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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,038 △42.9 335 △72.4 326 △73.7 382 △51.7
21年3月期第2四半期 3,571 ― 1,212 ― 1,241 ― 790 ―

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 7,764.52 ―
21年3月期第2四半期 16,118.26 15,933.81

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 7,370 6,160 83.6 125,153.61
21年3月期 7,843 6,210 79.2 126,173.58

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,160百万円 21年3月期  6,210百万円

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 ― ― ― 6,500.00 6,500.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 4,184 △30.2 675 △54.0 664 △53.6 603 △35.5 12,261.57

1



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

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 49,222株 21年3月期  49,222株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 49,222株 21年3月期第2四半期 49,065株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関
する定性的情報をご参照ください。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融環境の悪化を契機に内外の景気が低迷し、
為替・株式相場も安定感を欠くなか、企業収益の減少傾向や雇用情勢の悪化傾向が続いており、予断を許
さない状況となっております。 
 当社の主力商品であるレスキュラ®点眼液については、眼科医を対象とした製品説明会や緑内障の早期
発見につなげるための眼底読影勉強会を積極的に行うなど、処方数の維持に努めておりますが、売上の減
少は抑えることができず、当第２四半期累計期間の売上高は1,372百万円（前年同期比15.6％減）となり
ました。また、米国のSucampo Pharma Americas,Inc.社の製品で当社が受託製造、供給を行っております
Amitiza®カプセルの当第２四半期累計期間の売上高は538百万円（前年同期比70.9％減）となりました。 
 これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高2,038百万円（前年同期比42.9％減）、営業利
益335百万円（前年同期比72.4％減）、経常利益326百万円（前年同期比73.7％減）、四半期純利益382百
万円（前年同期比51.7％減）となりました。 
  
  

流動資産の残高は5,074百万円（前事業年度末5,201百万円）となり、127百万円減少しました。主な要
因は、現金及び預金の増加（2,387百万円から2,641百万円へ254百万円増）製品の増加（78百万円から209
百万円へ131百万円増）となった一方、流動資産のその他に含まれている前払費用の減少（305百万円から
70百万円へ234百万円減）や仕掛品の減少（1,128百万円から970百万円へ157百万円減）によるものであり
ます。 
 固定資産の残高は2,296百万円（前事業年度末2,641百万円）となり、345百万円減少しました。主な要
因は、有形固定資産の減少（896百万円から784百万円へ111百万円減）や投資有価証券の減少（1,496百万
円から1,307百万円へ189百万円減）によるものであります。 
 流動負債の残高は771百万円（前事業年度末763百万円）となり、8百万円増加しました。主な要因は、
買掛金の減少（196百万円から109百万円へ86百万円減）や流動負債のその他に含まれている未払金の減少
（139百万円から80百万円へ59百万円減）となった一方、流動負債のその他に含まれている前受金の増加
（288百万円から430百万円へ142百万円増）によるものであります。 
 固定負債の残高は439百万円（前事業年度末869百万円）となり、430百万円減少しました。主な要因
は、繰延税金負債の増加（300百万円から409百万円へ109百万円増）となった一方、長期借入金の返済に
よる減少（500百万円から0百万円へ500百万円減）によるものであります。 
  純資産の残高は6,160百万円（前事業年度末6,210百万円）となり、50百万円減少しました。主な要因
は、利益剰余金は増加（4,107百万円から4,169百万円へ62百万円増）したものの、その他有価証券評価差
額金が減少（855百万円から742百万円へ112百万円減）したことによるものであります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  該当事項はありません。 
  

  

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

(2) 四半期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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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,641,868 2,387,277

売掛金 232,672 302,690

製品 209,060 78,038

仕掛品 970,537 1,128,030

原材料及び貯蔵品 687,442 686,231

その他 333,182 619,600

流動資産合計 5,074,764 5,201,869

固定資産   

有形固定資産 784,769 896,693

無形固定資産 161,172 176,193

投資その他の資産   

投資有価証券 1,307,000 1,496,432

その他 43,245 72,321

投資その他の資産合計 1,350,245 1,568,753

固定資産合計 2,296,188 2,641,641

資産合計 7,370,952 7,843,510

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,334 196,250

未払法人税等 62,292 87,039

その他 599,572 479,895

流動負債合計 771,199 763,185

固定負債   

長期借入金 － 500,000

繰延税金負債 409,983 300,018

役員退職慰労引当金 19,604 53,982

執行役員退職慰労引当金 － 4,833

その他 9,853 10,975

固定負債合計 439,442 869,810

負債合計 1,210,641 1,632,995

純資産の部   

株主資本   

資本金 653,987 653,987

資本剰余金 593,787 593,787

利益剰余金 4,169,638 4,107,395

株主資本合計 5,417,412 5,355,169

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 742,899 855,345

評価・換算差額等合計 742,899 855,345

純資産合計 6,160,311 6,210,515

負債純資産合計 7,370,952 7,843,510
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 3,571,042 2,038,647

売上原価 1,203,560 617,795

売上総利益 2,367,482 1,420,851

販売費及び一般管理費 1,154,565 1,085,837

営業利益 1,212,916 335,013

営業外収益   

受取利息 3,619 1,853

為替差益 31,755 －

保険返戻金 － 1,758

還付加算金 － 1,425

その他 458 1,195

営業外収益合計 35,832 6,232

営業外費用   

支払利息 3,797 3,205

為替差損 － 10,108

株式交付費 3,241 －

その他 － 1,570

営業外費用合計 7,039 14,884

経常利益 1,241,708 326,361

特別利益   

固定資産売却益 － 289,536

役員退職慰労引当金戻入額 － 14,255

特別利益合計 － 303,792

特別損失   

固定資産売却損 － 1,067

固定資産除却損 35 697

特別損失合計 35 1,764

税引前四半期純利益 1,241,673 628,389

法人税、住民税及び事業税 427,256 58,294

法人税等調整額 23,574 187,909

法人税等合計 450,830 246,204

四半期純利益 790,842 382,185
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,414,074 1,001,821

売上原価 476,943 319,370

売上総利益 937,130 682,451

販売費及び一般管理費 690,745 578,495

営業利益 246,384 103,956

営業外収益   

受取利息 3,619 1,090

保険返戻金 － 1,758

その他 174 658

営業外収益合計 3,793 3,507

営業外費用   

支払利息 1,777 1,517

為替差損 5,338 7,908

その他 － 1,320

営業外費用合計 7,115 10,745

経常利益 243,062 96,718

特別損失   

固定資産売却損 － 1,067

固定資産除却損 － 697

特別損失合計 － 1,764

税引前四半期純利益 243,062 94,953

法人税、住民税及び事業税 66,741 △80,465

法人税等調整額 △24,409 121,606

法人税等合計 42,332 41,141

四半期純利益 200,730 53,812
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 1,241,673 628,389

減価償却費 120,176 143,609

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,900 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,790 △34,377

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,856 △4,833

受取利息及び受取配当金 △3,619 △1,853

支払利息 3,797 3,205

為替差損益（△は益） △20,965 11,781

無形固定資産除売却損益（△は益） － △289,536

売上債権の増減額（△は増加） △263,255 70,018

たな卸資産の増減額（△は増加） 311,063 25,259

前渡金の増減額（△は増加） 22,043 △814

前払費用の増減額（△は増加） △325,359 234,410

長期前払費用の増減額（△は増加） △54,733 －

仕入債務の増減額（△は減少） △132,103 △86,916

未払金の増減額（△は減少） 29,262 △37,500

未払費用の増減額（△は減少） △4,869 8,521

前受金の増減額（△は減少） 103,154 142,301

その他 △69,871 69,249

小計 957,141 880,915

利息及び配当金の受取額 3,619 1,853

利息の支払額 △3,807 △5,520

法人税等の支払額 △1,054,622 △82,786

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,668 794,462

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 △246,833 △44,102

無形固定資産の取得による支出 △11,550 △5,360

無形固定資産の売却による収入 － 289,536

差入保証金の回収による収入 － 28,459

その他 50 27

投資活動によるキャッシュ・フロー △258,333 268,561

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 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △300,000 －

長期借入金の返済による支出 － △500,000

株式の発行による収入 769,575 －

配当金の支払額 △356,100 △295,528

リース債務の返済による支出 △905 △1,122

ストックオプションの行使による収入 20,116 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 432,685 △796,650

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,965 △11,781

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 97,648 254,591

現金及び現金同等物の期首残高 2,160,574 2,387,277

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,258,222 2,641,868
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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

株式会社アールテック・ウエノ（4573）平成22年３月期　第２四半期決算短信

9




