式会社の2018年４月１日から2019年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期

間（2018年７月１日から2018年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2018年４月１日から2018年９月30日まで）

に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四

半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社及び連結子会社

の2018年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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