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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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 ％

22年3月期第2四半期 13,965 4.6 2,862 △5.6 2,790 △17.3 1,894 △10.0

21年3月期第2四半期 13,348 ― 3,033 ― 3,373 ― 2,104 ―

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

22年3月期第2四半期 33.35 ―

21年3月期第2四半期 36.81 ―

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

22年3月期第2四半期 60,721 54,373 89.5 957.14
21年3月期 58,214 52,308 89.9 920.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  54,373百万円 21年3月期  52,308百万円

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

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

21年3月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00

22年3月期 ― 12.50

22年3月期 
（予想）

― 12.50 25.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有  
 

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 27,800 2.2 4,700 △0.6 4,700 △7.7 3,200 0.8 56.33



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４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） 

(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 

上記の予想は、本資料の発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提として作成したものであり、今後様々な要因により、予想と異なる
結果となる可能性があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 58,584,093株 21年3月期  58,584,093株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,775,973株 21年3月期  1,775,337株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 56,808,404株 21年3月期第2四半期 57,180,589株



当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日～平成21年9月30日）の売上高は、前年同期に比べ4.6％増加し139

億6千5百万円となりました。これは、海外売上が円高の影響などにより減少したものの、国内医薬品の売上増加

に加え、一過性のロイヤルティー収入があったことによるものです。一方、営業利益は28億6千2百万円（前年同

期比5.6％減）となりました。これは、アルツディスポの需要増加に対応するために前第3四半期から稼動した高

萩工場第4製剤棟の減価償却費等の原価増要因に加え、米国スパルツの変形性肩関節症の適応症追加を目的とし

た治験の終了などに伴い研究開発費が増加したことによるものです。経常利益は円高による外貨建債券等の為替

差損などがあり27億9千万円（同17.3％減）、四半期純利益は前年同期に計上した保有債券関連の特別損失がな

かったことから18億9千4百万円（同10.0％減）となりました。 

  

事業区分別の売上概況 

＜医薬品＞ 

主力製品である関節機能改善剤アルツの国内市場は、高齢者人口の増加に加え、販売提携先の科研製薬株式

会社とともに変形性膝関節症の疾患啓発活動を推進したことにより、引き続き拡大しました。こうした市場状

況を背景にアルツの医療機関納入数量が伸び、売上は増加しました。海外では、主要市場である米国市場にお

いて、スパルツの現地販売数量は増加しましたが、当社からの輸出売上は、円高や現地販売価格低下の影響に

より減少しました。中国向け輸出は、現地販売が引き続き増加基調にあるものの、一部出荷の第3四半期への

時期ずれにより減少しました。 

眼科手術補助剤オペガンは、販売提携先の参天製薬株式会社と連携して、顧客ニーズに対応する販売促進活

動に努めたことにより売上が増加し、市場シェアをさらに伸ばしました。 

内視鏡用粘膜下注入材ムコアップは、販売提携先のジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社とともに、内

視鏡手術の手技の浸透を通じた市場拡大に努めた結果、売上が増加しました。 

これらの結果、医薬品の売上高は105億8千3百万円（同4.9％増）となりました。  

＜医薬品原体＞ 

主にヒアルロン酸の売上増加により、医薬品原体の売上高は8億5千1百万円（同11.2％増）となりました。

＜試薬・診断薬＞ 

国内売上は品質管理向けエンドトキシン測定用試薬などを中心に堅調に推移したものの、海外売上が円高の

影響などにより減少し、試薬・診断薬の売上高は22億1千9百万円（同9.3％減）となりました。 

  

  

当第2四半期末における総資産は607億2千1百万円となり、前期末に比べ25億6百万円の増加となりました。こ

れは主に有価証券及び投資有価証券の増加によるものです。負債は63億4千8百万円となり、前期末に比べ4億4千

1百万円の増加となりました。これは主に未払法人税等の増加によるものです。また、純資産は543億7千3百万円

となり、前期末に比べ20億6千4百万円の増加となりました。これは主に利益剰余金及びその他有価証券評価差額

金の増加によるものです。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



当第2四半期までの実績及び現時点で見通すことの出来る諸要素を織り込んで、平成21年5月12日に発表した平

成22年3月期連結業績予想を修正しました。 

売上高は、前回予想を下回る見込みです。ロイヤルティーの一部が来期以降にずれ込むとともに、試薬・診断

薬の海外売上が米国の景気停滞の影響で減少する見込みです。これに伴って、営業利益、経常利益、当期純利益

ともに、前回予想を下回る見込みです。 

以上により、売上高は278億円（前回予想比4.8％減）、営業利益47億円（同13.0％減）、経常利益47億円（同

14.5％減）、当期純利益32億円（同13.5％減）を予想します。  

注）第3四半期以降の連結業績予想の為替レートは、前回想定レートの対米ドル96円から91円に変更していま

す。 

  

  

該当事項はありません。  

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計算する方法に

よっております。  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

当社及び国内連結子会社は、税金費用について当第2四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純

利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じ

て計算しております。  

なお、見積実効税率に係る法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含まれております。  

  

該当事項はありません。   

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高  営業利益 経常利益 当期純利益 
一株当たり当期

純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

 前回発表予想（Ａ） 29,200 5,400 5,500 3,700 64.89

 今回修正予想（Ｂ） 27,800 4,700 4,700 3,200 56.33

 増減額（Ｂ－Ａ） △1,400 △700 △800 △500 －

 増減率（％） △4.8 △13.0 △14.5 △13.5 －

 前期実績（平成21年3月期） 27,207 4,729 5,094 3,175 55.68

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



５．四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,995 5,802

受取手形及び売掛金 7,945 7,760

有価証券 5,960 4,885

商品及び製品 2,484 2,197

仕掛品 848 824

原材料及び貯蔵品 768 899

繰延税金資産 710 719

その他 1,322 1,962

貸倒引当金 △1 △8

流動資産合計 26,034 25,042

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,982 13,905

減価償却累計額 △8,129 △7,871

建物及び構築物（純額） 5,853 6,034

機械装置及び運搬具 10,459 10,219

減価償却累計額 △6,633 △5,831

機械装置及び運搬具（純額） 3,825 4,388

土地 1,073 1,071

リース資産 1,300 1,288

減価償却累計額 △287 △180

リース資産（純額） 1,013 1,108

建設仮勘定 0 －

その他 2,139 1,993

減価償却累計額 △1,526 △1,381

その他（純額） 612 612

有形固定資産合計 12,378 13,214

無形固定資産   

その他 518 512

無形固定資産合計 518 512

投資その他の資産   

投資有価証券 19,983 17,881

長期貸付金 300 320

繰延税金資産 1 261

その他 1,829 1,327

貸倒引当金 △325 △345

投資その他の資産合計 21,789 19,446

固定資産合計 34,686 33,172

資産合計 60,721 58,214



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 750 883

1年内返済予定の長期借入金 700 －

リース債務 193 189

未払法人税等 812 251

賞与引当金 635 599

その他 2,226 2,287

流動負債合計 5,318 4,211

固定負債   

長期借入金 － 700

リース債務 785 877

繰延税金負債 129 －

その他 115 117

固定負債合計 1,029 1,694

負債合計 6,348 5,906

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,840 3,840

資本剰余金 5,301 5,301

利益剰余金 47,151 45,967

自己株式 △2,076 △2,076

株主資本合計 54,217 53,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 474 △126

為替換算調整勘定 △318 △598

評価・換算差額等合計 156 △724

純資産合計 54,373 52,308

負債純資産合計 60,721 58,214



(2)四半期連結損益計算書 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,348 13,965

売上原価 4,426 5,123

売上総利益 8,922 8,842

販売費及び一般管理費   

販売手数料 856 932

人件費 901 836

賞与引当金繰入額 185 192

退職給付費用 7 35

研究開発費 2,536 2,703

その他 1,401 1,278

販売費及び一般管理費合計 5,889 5,979

営業利益 3,033 2,862

営業外収益   

受取利息 121 120

受取配当金 107 69

為替差益 93 －

その他 39 74

営業外収益合計 361 264

営業外費用   

支払利息 6 28

為替差損 － 305

固定資産除却損 11 1

その他 3 0

営業外費用合計 21 336

経常利益 3,373 2,790

特別損失   

投資有価証券売却損 62 －

有価証券評価損 82 －

特別損失合計 145 －

税金等調整前四半期純利益 3,227 2,790

法人税、住民税及び事業税 1,119 897

法人税等調整額 4 △1

法人税等合計 1,123 896

四半期純利益 2,104 1,894



該当事項はありません。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米    ：米国 

その他の地域：ドイツ、英国 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米    ：米国 

その他の地域：ドイツ、英国 

  

(3)継続企業の前提に関する注記

(4)セグメント情報

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益             

売上高             

（1）外部顧客に対する売上高  11,838  895  614  13,348  －  13,348

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高  50  317  18  386  (386)  －

計  11,889  1,212  632  13,734  (386)  13,348

営業費用  8,966  1,238  590  10,795  (480)  10,315

営業利益又は営業損失（△）  2,922  △25  42  2,938  94  3,033

  
日本

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ売上高及び営業損益             

売上高             

（1）外部顧客に対する売上高  12,773  709  482  13,965  －  13,965

（2）セグメント間の内部売上高又は振替高  47  415  16  479  (479)  －

計  12,821  1,125  499  14,445  (479)  13,965

営業費用  10,104  1,000  479  11,584  (481)  11,103

営業利益  2,716  125  19  2,860  1  2,862



  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米    ：米国、カナダ 

その他の地域：中国、台湾、イタリア、スウェーデン 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域は次のとおりであります。 

北米    ：米国、カナダ 

その他の地域：中国、台湾、イタリア 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。   

  

該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,307  1,329  3,637

Ⅱ 連結売上高（百万円）              13,348

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.3  9.9  27.2

  北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  2,403  1,020  3,424

Ⅱ 連結売上高（百万円）              13,965

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  17.2  7.3  24.5

(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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