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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 926 △6.8 97 △24.0 118 △10.5 93 6.3

2020年６月期第３四半期 993 － 128 － 132 － 88 －

（注）１.包括利益 2021年６月期第３四半期 90百万円（5.9％） 2020年６月期第３四半期 85百万円（－％）

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

2021年６月期第３四半期 15.89 15.87

2020年６月期第３四半期 15.05 15.00

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 1,626 1,303 74.3

2020年６月期 1,538 1,215 72.6

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 1,208百万円 2020年６月期 1,117百万円

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

2020年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年６月期 － 0.00 －

2021年６月期（予想） 0.00 0.00

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 1,200 7.3 20 － 35 － 10 － 1.69

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

２．2019年６月期は決算期変更により15ヶ月決算となっておりますので、2020年６月期第３四半期の対前年四半期
増減率については記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

（％表示は、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



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期３Ｑ 5,895,800株 2020年６月期 5,895,800株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 112株 2020年６月期 112株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 5,895,688株 2020年６月期３Ｑ 5,857,251株

※  注記事項

（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

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ：無

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

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関

する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

（決算補足説明資料の入手方法）

　当社の決算補足説明資料は、決算発表後遅滞なくTDnetで開示するともに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間における世界経済並びに日本経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期

化し、国内都市部で第２回目の緊急事態宣言が発出されるなど依然として厳しい状況にあります。一方でワクチ

ン開発が進み、財政出動による支援などにより個人消費や貿易には一部持ち直しの動きがみられ、一部の産業で

は回復傾向が顕著となりつつあります。

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、新型コロナウイルス感染症対策としての治療薬・ワ

クチンなどの開発に加え、免疫力向上などの感染症予防を促進するための機能性表示食品開発など健康管理への

ニーズの高まりを受けた研究開発が増加傾向になっています。一方で新型コロナウイルス感染症の第２波、第３

波などにより治験が遅延することや、研究施設などへの入所制限などにより、研究開発ニーズに対して十分な対

応ができない状況も一部では散見されています。特に当第３四半期連結会計期間においてはその大半が緊急事態

宣言期間となったため研究開発の遅れが顕著となりました。

このような状況の中、当社グループではWebを活用した営業活動を精力的に行うことでメタボロミクス事業の

受注拡大を図るとともに、営業効率の向上及び一般管理費の削減にも取り組みましたが、当第３四半期連結会計

期間は予定していた受注の延期、測定試料の入手遅延などにより受注・売上ともに減少し、当第３四半期連結累

計期間においても、売上減となりました。

バイオマーカー事業においては引き続き大うつ病性障害（以下「うつ病」といいます。）バイオマーカーの事

業化に向けた研究開発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も取り組みました。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、926,169千円（前年同期比6.8％減）となりました。引

き続き一般管理費削減等に努めましたが、第３四半期連結累計期間の営業利益は97,805千円（前年同期比24.0％

減）、経常利益は118,628千円（前年同期比10.5％減）となりました。一方、親会社株主に帰属する四半期純利

益は、2021年１月１日付でＨＭＴバイオメディカル株式会社を吸収合併したこと等により、当社の法人税負担額

が軽減されたため93,665千円（前年同期比6.3％増）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。

① メタボロミクス事業

　当事業セグメントにおいては、国内においてはアカデミア分野の売上は前年並みでしたが、研究開発の遅延の

影響を化粧品などの化学分野、食品分野などで受けた結果、全体として売上が減少しました。また海外において

も米国事業売上は堅調に推移したものの、度重なるロックダウンなどにより欧州事業売上が減少した結果、海外

売上全体も減少となりました。この結果、売上高は923,697千円（前年同期比6.7％減）、セグメント利益は

391,422千円（前年同期比21.0％減）となりました。

② バイオマーカー事業

　当事業セグメントにおいては、PEA（うつ病バイオマーカー）の共同開発や測定メソッドの開発及び研究用検

査受託の拡大などを効率的に継続しました。また、新たなパイプラインやバイオマーカー関連ビジネスの事業開

発や研究等にも継続して取り組みました。

　この結果、売上高は2,472千円（前年同期比15.4％減）、セグメント損失は57,616千円（前年同期は122,412千

円のセグメント損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

（流動資産）

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は1,476,083千円となり、前連結会計年度末に比べ64,778千円増

加しました。これは、満期保有目的債券の満期解約により有価証券が100,000千円、納品により仕掛品が21,550千

円減少したものの、第３四半期連結会計期間に売上が集中することにより売掛金が155,587千円、有価証券の満期

解約及び短期借入金の実行等により現金及び預金が69,796千円増加したこと等によるものであります。

（固定資産）

　当第３四半期連結会計期間末における固定資産は150,873千円となり、前連結会計年度末に比べ24,031千円増加

しました。これは、設備投資によりリース資産が44,874千円、工具、器具及び備品が20,517千円、有形固定資産の

減価償却累計額が34,679千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３四半期連結会計期間末における流動負債は272,737千円となり、前連結会計年度末に比べ27,375千円減少

しました。これは資本コストの低下を目的とした銀行からの短期借入を開始したことによる短期借入金が100,000

千円、新人事制度導入に伴い賞与引当金が20,550千円増加したものの、未払金が51,194千円、未払法人税等が

16,444千円、その他に含まれる未払消費税等及び前受金等が減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

　当第３四半期連結会計期間末における固定負債は50,855千円となり、前連結会計年度末に比べ28,087千円増加し

ました。これは、設備投資に伴いリース債務が28,173千円増加したこと等によるものであります。

（純資産）

　当第３四半期連結会計期間末における純資産は1,303,363千円となり、前連結会計年度末に比べ88,097千円増加

しました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益93,665千円を計上したものの、新株予約権が2,794千円、

為替換算調整勘定が2,773千円減少したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しにつきまして、2021年４月15日

に開示いたしました「海外子会社の解散及び清算に関するお知らせ」に記載のとおり、解散に伴う業績予想に与え

る影響については、現在精査中であります。そのため、通期の業績予想につきましては、2020年８月14日公表のと

おりといたします。

　新型コロナウイルス感染症の通期業績に与える影響につきましても、全体としては影響は軽微と考えております

が、今後の新型コロナウイルス感染症の更なる拡大を考慮し、業績への影響については引き続き注視してまいりま

す。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,119,023 1,188,820

売掛金 66,035 221,622

有価証券 100,000 －

商品 26,106 17,212

仕掛品 31,852 10,302

原材料及び貯蔵品 12,679 11,841

その他 56,686 27,364

貸倒引当金 △1,080 △1,080

流動資産合計 1,411,304 1,476,083

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 20,407 20,260

工具、器具及び備品 357,689 378,207

車両運搬具 317 317

リース資産 178,670 223,544

減価償却累計額 △448,607 △483,287

有形固定資産合計 108,476 139,041

無形固定資産 6,669 5,785

投資その他の資産 11,695 6,046

固定資産合計 126,841 150,873

資産合計 1,538,146 1,626,956

負債の部

流動負債

買掛金 8,311 －

短期借入金 － 100,000

未払金 80,422 29,227

リース債務 9,787 19,397

未払法人税等 38,227 21,783

賞与引当金 － 20,550

資産除去債務 4,042 －

その他 159,320 81,777

流動負債合計 300,112 272,737

固定負債

リース債務 9,940 38,114

繰延税金負債 436 255

資産除去債務 12,390 12,485

固定負債合計 22,768 50,855

負債合計 322,880 323,593

純資産の部

株主資本

資本金 1,480,100 1,480,100

資本剰余金 1,468,816 1,468,816

利益剰余金 △1,848,937 △1,755,271

自己株式 △143 △143

株主資本合計 1,099,835 1,193,501

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 17,303 14,530

その他の包括利益累計額合計 17,303 14,530

新株予約権 98,126 95,331

純資産合計 1,215,265 1,303,363

負債純資産合計 1,538,146 1,626,956

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 993,251 926,169

売上原価 212,558 238,425

売上総利益 780,692 687,744

販売費及び一般管理費 652,055 589,938

営業利益 128,636 97,805

営業外収益

受取利息及び配当金 69 125

補助金収入 2,070 16,382

為替差益 2,571 5,111

その他 155 684

営業外収益合計 4,866 22,304

営業外費用

支払利息 332 1,005

解約違約金 633 －

その他 20 475

営業外費用合計 985 1,481

経常利益 132,517 118,628

特別利益

固定資産売却益 － 850

新株予約権戻入益 3,887 5,529

特別利益合計 3,887 6,379

税金等調整前四半期純利益 136,404 125,007

法人税、住民税及び事業税 48,393 31,523

法人税等調整額 △135 △181

法人税等合計 48,257 31,342

四半期純利益 88,147 93,665

親会社株主に帰属する四半期純利益 88,147 93,665

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

四半期純利益 88,147 93,665

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,322 △2,773

その他の包括利益合計 △2,322 △2,773

四半期包括利益 85,825 90,892

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 85,825 90,892

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（単位：千円）

報告セグメント

メタボロミクス
事業

バイオマーカー
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 990,327 2,923 993,251

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 990,327 2,923 993,251

セグメント利益又は損失（△） 495,320 △122,412 372,907

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 372,907

全社費用（注） △244,271

四半期連結損益計算書の営業利益 128,636

（単位：千円）

報告セグメント

メタボロミクス
事業

バイオマーカー
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 923,697 2,472 926,169

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 923,697 2,472 926,169

セグメント利益又は損失（△） 391,422 △57,616 333,805

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 333,805

全社費用（注） △235,999

四半期連結損益計算書の営業利益 97,805

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31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

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）

（注）全社費用△244,271千円は、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。

当第３四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至　2021年３月31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

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）

（注）全社費用△235,999千円は、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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セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2021年３月31日）

生産高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 1,876 38.9

合計 1,876 38.9

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2021年３月31日）

仕入高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 7,655 85.3

合計 7,655 85.3

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2021年３月31日）

受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 793,218 76.6 191,471 62.0

 バイオマーカー事業 2,472 84.6 3,000 100.0

合計 795,690 76.6 194,471 62.3

セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2021年３月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 923,697 93.3

 バイオマーカー事業 2,472 84.6

合計 926,169 93.2

３．補足情報

生産、受注販売の状況

① 生産実績

生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は、販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
２．上記の金額は、メタボロミクス事業のうち、試薬キットに係る部分を記載しております。
３．その他メタボロミクス事業、バイオマーカー事業については、業務の性質上生産として把握することが

困難であるため記載しておりません。

② 仕入実績

仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．金額は、仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。
２．上記の金額は、メタボロミクス事業のうち、限外ろ過フィルターに係る部分を記載しております。
３．その他メタボロミクス事業、バイオマーカー事業については、業務の性質上仕入として把握することが

困難であるため記載しておりません。

③ 受注実績

受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

④ 販売実績

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。
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