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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10期

第１四半期
連結累計期間

第11期
第１四半期
連結累計期間

第10期

会計期間
自 平成25年１月１日
至 平成25年３月31日

自 平成26年１月１日
至 平成26年３月31日

自 平成25年１月１日
至 平成25年12月31日

売上高 (千円) 24,331 70,317 93,379

経常損失(△) (千円) △698,128 △1,195,610 △4,147,960

四半期(当期)純損失(△) (千円) △544,062 △904,086 △3,717,117

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △729,823 △949,048 △4,227,410

純資産額 (千円) 4,385,219 3,321,392 4,253,491

総資産額 (千円) 18,612,459 12,964,352 19,001,793

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △75.43 △107.14 △491.59

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 21.6 25.6 22.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △593,476 2,073,493 △3,578,459

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △3,482,051 26 △4,150,619

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 4,241,512 △5,060,461 8,113,793

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 4,048,928 1,280,715 4,267,657
 

(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）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり

四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

４. 四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。
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２ 【事業の内容】

当第１四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）が営む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１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、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 【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、締結した経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。

 
　　保証委託契約

　

会社名
相手方

の名称
国名 契約品目 契約締結日 契約内容 契約期間

当社及

び子会

社

株式会社IHI 日本 ―
平成26年　

3月31日

・株式会社UNIGENを借入人とし、株式会社UMNファーマを

　連帯保証人とし、株式会社三井住友銀行をエージェント

　として構成される全貸付人との間で締結された平成26年

　3月31日付「シンジケートローン契約」に基づき、株式

　会社UNIGEN及び株式会社UMNファーマは、株式会社

　UNIGENが各貸付人に対して負担するシンジケートローン

　契約に限定した特定債務について、金5,000,000千円を

　保証上限額として株式会社IHIに債務保証を委託する

債務保証残高が

ゼロになる時ま

で

当社及

び子会

社

株式会社IHI 日本 ―
平成26年　

3月31日

・株式会社UNIGENを借入人とし、株式会社UMNファーマを

　連帯保証人とし、株式会社三井住友銀行をエージェント

　として構成される全貸付人との間で締結された平成26年

　3月31日付「シンジケートローン契約」に基づき、株式

　会社UNIGEN及び株式会社UMNファーマは、株式会社

　UNIGENが各貸付人に対して負担するシンジケートローン

　契約に限定した特定債務について、金1,500,000千円を

　保証上限額として株式会社IHIに債務保証を委託する

債務保証残高が

ゼロになる時ま

で

 

 
３ 【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、当第１四半期連結会計期間の末日において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 業績の状況

　　当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の金融政策や経済対策の効果を背景に、企業収益の改

善により景気が緩やかに回復しつつあり、個人消費も底堅く推移いたしました。一方で、消費税増税に伴う駆け

込み需要に対する反動への影響、新興国の経済成長鈍化懸念、欧州債務問題の長期化等、先行きは不透明な状況

にあります。

　　我が国医薬品業界においては、医療費抑制策により医療用医薬品市場の伸びが鈍化しており、グローバル医薬

品開発による世界市場での展開が一層重要になっております。

　　このような経営環境の中にあって、当社グループは、「UMN-0502」（組換えインフルエンザHAワクチン（多

価）、以下、「UMN-0502」といいます。）、「UMN-0501」（組換えインフルエンザHAワクチン（H５N１）、以

下、「UMN-0501」といいます。）、世界保健機関（World Health Organization：WHO）がH５N１とともにパンデ

ミック発生の可能性を指摘しているH９N２亜型に対する「UMN-0901」（組換えインフルエンザHAワクチン（H９N

２）、以下、「UMN-0901」といいます。）、食中毒の主な原因ウイルスであるノロウイルス及びロタウイルスに

対する「UMN-2003」（組換えノロウイルスVLP＋組換えロタウイルスVP６混合ワクチン）及びノロウイルスに対す

る「UMN-2002」（組換えノロウイルスVLP単独ワクチン、以下、「UMN-2002」といいます。）の開発に資源を重点

的に配分し研究開発を進めてまいりました。なお、上記開発パイプラインのうち、国内においては、UMN-0502及

びUMN-0501に関しアステラス製薬株式会社と提携し開発を進めており、韓国においては、UMN-0502、UMN-0501及

びUMN-0901に関し日東製薬株式会社と提携し開発を進めております。
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　　　UMN-0502については、国内においてアステラス製薬株式会社と共同で実施した第Ⅲ相臨床試験において主要評

価項目を達成したことを受け、製造販売承認申請準備を進めております。

　　また、当社連結子会社である株式会社UNIGEN岐阜工場において、UMN-0502原薬の性能適格性評価（Performance

Qualification）を完了し、製造販売承認申請に必要な各種品質データを取得するに至りました。なお、岐阜工場

は、平成24年２月に経済産業省「平成23年度国内立地推進事業費補助金」一次公募対象事業に採択されておりま

したが、平成26年２月に同省より補助金2,213,799千円を収受いたしました。

　　UMN-2002については、平成26年２月に第一三共株式会社と共同研究契約を締結いたしました。本共同研究契約

に基づき、第一三共株式会社の新規投与デバイスを用いて、UMN-2002の開発可能性を確認することを目的とした

基礎研究を開始しております。

　　バイオ医薬品受託製造（Biopharmaceutical Contract Manufacturing Organization）事業においては、国立感

染症研究所より受託し製造しておりました複数の新規ワクチン候補抗原を納入いたしました。

　　一方、財務面においては、当社連結子会社である株式会社UNIGENが、平成26年３月にシンジケートローン

4,845,000千円の返済を行い、有利子負債の圧縮を行いました。

　　以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、70,317千円（前年同期は24,331千円）となりました。一

方、提携先と各開発パイプラインの研究開発、岐阜工場での試験製造を積極的に進めたことにより、営業損失は

1,111,539千円（前年同期は635,640千円の営業損失）、経常損失は1,195,610千円（前年同期は698,128千円の経

常損失）、四半期純損失は904,086千円（前年同期は544,062千円の四半期純損失）となりました。

　　なお、当社グループは、医療用医薬品の研究開発及びこれに関連する事業の単一セグメントであるため、セグ

メント別の業績に関する記載を省略しております。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ2,986,942千円減

少し、1,280,715千円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失948,209千円、減価償却費467,811千円、補

助金の受取額2,216,799千円等により、2,073,493千円の収入（前年同期は593,476千円の支出）となりました。

　（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、敷金の回収による収入336千円等を計上したことにより、26千円の収入

（前年同期は3,482,051千円の支出）となりました。

　（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、短期借入れによる収入1,700,000千円、短期借入金の返済による支出

1,884,300千円、長期借入金の返済による支出4,870,000千円等を計上したことにより、5,060,461千円の支出（前

年同期は4,241,512千円の収入）となりました。

 

(3) 研究開発活動

　　当第１四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、総額1,040,914千円であります。

　　なお、当第１四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。
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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 18,000,000

計 18,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年５月14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 8,449,400 8,451,400
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は、100株でありま
す。

計 8,449,400 8,451,400 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、平成26年５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】

　　　 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。

 

(4) 【ライツプランの内容】

　　　 該当事項はありません。

 

(5) 【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)

平成26年１月１日～
平成26年３月31日

23,500 8,449,400 8,475 6,964,836 8,475 6,633,836
 

 (注) 新株予約権の行使による増加であります。

 
(6) 【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成25年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

 

① 【発行済株式】

   平成26年３月31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　 8,422,600 84,226

権利内容に何ら制限のない当
社における標準となる株式で
あります。
単元株式数　100株

単元未満株式 普通株式　　  3,300 ― ―

発行済株式総数 8,425,900 ― ―

総株主の議決権 ― 84,226 ―
 

 (注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が50株含まれております。

 
② 【自己株式等】

  平成26年３月31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】

　　　該当事項はありません。
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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１四半期連結会計期間(平成26年１月１日から平成

26年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年１月１日から平成26年３月31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

(平成25年12月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,267,657 1,280,715

  売掛金 － 5,999

  仕掛品 514 －

  原材料及び貯蔵品 106,081 162,435

  前渡金 72,871 177,422

  その他 949,258 163,353

  流動資産合計 5,396,385 1,789,927

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 6,054,598 5,491,570

   機械及び装置（純額） 5,968,524 4,266,002

   工具、器具及び備品（純額） 172,679 142,693

   リース資産（純額） 629,932 603,499

   建設仮勘定 1,050 1,050

   有形固定資産合計 12,826,784 10,504,816

  無形固定資産 411,379 302,745

  投資その他の資産 367,244 366,864

  固定資産合計 13,605,408 11,174,425

 資産合計 19,001,793 12,964,352

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 1,484,300 1,300,000

  1年内返済予定の長期借入金 2,710,000 75,000

  未払金 382,348 379,738

  未払法人税等 29,631 10,122

  その他 121,793 118,742

  流動負債合計 4,728,073 1,883,603

 固定負債   

  長期借入金 8,875,000 6,640,000

  長期預り金 340,332 340,332

  資産除去債務 168,099 168,887

  その他 636,797 610,138

  固定負債合計 10,020,229 7,759,357

 負債合計 14,748,302 9,642,960

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 6,956,361 6,964,836

  資本剰余金 6,625,361 6,633,836

  利益剰余金 △9,379,249 △10,283,335

  自己株式 △197 △197

  株主資本合計 4,202,277 3,315,140

 新株予約権 6,251 6,251

 少数株主持分 44,962 －

 純資産合計 4,253,491 3,321,392

負債純資産合計 19,001,793 12,964,352
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 24,331 70,317

売上原価 4,104 4,325

売上総利益 20,227 65,992

販売費及び一般管理費 655,868 1,177,531

営業損失（△） △635,640 △1,111,539

営業外収益   

 受取利息 345 248

 為替差益 6,295 －

 その他 791 167

 営業外収益合計 7,433 415

営業外費用   

 支払利息 46,971 57,990

 株式交付費 4,688 64

 為替差損 － 1,870

 支払手数料 18,261 24,560

 営業外費用合計 69,921 84,486

経常損失（△） △698,128 △1,195,610

特別利益   

 補助金収入 － 2,213,799

 特別利益合計 － 2,213,799

特別損失   

 固定資産圧縮損 － 1,966,398

 特別損失合計 － 1,966,398

税金等調整前四半期純損失（△） △698,128 △948,209

法人税、住民税及び事業税 15,064 1,598

法人税等調整額 24,664 △759

法人税等合計 39,728 839

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △737,857 △949,048

少数株主損失（△） △193,794 △44,962

四半期純損失（△） △544,062 △904,086
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △737,857 △949,048

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 8,033 －

 その他の包括利益合計 8,033 －

四半期包括利益 △729,823 △949,048

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △536,029 △904,086

 少数株主に係る四半期包括利益 △193,794 △44,962
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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１四半期連結累計期間
(自 平成25年１月１日
　至 平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年３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損失（△） △698,128 △948,209

 減価償却費 52,023 467,811

 受取利息 △345 △248

 支払利息 46,971 57,990

 支払手数料 18,261 24,560

 株式交付費 4,688 64

 固定資産圧縮損 － 1,966,398

 補助金収入 － △2,213,799

 売上債権の増減額（△は増加） 106,425 △5,999

 預り金の増減額（△は減少） △1,669 △5,007

 その他 △34,763 614,151

 小計 △506,538 △42,287

 利息の受取額 224 321

 利息の支払額 △46,624 △55,747

 補助金の受取額 － 2,216,799

 法人税等の支払額 △19,684 △6,066

 その他 △20,852 △39,527

 営業活動によるキャッシュ・フロー △593,476 2,073,493

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 △3,463,998 △310

 敷金の回収による収入 － 336

 敷金の差入による支出 △18,292 －

 その他 240 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,482,051 26

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入れによる収入 500,000 1,700,000

 短期借入金の返済による支出 － △1,884,300

 長期借入れによる収入 3,025,000 －

 長期借入金の返済による支出 － △4,870,000

 リース債務の返済による支出 △23,302 △23,046

 株式の発行による収入 246,011 16,885

 少数株主からの払込みによる収入 494,000 －

 その他 △197 －

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,241,512 △5,060,461

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 165,984 △2,986,942

現金及び現金同等物の期首残高 3,882,943 4,267,657

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  4,048,928 ※  1,280,715
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【注記事項】

(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１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日)

 現金及び預金勘定　 4,048,928千円 1,280,715千円

 現金及び現金同等物 4,048,928千円 1,280,715千円
 

 

(株主資本等関係)

　 前第１四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)

　　1. 配当金支払額

　　　 該当事項はありません。

 

　　2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

　　　 結会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。

 

　 当第１四半期連結累計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日)

　　1. 配当金支払額

　　　 該当事項はありません。

 

　　2. 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連

　　　 結会計期間の末日後となるもの

　　　 該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　前第１四半期連結累計期間(自　平成25年１月１日　至　平成25年３月31日)

 当社グループは、医療用医薬品の研究開発及びこれに関連する事業の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

 

 当第１四半期連結累計期間(自　平成26年１月１日　至　平成26年３月31日)

 当社グループは、医療用医薬品の研究開発及びこれに関連する事業の単一セグメントであるた

め、記載を省略しております。

 
(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
至　平成25年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年１月１日
至　平成26年３月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △75円43銭 △107円14銭

　　(算定上の基礎)   

　　四半期純損失金額(△)(千円) △544,062 △904,086

　　普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

　　普通株式に係る四半期純損失金額(△)(千円) △544,062 △904,086

　　普通株式の期中平均株式数(株) 7,212,344 8,438,405

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金額については、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。
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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
 

 

 

平成26年５月13日

株式会社ＵＭＮファーマ

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   水　　上　　亮 比 呂   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   勢　　志　　　　　元   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」に掲げられている株式会社ＵＭＮ

ファーマの平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年１月１日か

ら平成26年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年１月１日から平成26年３月31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、株式会社ＵＭＮファーマ及び連結子会社の平成26年３月31日現在

の財政状態並びに同日をもって終了する第１四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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