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ビジネスモデルについて 
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当社のキーワード“メタボローム” 

メタボロームとは、 
「動物・植物が自ら作り出す低分子の
化学物質群(※)」です。 

代謝マップ 
細胞 

※アミノ酸、脂肪酸、糖など 

3万のDNA,10万のRNA, 
100万のタンパク,3千の代謝物 



バイオマーカーとは、特定の疾患に対して客観的に評価できる 
生体上の指標をいいます。以下はバイオマーカーの一例です。 

検査項目   疾病 
血糖（グルコース）  糖尿病 
アスコルビン酸（ビタミンC） 壊血病 
アンモニア   肝炎に伴う肝性昏睡 
アミノレブリン酸  ポルフィリン症・鉛中毒 
アミノ酸分画  蛋白代謝異常 
ウロポルフィリン  ポルフィリン症 
エタノール   アルコール摂取による酩酊 
クレアチニン           腎不全 
乳酸   乳酸アシドーシス 
尿酸   痛風 
尿素窒素   腎不全 
ヒアルロン酸  肝硬変・関節リウマチ 
ビタミンB1   脚気 
ビタミンB2   口角炎、脂漏性皮膚炎  
ビタミンB12・葉酸  巨赤芽球性貧血  
ピルビン酸   ミトコンドリア異常症やLDH欠損症  

当社のキーワード“バイオマーカー” 



ＨＭＴは何をする会社か？ 
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代謝成分の網羅解析技術を用いて、顧客（製薬等
企業の研究部門や大学等の研究機関）の研究開発
を支援します。 

同時に、新規のバイオマーカーの探索研究を行い、
新しい診断技術を開発したり、創薬のための基盤
技術を提供していきます。 



当社の強み～代謝物質の正確な測定～ 
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CE-MSが得意な代謝物質の測定 

 
【製薬・医療の分野】 
がん細胞の代謝を阻害する代謝阻害剤
が、細胞中でどのような影響を与えて
いるか正確に測定したい。 
【食品・発酵】 
微生物を使い有用物質を生産している
が、発酵生産を効率化するための情報
が欲しい。 
 
 
特定の物質にフォーカスするターゲッ
ト解析は、解析する対象を絞る代わり
に、高精度、高感度で解析する方法で
す。 
 
当社では、CE-MSが得意とするエネル
ギー代謝をより詳細に行うことが可能
です。その中でも、がんの研究に重要
な116※成分を正確に測定できる“C-
SCOPE”を製薬企業や大学の医学部を
中心に提供しています。 
 

顧客のニーズ 

当社の解析プラン 

※がんに関する研究論文を調査し、その中からがん
研究に重要と考えられる116成分を決定していま
す。 



当社のビジネスモデル 
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当社の
ビジネス
モデル 

メタボローム解析事業 
•大学機関等との最先端の医学研究 

•製薬企業による抗がん剤などの創薬研究 

•食品・発酵企業の新製品や生産効率化研究 

•環境・バイオ燃料等の国策重点研究分野の研究支援 

バイオマーカー（※）事業 
•大学機関等とのバイオマーカー探索研究 

•探索したバイオマーカーを用いた診断薬の開発 

メタボロミクスキット事業・人材派遣事業 
• インハウス分析のために分析ノウハウを提供 

• 機器を使いこなすためのトレーニング人材の派遣 

• 試薬等の消耗品を販売 

• 高度な技術レベルが要求されるCE-MSの普及 

 

メタボローム 
解析事業 バイオマーカー 

事業 

メタボロミクスキット事業 
人材派遣事業 

CE/LC-MS 
メタボローム 
解析技術 

バイオマーカーとは、疾病の指標となる生体由来の代謝物質をいいます。糖尿
病における血糖値、痛風における血液尿酸値等はバイオマーカーの一例です。 



メタボローム解析技術 慶應義塾大学 

メタボローム 
解析事業 

製薬企業 

診断薬企業 

大学・研究所 

バイオ 
マーカー 
事業 

②バイオマーカー 
候補物質の発見 

特許取得 

ＨＭＴ 

● 

● 

● ①受託解析や 
共同研究 

③共同研究や 
ライセンスアウト 

【強み】他にない解析技術を持つ → 解析の受託でフィーを得ながらバイオマーカー候補物質を探索できる 

バイオマーカー事業とメタボローム解析事業 



当社の成長戦略 

売
上

人材派遣事業 キット事業 解析事業 バイオマーカー事業 海外売上

解析事業で収益の基盤を作り、解析事業を海外へ展開（がん領域）し、バイオマー
カーを活用した診断技術、創薬基盤技術を開発し、新しいバイオ・ヘルスケア企業
へ。 

海外への本格的な展開 

バイオマーカー収益化開始 

メタボローム解析事業は堅調に拡大 

成長の加速 
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成長イメージ 



2014年3月期第3四半期決算概要 
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2013.4～ 2013.12累計業績（連結） 
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単位：百万円 実績（A） 前期（B）
前期比増減
（A）-（B）

[売上高]

解析売上高 266.5 195.5 70.9
BM売上高 9.4 2.0 7.4
キット売上高 21.2 39.6 -18.4
派遣売上高 36.5 40.1 -3.7
売上高合計 333.5 277.3 56.2

売上原価 131.5 145.2 -13.7
売上総利益 202.0 132.1 69.9

研究開発費 65.8 100.4 -34.6
その他販管費 250.0 192.6 57.4
販売管理費計 315.8 293.1 22.7
営業利益 -113.8 -161.0 47.2
経常利益 -101.7 -168.0 66.3
当期純利益 -103.8 -169.3 65.5

（参考）

売上原価＋販管費 447.3 438.3 9.0
第10期連結会計年度より連結財務諸表を作成しています。なお、当社が設立したメタボローム解析事業の販売子会社Human 
Metabolome Technologies America, Inc.を連結の範囲に含めておりますが、同子会社は設立まもなく、当四半期連結累計期間
の売上高、損益に与える影響が僅少であるため、前四半期連結累計期間との対比に代わり前四半期累計期間との対比を記載
しています。なお、前四半期累計期間は、監査法人によるレビューを受けていません。 



当社の事業及び収益計上の特徴について 
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売上高の季節的な偏りについて 

当社の主力事業であるメタボローム解析事業は、顧客から測定
サンプルを受領した後、解析結果を報告し、売上高が計上され
ます。サンプルの受領は、例年下期に集中する傾向にあり、そ
の結果、売上高が下期（特に第4四半期）に集中する傾向があ
ります。 

業績の先行指標である受注 

メタボローム解析事業では、受注から売上高を計上するまでの
リードタイムが比較的長いため、受注額が当社の業績の先行指
標となります。 



当社の四半期別売上推移 
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単位：千円 

第4四半
期計画 

例年当社の売上高は、大学や公的研究
機関の予算執行の進捗に合わせ、下期
にかけて増加する傾向にあります。 



解析事業四半期別受注・受注残・売上高推移 
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単位：千円 

期中は、各四半期の受注が売上高を上回るため、受注残が増加する傾向にあ
ります。当社の売上は第4四半期に特に集中する傾向があります。 



主力事業の受注及び売上高の状況 
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足下の業績は、解析事業の受注が好調。当第3四半期連結累計期間の受注額
が、2013/3期連結会計年度（通期）の受注額を上回りました。 

単位：千円 単位：千円 



成長を支えるC-SCOPE 
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プラン別受注額 

ベーシック C-SCOPE デュアル 

アドバンスト パック商品 その他 

C-SCOPE 
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当第3四半期までのC-SCOPE受注額100百万円
が、解析事業の前同期比受注増の要因となりま
した。 

解析事業受注額 



2014年3月期通期見通し 
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2014年３月期 
（予想） 

2014年３月期 
第３四半期累計期間 

（実績） 

2013年３月期 
（実績） 

構成比 前年比 構成比 構成比 

売   上   高 638 100.0 128.5 333 100.0 496 100.0 

営  業  利  益 10 1.6 ― △113 ― △104 ― 

経  常  利  益 26 4.1 － △101 － △93 － 

当期純利益又は当期 
（四半期）純損失（△） 

23 3.6 ― △103 ― △95 ― 

1株当たり当期純利益又は 
当期（四半期）純損失（△） 

５円47銭 △26円53銭 △24円52銭 

（単位：百万円・％） 

受注及び受注残の状況等を勘案し、通期見通しは据え置きます。 



本資料の取扱いについて 
本資料に含まれる将来の見通し等に関する記載は、現時点におけ
る情報に基づき判断したものであり、今後のマクロ経済動向、市場
環境や当社の属するライフサイエンス業界の動向、当社の研究開発
の進捗、その他内部及び外部要因により変動することがあります。 

 

そのため、実際の業績が本資料に記載されている将来の見通し等
に関する記述と異なるリスクがあることを予めご了承ください。 
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