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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 8,731 △3.6 176 △67.2 298 △47.7 221 △50.8
20年3月期第3四半期 9,059 47.8 539 ― 570 ― 450 ―

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

21年3月期第3四半期 8.22 8.22
20年3月期第3四半期 16.59 16.59

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 24,376 16,689 68.0 623.74
20年3月期 24,218 16,852 69.5 623.22

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  16,576百万円 20年3月期  16,840百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― 5.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 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 11,300 △4.8 280 △0.7 470 △32.4 230 △42.5 8.51

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  27,784,654株 20年3月期  27,784,654株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,208,139株 20年3月期  763,321株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  26,970,750株 20年3月期第3四半期  27,174,851株
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当第３四半期連結累計期間におきましては、営業面においては、主力製品である遺伝子組換えヒト成長

ホルモン製剤「グロウジェクト」の拡販を引続き積極的に推進してまいりました。研究開発面において

は、平成20年11月に腎性貧血治療薬「エリスロポエチン」の製造承認申請を行うとともに、造血幹細胞移

植時の副作用抑制薬「ヒト間葉系幹細胞（ＭＳＣ）」について第Ⅰ/Ⅱ相臨床試験に入るなどの進展を図

りました。 

これらの結果、主力製品である遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」の売上高は引続

き好調に推移して、前年同期比２億59百万円増の61億59百万円となりました。また、抗がん剤「パクリタ

キセル」原体も好調に推移しましたが、尿由来製品および研究開発に係るマイルストーン収入の売上高が

前年同期を下回ったことにより当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は87億31百万円

（前年同期比３億28百万円減）となりました。 

損益面におきましては、利益率の高いマイルストーン収入が前年に比べ減少したこと、ならびに研究開

発費および販売促進費用の増加により、販売費及び一般管理費が59億32百万円（前年同期比３億34百万円

増）となった結果、営業利益は１億76百万円（前年同期比３億62百万円減）、経常利益は２億98百万円

（前年同期比２億71百万円減）、四半期純利益は２億21百万円（前年同期比２億29百万円減）となりまし

た。 

なお、事業の種類別セグメントの各売上高の状況は次のとおりであります。 
  

 
  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、保有債券の満期償還などにより有価証券が減少し

た一方、「リース取引に関する会計基準」の適用に伴うリース資産の計上、および投資有価証券の増加

などにより、前連結会計年度末比１億57百万円増加して243億76百万円となりました。 

負債合計は、短期借入金が減少した一方、リース債務を計上したことなどにより、前連結会計年度末

比３億20百万円増加して76億87百万円となりました。 

純資産合計では、新株予約権を計上（平成20年４月10日発行）した一方、自己株式が増加したことな

どにより、前連結会計年度末比１億62百万円減少して166億89百万円となりました。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

事業の種類別セグメント別売上高

事業の種類別セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
 至 平成19年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
至 平成20年12月31日)

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

医薬品事業 8,598,827 94.9 8,431,052 96.6 △167,774

ホルモン及び消化器系医薬品 5,900,117 65.1 6,159,344 70.5  259,226

代謝性及び循環器系医薬品 865,155 9.5 740,296 8.5 △124,858

その他 1,833,554 20.3 1,531,411 17.6 △302,142

医療用／研究用機器事業 460,934 5.1 300,287 3.4 △160,646

合計 9,059,761 100.0 8,731,340 100.0 △328,421

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況
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当第３四半期連結会計期間末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２億17百万円

減少して47億66百万円となりました。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況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） 

税金等調整前四半期純利益、減価償却費および仕入債務の増加などによる資金の増加が、売上債権の

増加およびたな卸資産の増加などによる資金の減少を上回ったことにより、営業活動によるキャッシ

ュ・フローは４億47百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

有価証券および信託受益権などの取得または償還による純収支が、投資有価証券の取得および有形固

定資産の取得による支出を上回ったことにより、投資活動によるキャッシュ・フローは５億16百万円の

収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

セール・アンド・リースバック取引による収入を計上した一方、長短借入金およびリース債務の返済

などにより、財務活動によるキャッシュ・フローは11億71百万円の支出となりました。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月14日に公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。 
  

該当事項はありません。 
  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、および一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  ① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月

14日 企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委

員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

   ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

   ③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員

会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他
(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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   ④ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委

員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半

期連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更して

おります。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリ

ース資産を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産を有形固定資産に719,353千円、無形

固定資産に4,784千円計上しておりますが、これによる損益に与える影響は軽微であります。 
  

当社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、第１四半期

連結会計期間から、一部の機械装置の耐用年数を７年から８年に変更しております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 

(4) 追加情報
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,942,357 1,059,922 
受取手形及び売掛金 3,321,569 2,906,730 
有価証券 3,315,930 5,925,527 
商品 429,550 544,409 
製品 828,386 888,168 
原材料 490,431 431,415 
仕掛品 1,264,306 804,912 
その他 2,432,224 2,044,221 
貸倒引当金 △207 △305 
流動資産合計 14,024,549 14,605,002 

固定資産   
有形固定資産   
土地 3,504,924 3,504,924 
その他（純額） 3,852,879 3,217,115 
有形固定資産合計 7,357,804 6,722,040 

無形固定資産 61,350 18,722 
投資その他の資産   
投資有価証券 2,411,671 1,721,758 
その他 701,322 1,305,007 
貸倒引当金 △180,250 △153,761 
投資その他の資産合計 2,932,743 2,873,003 

固定資産合計 10,351,898 9,613,767 

資産合計 24,376,448 24,218,770 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 638,592 438,306 
短期借入金 1,267,200 1,877,200 
未払法人税等 15,594 27,176 
賞与引当金 105,564 189,630 
役員賞与引当金 15,000 20,000 
その他 1,812,792 1,510,905 
流動負債合計 3,854,742 4,063,218 

固定負債   
社債 2,000,000 2,000,000 
長期借入金 1,148,800 1,199,200 
退職給付引当金 36,798 36,968 
その他 646,954 67,269 
固定負債合計 3,832,552 3,303,437 

負債合計 7,687,295 7,366,655 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 7,504,866 7,504,866 
資本剰余金 8,411,316 8,411,315 
利益剰余金 1,155,894 1,204,378 
自己株式 △514,799 △338,856 
株主資本合計 16,557,278 16,781,703 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 18,102 14,035 
繰延ヘッジ損益 △89,675 △52,060 
為替換算調整勘定 91,142 96,600 
評価・換算差額等合計 19,569 58,574 

新株予約権 100,000 － 
少数株主持分 12,304 11,836 

純資産合計 16,689,152 16,852,114 

負債純資産合計 24,376,448 24,218,770 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,731,340 
売上原価 2,622,633 

売上総利益 6,108,706 

販売費及び一般管理費  
販売費及び一般管理費合計 5,932,023 

営業利益 176,683 

営業外収益  
受取利息 45,145 
受取配当金 16,071 
研究開発負担金収入 100,000 
その他 23,221 
営業外収益合計 184,438 

営業外費用  
支払利息 47,733 
その他 14,987 

営業外費用合計 62,720 

経常利益 298,402 

特別利益  
貸倒引当金戻入額 112 
特別利益合計 112 

特別損失  
固定資産処分損 1,562 
投資有価証券評価損 29,507 
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,850 
貸倒引当金繰入額 22,638 
特別損失合計 57,558 

税金等調整前四半期純利益 240,955 

法人税、住民税及び事業税 8,542 
法人税等調整額 10,080 

法人税等合計 18,622 

少数株主利益 610 
四半期純利益 221,722 
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【第３四半期連結会計期間】 
（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,553,177 
売上原価 998,051 

売上総利益 2,555,126 

販売費及び一般管理費  
販売費及び一般管理費合計 1,952,549 

営業利益 602,577 

営業外収益  
受取利息 14,641 
受取配当金 6,218 
その他 8,311 
営業外収益合計 29,171 

営業外費用  
支払利息 15,254 
為替差損 5,767 
その他 2,228 

営業外費用合計 23,250 

経常利益 608,498 

特別損失  
固定資産処分損 600 
投資有価証券評価損 25,992 
ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 250 
貸倒引当金繰入額 9,960 
特別損失合計 36,803 

税金等調整前四半期純利益 571,694 

法人税、住民税及び事業税 3,007 
法人税等調整額 2,742 
法人税等合計 5,750 

少数株主利益 1,544 

四半期純利益 564,400 
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 240,955 
減価償却費 506,987 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,389 
賞与引当金の増減額（△は減少） △84,066 
受取利息及び受取配当金 △61,216 
支払利息 47,733 
為替差損益（△は益） 1,535 
売上債権の増減額（△は増加） △414,839 
たな卸資産の増減額（△は増加） △197,895 
仕入債務の増減額（△は減少） 200,285 
未払金の増減額（△は減少） △14,487 
その他 203,560 
小計 454,942 

利息及び配当金の受取額 63,634 
利息の支払額 △47,138 
役員退職慰労金の支払額 △12,080 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,551 

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,806 

投資活動によるキャッシュ・フロー  
有価証券の償還による収入 1,900,000 
信託受益権の取得による支出 △323,939 
信託受益権の償還による収入 419,134 
有形固定資産の取得による支出 △324,682 
投資有価証券の取得による支出 △1,131,553 
長期前払費用の取得による支出 △8,050 
その他 △14,523 
投資活動によるキャッシュ・フロー 516,383 

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） △610,000 
長期借入金の返済による支出 △50,400 
セール・アンド・リースバック取引による収入 174,883 
リース債務の返済による支出 △244,131 
自己株式の純増減額（△は増加） △175,941 
配当金の支払額 △265,444 
その他 △764 
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,171,797 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,262 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,869 

現金及び現金同等物の期首残高 4,984,788 
現金及び現金同等物の四半期末残高 4,766,918 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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【参考】

前年同四半期に係る財務諸表

四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年10月１日
至 平成19年12月31日)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 売上高 3,449,364 9,059,761

Ⅱ 売上原価 833,452 2,922,835

   売上総利益 2,615,911 6,136,925

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,939,325 5,597,586

   営業利益 676,586 539,338

Ⅳ 営業外収益 26,919 96,092

Ⅴ 営業外費用 18,291 65,341

   経常利益 685,214 570,089

Ⅵ 特別利益 59 2,494

Ⅶ 特別損失 29,645 81,995

   税金等調整前四半期純利益 655,627 490,589

   法人税、住民税及び事業税 6,276 16,671

   法人税等調整額 4,648 20,825

   少数株主利益 572 2,205

   四半期純利益 644,130 450,886
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 490,589

 ２ 減価償却費 419,734

 ３ 投資有価証券評価損 44,604

 ４ 貸倒引当金の増加額 1,282

 ５ 賞与引当金の減少額（△） △88,900

 ６ 受取利息及び受取配当金 △52,935

 ７ 支払利息 48,807

 ８ 為替差益 △2,436

 ９ 役員退職金 30,400

 10 売上債権の増加額 △1,088,353

 11 たな卸資産の増加額 △10,520

 12 仕入債務の増加額 203,344

 13 未払金の増加額 121,620

 14 その他 △139,157

   小計 △21,919

 15 利息及び配当金の受取額 55,837

 16 利息の支払額 △48,249

 17 役員退職金の支払額 △12,080

 18 法人税等の支払額 △21,494

   営業活動によるキャッシュ・フロー △47,905

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △100,000

 ２ 有価証券の取得による支出 △700,326

 ３ 有価証券の償還による収入 700,000

 ４ 信託受益権の取得による支出 △1,115,881

 ５ 信託受益権の償還による収入 1,853,466

 ６ 有形固定資産の取得による支出 △471,315

 ７ 有形固定資産の売却による収入 64,700

 ８ 投資有価証券の取得による支出 △749,448

 ９ 投資有価証券の売却による収入 2,904

 10 長期前払費用の取得による支出 △7,247

 11 その他 △5,111

   投資活動によるキャッシュ・フロー △528,259

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純減少額 △110,000

 ２ 長期借入金の借入による収入 200,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △142,011

 ４ 自己株式の取得・処分による純収支(取得：△) △228,239

 ５ 配当金の支払額 △240,893

   財務活動によるキャッシュ・フロー △521,144

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,195

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △1,096,114

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,161,303

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期期末残高 3,065,189
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