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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43期

第２四半期
連結累計期間

第44期
第２四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年９月30日

自平成29年４月１日
至平成29年９月30日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 903,750 906,019 2,295,919

経常利益又は経常損失（△） （千円） △91,828 12,761 23,573

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益又は親会社株主に帰属

する四半期純損失（△）

（千円） △88,051 19,417 31,892

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △83,515 29,569 24,064

純資産額 （千円） 464,695 601,845 572,275

総資産額 （千円） 2,612,646 2,894,661 2,888,179

１株当たり四半期（当期）純利益

金額又は１株当たり四半期純損失

金額（△）

（円） △29.36 6.47 10.63

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 （％） 17.0 20.1 19.4

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 329,516 243,003 △1,945

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） 11,665 26,344 6,936

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △42,570 △167,724 87,615

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 442,498 338,487 236,890

 

回次
第43期

第２四半期
連結会計期間

第44期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

自平成29年７月１日
至平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額

（△）

（円） △3.12 18.82

　（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、消費税等は含んでおりません。

　　　　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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

EDINET提出書類

株式会社イナリサーチ(E20922)

四半期報告書

 2/22



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）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。

　なお、第１四半期連結会計期間より報告セグメントの区分を変更しております。詳細は、「第４ 経理の状況　１

四半期連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりであります。
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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、新たに発生した事業等のリスクおよび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変更があった事項は、下記を除いてありません。

 

重要事象等について

　当社は平成28年３月期において、親会社株主に帰属する当期純損失1,204,319千円を計上しております。前連結会

計年度には営業利益56,374千円、経常利益23,573千円、親会社株主に帰属する当期純利益31,892千円を計上したもの

の、取引金融機関から引き続き借入金の返済猶予を受けていることから、継続企業の前提に重要な疑義が存在してお

ります。

　ただし、「３ 財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析」の「(6) 事業等のリスクに記載した

重要事象等についての対応策」に記載のとおり、当該事象または状況を解消するための対応策を取ることにより、こ

の状況は解消できるものと判断しております。

 

２【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。

 

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、当四半期連結会計期間の末日現在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

　当社グループでは、前連結会計年度に経営再建に向けた基盤固めを終え、当連結会計年度は経営の安定と業容

の拡大に向け既存市場以外の顧客開拓や高品質を維持しつつ生産性向上を目指す「KSプロジェクト」の取り組み

を継続中であります。

　具体的には、主力とする非臨床試験事業では、2016年12月より米国食品医薬局(FDA)への新薬申請時に義務化

されたSEND（非臨床試験データ標準フォーマット：Standard for Exchange of Nonclinical Data）への対応

サービスに業界でいち早く取り組んだ実績によって同業他社との差別化を図るとともに、既存取引先への顧客密

着型営業を強化しつつ新規顧客の開拓と既存顧客の深堀りを進めた結果、受注は堅調に推移しました。加えて、

販路を広げるべく海外営業を推し進めたことが功を奏し、海外からの案件も成約となりました。

　また、環境事業におきましては、大学・民間企業の動物関連施設の多くが更新時期を迎えることで市況が活発

な動きを見せていることから、前連結会計年度に建築有資格者を増員した他、理化学機器販売会社等と連携した

営業活動によって案件の取り込み強化を図っております。

　なお、フィリピン連結子会社であるInaphil, Incorporated で遊休資産の売却を行いました。これにより、固

定資産売却益17,834千円を計上しております。

　以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は906,019千円（前年同四半期比0.3％増）となりました。利

益面では、受注増加による稼働率の改善と各種効率化によるコスト削減の効果が顕著となり、当第２四半期連結

累計期間における営業利益は30,117千円（前年同四半期は営業損失65,932千円）、経常利益は12,761千円（前年

同四半期は経常損失91,828千円）、親会社株主に帰属する四半期純利益は19,417千円（前年同四半期は親会社株

主に帰属する四半期純損失88,051千円）となりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

　なお、第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較につい

ては、前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

① 受託試験

　製薬業界では新薬開発の効率化と開発品目の選択と集中によるパイプラインの絞り込みが進んでいます

が、各社の開発ステージの進捗により市場は緩やかな回復基調にあるものと見ております。当第２四半期連

結累計期間におきましては、当初より報告書提出によって売上となる予定の案件が少なかったことと、委託

者都合による報告書最終化の期ズレの影響があったものの、SEND対応サービスへの積極的な取り組みや新規

市場の顧客開拓等で足元の受注が堅調であることから試験研究施設の稼働率が改善したことに加え、各種効

率化によるコスト削減効果が生じた結果、売上高は785,607千円（前年同四半期4.6％減）、営業利益は

26,029千円（前年同四半期は営業損失69,094千円）となりました。
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② 環境

　当事業部門におきましては、大学・民間企業の動物関連施設の多くが更新時期を迎えているため、建築有

資格者を増員した上で、理化学機器販売会社との連携による営業活動を進めております。これにより、足元

の受注状況は良好に推移しております。当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は120,411千円

（前年同四半期比50.0％増）、営業利益は4,087千円（前年同四半期比29.3％増）となりました。

 

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計期間末と

比較して101,597千円増加し、338,487千円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、資金は243,003千円の増加（前年同四半期は329,516千円の増加）となりました。主な内訳は

税金等調整前四半期純利益30,595千円、減価償却費50,125千円、売上債権の減少336,009千円、たな卸資産の増

加額296,918千円、仕入債務の増加60,437千円、前受金の増加額146,689千円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、資金は26,344千円の増加（前年同四半期は11,665千円の増加）となりました。主な内訳は固

定資産の売却による収入39,044千円、有形固定資産の取得による支出12,784千円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、資金は167,724千円の減少（前年同四半期は42,570千円の減少）となりました。主な内訳は

短期借入金の減少額150,000千円、リース債務の返済による支出17,640千円であります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　「第２ 事業の状況　１ 事業等のリスク」に記載の事象が存在していることから、その解消のため、「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　(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等への対応策

等」に記載した施策を行っております。

 

(4) 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、21,609千円であります。

　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。

 

(5) 生産、受注及び販売の実績

　第１四半期連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前年同四半期比較については、

前年同四半期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

　当第２四半期連結累計期間において、主力の受託試験の生産実績は1,034,018千円（前年同四半期比18.4％

増）、受注実績は1,078,104千円（前年同四半期比17.2％増）、販売実績は785,607千円（前年同四半期比4.6％

減）となりました。環境の生産実績は123,973千円（前年同四半期比69.0％増）、受注実績は98,281千円（前年

同四半期比45.0％減）、販売実績は120,411千円（前年同四半期比50.0％増）となりました。

 

(6) 事業等のリスクに記載した重要事象等への対応策等

　当社グループは、「第２ 事業の状況 １事業等のリスク」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑義を生

じさせる事象又は状況が存在しておりますが、以下の点を重点課題として、「中期経営計画」の諸施策を全社一

丸となって全力をあげて取り組む所存です。

 

① 営業戦略

　SENDサービスを糸口に、製薬会社ごとの個社別戦略を明確にさせ、顧客密着型の営業体制の構築に向けた

取り組みを一層加速し、受注拡大を図ります。

　具体的には以下のとおりです。

イ、大手製薬会社からの受注増強を図ります。2016年12月より米国FDAにおいて義務化された新薬申請書類の

電子化（SEND）への対応は業界において先駆けており、この実績から受注に結び付いた案件が複数存在

します。

ロ、組織的なバックアップによって、営業マンの訪問活動を活発化します。具体的には、月ごと、顧客ごと

の営業戦略の立案や、当社対応可能試験のリーフレット化を進めることで営業マンをサポートしており

ます。

ハ、製薬会社以外の市場からの新規顧客を開拓します。

ニ、新規の動物実験代替法試験の立ち上げに取り組み、市場の拡大を図ります。

ホ、海外営業を強化し、海外からの受注増加を図ります。
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② 労働生産性の向上

イ、人員が減少した中で、信頼性を担保しつつコスト削減を図るには、試験研究センター内の部門を越えた

作業の共有化が不可欠であります。仕事量の予測精度を向上させることで人員配置を最適化し、負荷の

平準化を図ってまいります。

ロ、施設内での動物エリアの適正配置を図ります。これにより施設のランニングコストの削減を図るととも

に、現場スタッフの移動時間の短縮等に結び付けます。

ハ、より適正な動物使用数を検証するとともに、適正在庫の確保に努め、コスト削減を図ります。

③ 資金繰り

　資金繰りの面では、当社の主力取引銀行の支援のもと、取引金融機関に対し、平成30年５月末までの借入

金元本返済猶予による返済条件の緩和に合意して頂いております。今後の金融支援につきましても、経営改

善計画の確実な遂行により、継続して受けられる見込であります。

 

　これらの具体的な対応策を実施することにより、継続企業の前提に重要な不確実性は認められないと判断し

ております。
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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 8,000,000

計 8,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月13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 2,998,800 2,998,800

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数100株

計 2,998,800 2,998,800 － －

 

（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29年７月１日～

 平成29年９月30日
－ 2,998,800 － 684,940 － 600,940
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（６）【大株主の状況】

  平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

 中川　博司  長野県伊那市 531,200 17.71

 中川　賢司  長野県伊那市 448,500 14.95

 イナリサーチ従業員持株会  長野県伊那市西箕輪2148-188 127,000 4.23

 オリエンタル酵母工業株式会社  東京都板橋区小豆沢3-6-10 100,000 3.33

 株式会社ＳＢＩ証券  東京都港区六本木1-6-1 91,600 3.05

 杏林製薬株式会社  東京都千代田区神田駿河台4-6 53,000 1.76

 楽天証券株式会社  東京都世田谷区玉川1-14-1 52,500 1.75

 日本証券金融株式会社  東京都中央区日本橋茅場町1-2-10 51,500 1.71

 中川　睦子  長野県伊那市 44,500 1.48

 北岡　裕幸  埼玉県上尾市 36,600 1.22

計 － 1,536,400 51.23

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29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　2,998,200 29,982  －

 単元未満株式 普通株式　　　　600 －  －

 発行済株式総数 2,998,800 －  －

 総株主の議決権 － 29,982  －

 

②【自己株式等】

平成29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 － － － － －
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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）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（平成29年７月１日から

平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 237,036 338,550

受取手形及び売掛金 652,442 316,432

商品及び製品 925 929

仕掛品 409,209 661,182

原材料及び貯蔵品 99,142 144,083

その他 67,422 60,544

流動資産合計 1,466,178 1,521,722

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,080,531 2,992,778

減価償却累計額 △2,409,831 △2,354,901

建物及び構築物（純額） 670,700 637,877

土地 635,313 613,912

その他 1,035,708 1,023,722

減価償却累計額 △955,341 △938,039

その他（純額） 80,366 85,682

有形固定資産合計 1,386,380 1,337,472

無形固定資産 3,956 3,292

投資その他の資産   

その他 32,564 33,073

貸倒引当金 △900 △900

投資その他の資産合計 31,664 32,173

固定資産合計 1,422,001 1,372,938

資産合計 2,888,179 2,894,661

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 358,663 419,063

短期借入金 446,670 296,670

1年内返済予定の長期借入金 299,104 230,548

未払法人税等 15,367 7,496

前受金 240,225 386,903

賞与引当金 20,512 33,099

受注損失引当金 35,499 2,384

その他 170,118 124,826

流動負債合計 1,586,158 1,500,992
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成29年９月30日)

固定負債   

長期借入金 620,598 689,154

その他 109,147 102,669

固定負債合計 729,745 791,823

負債合計 2,315,904 2,292,815

純資産の部   

株主資本   

資本金 684,940 684,940

資本剰余金 600,940 600,940

利益剰余金 △715,630 △696,212

株主資本合計 570,249 589,667

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △9,315 △8,606

その他の包括利益累計額合計 △9,315 △8,606

非支配株主持分 11,340 20,784

純資産合計 572,275 601,845

負債純資産合計 2,888,179 2,894,661
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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　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

売上高 903,750 906,019

売上原価 691,794 626,042

売上総利益 211,956 279,976

販売費及び一般管理費 ※ 277,888 ※ 249,858

営業利益又は営業損失（△） △65,932 30,117

営業外収益   

受取賃貸料 1,503 813

補助金収入 1,647 2,198

その他 1,751 581

営業外収益合計 4,902 3,593

営業外費用   

支払利息 20,312 20,174

為替差損 10,310 599

その他 176 175

営業外費用合計 30,798 20,948

経常利益又は経常損失（△） △91,828 12,761

特別利益   

固定資産売却益 4,462 17,834

特別利益合計 4,462 17,834

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（△）
△87,365 30,595

法人税、住民税及び事業税 1,633 1,633

法人税等合計 1,633 1,633

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,999 28,962

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
△947 9,545

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△88,051 19,417
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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　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △88,999 28,962

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 5,483 607

その他の包括利益合計 5,483 607

四半期包括利益 △83,515 29,569

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △78,864 20,125

非支配株主に係る四半期包括利益 △4,651 9,444
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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　平成28年４月１日
　至　平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29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利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△87,365 30,595

減価償却費 61,422 50,125

賞与引当金の増減額（△は減少） 24,081 12,587

受注損失引当金の増減額（△は減少） - △33,114

受取利息 △3 △16

支払利息 20,312 20,174

固定資産売却損益（△は益） △4,462 △17,834

売上債権の増減額（△は増加） 361,560 336,009

たな卸資産の増減額（△は増加） △80,843 △296,918

仕入債務の増減額（△は減少） △92,118 60,437

前受金の増減額（△は減少） 176,095 146,689

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,547 △37,607

その他 △9,167 849

小計 353,961 271,977

利息及び配当金の受取額 3 16

利息の支払額 △20,351 △22,114

法人税等の支払額 △4,097 △6,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 329,516 243,003

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 △19,261 △12,784

有形固定資産の売却による収入 31,843 39,044

その他 △915 84

投資活動によるキャッシュ・フロー 11,665 26,344

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △10,000 △150,000

長期借入金の返済による支出 △11,040 -

リース債務の返済による支出 △21,470 △17,640

配当金の支払額 △60 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,570 △167,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 △974 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,636 101,597

現金及び現金同等物の期首残高 144,861 236,890

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 442,498 ※ 338,487
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づ

く借入未実行残高は次のとおりであります。

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成29年９月30日）

当座貸越極度額 100,000千円 100,000千円

借入実行残高 －千円 －千円

差引額 100,000千円 100,000千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　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　平成28年４月１日

　　至　平成28年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日

　　至　平成29年９月30日）

従業員給与手当 65,176千円 63,875千円

賞与引当金繰入額 7,345 6,070

退職給付費用 766 731
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（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下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 442,646千円 338,550千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △148 △62

現金及び現金同等物 442,498 338,487

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

　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】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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）

 受託試験 環境 合計（注）

売上高    

外部顧客への売上高 823,458 80,292 903,750

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 823,458 80,292 903,750

セグメント利益又は損失

（△）
△69,094 3,162 △65,932

（注）セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業損失であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29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）

 受託試験 環境 合計（注）

売上高    

外部顧客への売上高 785,607 120,411 906,019

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － －

計 785,607 120,411 906,019

セグメント利益 26,029 4,087 30,117

（注）セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書上の営業利益であります。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

　従来「非臨床試験」、「臨床試験」として記載していた報告セグメントにつきましては、「臨床試験」

の量的な重要性が乏しくなったため、第１四半期連結会計期間よりこれらを統合し、「受託試験」として

記載する方法に変更しております。

　なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、当第２四半期連結累計期間の報告セグメントの

区分に基づき作成したものを開示しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は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。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は

１株当たり四半期純損失金額（△）
△29円36銭 6円47銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は

親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）

（千円）

△88,051 19,417

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利

益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金

額（△）（千円）

△88,051 19,417

普通株式の期中平均株式数（株） 2,998,800 2,998,800

（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、潜在株式が存在しない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。
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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29年11月10日

 

株式会社イナリサーチ
 

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 矢　野　　浩　一　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下　条　　修　司　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イナリ

サーチの平成29年４月１日から平成30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（平成29年７月１日から

平成29年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29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、株式会社イナリサーチ及び連結子会社の平成29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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