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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２四半期 537 18.2 2 － △2 － △7 －

2020年６月期第２四半期 454 － △123 － △119 － △118 －

（注）１．包括利益 2021年６月期第２四半期  △1百万円 （－％） 2020年６月期第２四半期 △121 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２四半期 △1.24 －

2020年６月期第２四半期 △20.26 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第２四半期 1,393 1,212 80.0

2020年６月期 1,538 1,215 72.6

（参考）自己資本 2021年６月期第２四半期 1,115百万円 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

（％表示は、対前期増減率）

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２四半期の連結業績（2020年７月１日～2020年12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２四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）

（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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 5,895,688株 2020年６月期２Ｑ 5,854,098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）

　当社は、2021年３月３日（水）に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。この説明会で使用する資料について

は、開催後遅滞なく、TDnetで開示するとともに、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２四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

化しております。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

がみられるものの、雇用情勢は未だ弱い動きとなっており、全体としては依然として厳しい状況にあります。

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拡大を防止する

ために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。

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。また受注済み案件を確実

にサービス提供することで当第２四半期連結累計期間における売上増加を達成しました。

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引き続き取り組みまし

た。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、メタボロミクス事業の拡大により537,439千円（前年

同期比18.2％増）となりました。加えて、一般管理費削減等により当社の第２四半期連結累計期間としては初め

て営業利益2,358千円（前年同期は営業損失123,179千円）を計上することができました。経常損失は2,948千円

（前年同期は経常損失119,055千円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は7,299千円（前年同期は親会社株主

に帰属する四半期純損失118,617千円）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、Web活用を中心とした営業活動を展開した結果、国内においてはアカデミア分

野において売上が大きく増加し、また海外においても米国製薬分野での売上が大きく増加しました。この結果、

売上高は535,305千円（前年同期比18.1％増）、セグメント利益は181,437千円（前年同期比42.2％増）となりま

した。

　なお、当社グループのメタボロミクス事業は、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３四

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。

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2,133千円（前年同期比49.0％増）、セグメント損失は43,776千円（前年同期は79,847千

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２四半期連結会計期間末における流動資産は1,223,529千円となり、前連結会計年度末に比べ187,775千円減

少しました。これは、売掛金が113,398千円増加したものの、未払金等の支払等により現金及び預金が251,411千円

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170,237千円となり、前連結会計年度末に比べ43,395千円増加

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19,336千円、有形固定資産の

減価償却累計額が20,177千円増加したこと等によるものであります。

（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125,825千円となり、前連結会計年度末に比べ174,287千円減少

しました。これは未払金が50,580千円、未払法人税等が20,540千円、その他に含まれる未払消費税及び前受金等が

減少したこと等によるものであります。
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（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55,724千円となり、前連結会計年度末に比べ32,956千円増加し

ました。これは、設備投資に伴いリース債務が33,064千円増加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1,212,216千円となり、前連結会計年度末に比べ3,048千円減少し

ました。これは、親会社株主に帰属する四半期純損失7,299千円、新株予約権の減少1,433千円を計上したものの、

為替換算調整勘定が5,684千円増加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251,411千円減少し、

967,611千円となりました。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218,858千円の減少となりました。これは主に売上債権の増加113,898千

円、未払金の減少51,881千円、前受金の減少48,105千円、未払消費税等の減少46,190千円及び法人税等の支払い

25,352千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24,700千円の減少となりました。これは主に有形固定資産の取得による支

出20,603千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6,811千円の減少となりました。これはリース債務の返済による支出6,811

千円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

　当社グループは、例年第３四半期連結会計期間に収益が偏る傾向にありますが、当第２四半期連結累計期間の連

結業績は、予想の範囲内で推移しております。また、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も、現在のところ重要な変更事項はありません。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２四半期連結会計期間
（2020年12月31日）

資産の部
流動資産

現金及び預金 1,119,023 867,611
売掛金 66,035 179,433
有価証券 100,000 100,000
商品 26,106 21,498
仕掛品 31,852 13,644
原材料及び貯蔵品 12,679 12,606
その他 56,686 29,815
貸倒引当金 △1,080 △1,080

流動資産合計 1,411,304 1,223,529

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 357,689 377,025
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 △468,784

有形固定資産合計 108,476 152,362

無形固定資産 6,669 6,539
投資その他の資産 11,695 11,334

固定資産合計 126,841 170,237

資産合計 1,538,146 1,393,766

負債の部

流動負債
買掛金 8,311 8,228
未払金 80,422 29,841
リース債務 9,787 19,671
未払法人税等 38,227 17,687
資産除去債務 4,042 －
その他 159,320 50,397

流動負債合計 300,112 125,825

固定負債

リース債務 9,940 43,005
繰延税金負債 436 264
資産除去債務 12,390 12,454

固定負債合計 22,768 55,724

負債合計 322,880 181,550

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 △1,856,236
自己株式 △143 △143

株主資本合計 1,099,835 1,092,536

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 17,303 22,987

その他の包括利益累計額合計 17,303 22,987

新株予約権 98,126 96,692

純資産合計 1,215,265 1,212,216

負債純資産合計 1,538,146 1,393,766

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２四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2019年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

売上高 454,658 537,439

売上原価 129,388 152,430

売上総利益 325,269 385,008

販売費及び一般管理費 448,449 382,650

営業利益又は営業損失（△） △123,179 2,358

営業外収益

受取利息及び配当金 53 118

補助金収入 1,270 1,303

為替差益 3,507 －

その他 134 577

営業外収益合計 4,964 1,999

営業外費用

支払利息 233 433

為替差損 － 6,871

解約違約金 587 －

その他 20 0

営業外費用合計 841 7,305

経常損失（△） △119,055 △2,948

特別利益

固定資産売却益 － 850

新株予約権戻入益 2,157 3,492

特別利益合計 2,157 4,342

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（△）
△116,898 1,393

法人税、住民税及び事業税 1,809 8,865

法人税等調整額 △90 △172

法人税等合計 1,719 8,693

四半期純損失（△） △118,617 △7,299

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △118,617 △7,299

（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）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2019年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31日)

四半期純損失（△） △118,617 △7,299

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △2,732 5,684

その他の包括利益合計 △2,732 5,684

四半期包括利益 △121,350 △1,615

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △121,350 △1,615

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２四半期連結累計期間）

- 6 -

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社（6090） 2021年６月期 第２四半期決算短信



（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2019年12月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2020年12月31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利益又は

税金等調整前四半期純損失（△）
△116,898 1,393

減価償却費 25,738 25,077

固定資産売却損益（△は益） － △850

受取利息及び受取配当金 △53 △118

支払利息 233 433

為替差損益（△は益） △3,507 6,871

補助金収入 △1,270 △1,303

株式報酬費用 15,519 2,058

新株予約権戻入益 △2,157 △3,492

売上債権の増減額（△は増加） △106,052 △113,898

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,861 22,890

仕入債務の増減額（△は減少） 9,819 △83

前払費用の増減額（△は増加） △7,248 24,730

前受金の増減額（△は減少） 57,476 △48,105

未払費用の増減額（△は減少） 21,512 △10,603

未払又は未収消費税等の増減額 14,016 △46,190

未払金の増減額（△は減少） △16,398 △51,881

その他 14,485 △1,422

小計 △105,646 △194,494

利息及び配当金の受取額 52 118

利息の支払額 △233 △433

補助金の受取額 1,270 1,303

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,725 △25,352

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,831 △218,858

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 △13,772 △20,603

無形固定資産の取得による支出 － △800

資産除去債務の履行による支出 － △3,350

その他 △136 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,908 △24,700

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 5,002 －

リース債務の返済による支出 △4,799 △6,811

自己株式の取得による支出 △45 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 156 △6,811

現金及び現金同等物に係る換算差額 781 △1,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115,801 △251,411

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,424 1,219,023

現金及び現金同等物の四半期末残高 932,622 967,611

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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 453,226 1,431 454,658

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 453,226 1,431 454,658

セグメント利益又は損失（△） 127,554 △79,847 47,706

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 47,706

全社費用（注） △170,886

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △123,179

（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　2019年７月１日　至　2019年12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△170,886千円は、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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（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 535,305 2,133 537,439

セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － －

計 535,305 2,133 537,439

セグメント利益又は損失（△） 181,437 △43,776 137,660

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 137,660千円

全社費用（注） △135,302千円

四半期連結損益計算書の営業利益 2,358千円

当第２四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至　2020年12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△135,302千円は、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２四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12月31日）

生産高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 851 30.6

合計 851 30.6

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12月31日）

仕入高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 7,480 125.0

合計 7,480 125.0

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12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 603,275 82.2 389,920 71.6

 バイオマーカー事業 2,133 149.0 3,000 100.0

合計 605,409 82.3 392,920 71.7

セグメントの名称

当第２四半期連結累計期間

（自　2020年７月１日

　　至　2020年12月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％）

 メタボロミクス事業 535,305 118.1

 バイオマーカー事業 2,133 149.0

合計 537,439 118.2

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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