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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 42,872 1.3 7,328 20.8 7,103 22.3 4,241 20.6
22年3月期第2四半期 42,342 3.0 6,064 2.1 5,806 0.2 3,516 3.1

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

23年3月期第2四半期 44.48 ―

22年3月期第2四半期 35.82 ―

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

23年3月期第2四半期 96,438 57,885 60.0 631.82
22年3月期 95,096 59,575 62.6 619.66

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  57,885百万円 22年3月期  59,575百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00

23年3月期 ― 18.00

23年3月期 
（予想）

― 18.00 36.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 86,600 1.9 13,500 14.6 13,000 15.0 7,800 15.8 85.14



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 (3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 101,879,461株 22年3月期  101,879,461株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  10,262,596株 22年3月期  5,738,399株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  95,337,820株 22年3月期2Q  98,179,371株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績は、薬価改定の影響がありましたが、主力の医薬品・医療機器が売上を伸ば

し、売上高は 42,872 百万円（対前年同期比 1.3％増）となりました。売上原価率が改善したほか、研究開発費の発

生時期のずれ等により販売費及び一般管理費が減少し、利益面につきましては、営業利益は 7,328 百万円（対前

年同期比 20.8％増）、経常利益は 7,103 百万円（対前年同期比 22.3％増）、四半期純利益は 4,241 百万円（対前

年同期比 20.6％増）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。 

①薬業 

医薬品・医療機器につきましては、主力品の関節機能改善剤「アルツ」が引き続き売上を伸ばし、癒着防止吸収

性バリア「セプラフィルム」、後発医薬品も伸長いたしました。しかし、経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤「アドフィード」、

慢性動脈閉塞症治療剤「プロサイリン」は減収となりました。 

農業薬品につきましては減収となりました。 

その結果、売上高は 41,648 百万円(対前年同期比 1.3％増)、セグメント利益（営業利益）は 6,619 百万円(対前年

同期比 24.9％増)となりました。 

なお、海外売上高は 965 百万円となりました。 

 

②不動産事業 

不動産事業の主たる収入は文京グリーンコートの地代であります。売上高は 1,224 百万円(対前年同期比 1.1％

減)、セグメント利益（営業利益）は 709 百万円(対前年同期比 7.1％減)となりました。 

 

(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 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は 96,438 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,342 百万円

の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。 

負債は38,552 百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,031 百万円の増加となりました。これは主に、仕入債務

の増加によるものであります。 

また、純資産は 57,885 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,689 百万円の減少となりました。これは主に、

自己株式の取得によるものであります。 

自己資本比率は、60.0％（前連結会計年度末 62.6％）となりました。 

   

      ②連結キャッシュ・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は、前連結会計年度末に比べ1,786 百万円減少し、

15,717 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、6,235 百万円の収入となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純利益によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、2,524 百万円の支出となりました。これ

は主に、有形固定資産の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,498 百万円の支出となりました。これ

は主に、自己株式の取得によるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

特に利益面におきまして、原価率の改善及び費用の効率化等により、平成 22 年５月 11 日発表の業績予想を上

回る見通しとなりましたので変更しております。 

 

連結 

             第２四半期累計期間（実績）        通期（予想） 

         売 上 高          ４２８億円（対前年同期比 101.3％）  ８６６億円（対前年同期比 101.9％） 

営 業 利 益        ７３億円（対前年同期比 120.8％）  １３５億円（対前年同期比 114.6％） 

         経 常 利 益           ７１億円（対前年同期比 122.3％）  １３０億円（対前年同期比 115.0％） 

         四半期(当期)純利益    ４２億円（対前年同期比 120.6％）   ７８億円（対前年同期比 115.8％） 

 

 

(参考)個別 

             第２四半期累計期間（実績）        通期（予想） 

         売 上 高          ４１９億円（対前年同期比 101.2％）  ８４８億円（対前年同期比 102.0％） 

営 業 利 益        ６９億円（対前年同期比 122.0％）  １２８億円（対前年同期比 115.0％） 

         経 常 利 益           ６８億円（対前年同期比 123.4％）  １２４億円（対前年同期比 115.2％） 

         四半期(当期)純利益    ４０億円（対前年同期比 121.5％）    ７５億円（対前年同期比 116.9％） 

 

 

２．その他の情報 

(1)重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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きましては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

 

②特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月 31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日)

を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,412 9,900

受取手形及び売掛金 28,566 27,660

有価証券 7,304 7,603

商品及び製品 5,781 5,386

仕掛品 1,938 1,854

原材料及び貯蔵品 2,118 1,752

その他 2,582 2,672

貸倒引当金 △2 △7

流動資産合計 56,702 56,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,462 17,838

その他（純額） 10,041 7,405

有形固定資産合計 27,504 25,243

無形固定資産 363 391

投資その他の資産   

投資有価証券 4,728 5,445

その他 7,147 7,197

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 11,868 12,636

固定資産合計 39,736 38,272

資産合計 96,438 95,096
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,269 11,174

短期借入金 8,510 8,510

未払法人税等 2,875 2,061

引当金   

賞与引当金 1,077 1,141

その他の引当金 525 540

その他 5,624 5,430

流動負債合計 31,881 28,858

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 5,660 5,678

その他の引当金 424 395

その他 586 588

固定負債合計 6,670 6,662

負債合計 38,552 35,521

純資産の部   

株主資本   

資本金 23,853 23,853

資本剰余金 11,587 11,587

利益剰余金 31,483 28,684

自己株式 △9,058 △4,999

株主資本合計 57,864 59,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20 447

繰延ヘッジ損益 － 2

評価・換算差額等合計 20 450

純資産合計 57,885 59,575

負債純資産合計 96,438 95,096
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(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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 42,342 42,872

売上原価 21,897 21,506

売上総利益 20,444 21,365

販売費及び一般管理費   

販売促進費 563 581

給料 3,840 3,846

賞与 8 －

賞与引当金繰入額 695 －

賞与及び賞与引当金繰入額 － 723

福利厚生費 580 585

退職給付費用 682 678

賃借料 784 735

旅費及び交通費 670 688

研究開発費 3,994 3,633

その他 2,558 2,564

販売費及び一般管理費合計 14,379 14,036

営業利益 6,064 7,328

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 57 55

受取保険金 1 1

その他 28 35

営業外収益合計 96 101

営業外費用   

支払利息 51 38

退職給付会計基準変更時差異の処理額 262 262

その他 40 26

営業外費用合計 354 327

経常利益 5,806 7,103

特別利益   

投資有価証券売却益 68 －

ゴルフ会員権償還益 26 －

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 0 0

特別利益合計 95 4

特別損失   

固定資産除却損 72 102

ゴルフ会員権評価損 0 9

その他 － 0

特別損失合計 72 112

税金等調整前四半期純利益 5,829 6,994

法人税等 2,313 2,753

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,241

四半期純利益 3,516 4,241
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 5,829 6,994

減価償却費 1,175 1,134

長期前払費用償却額 63 35

退職給付引当金の増減額（△は減少） 233 221

受取利息及び受取配当金 △66 △65

支払利息 51 38

ゴルフ会員権評価損 0 9

投資有価証券売却損益（△は益） △68 －

有形固定資産除却損 72 102

売上債権の増減額（△は増加） △587 △905

たな卸資産の増減額（△は増加） 195 △845

仕入債務の増減額（△は減少） △366 2,094

未払消費税等の増減額（△は減少） 9 △310

その他 △80 △379

小計 6,460 8,125

利息及び配当金の受取額 67 65

利息の支払額 △51 △35

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,453 △1,919

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,023 6,235

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 △1,541 △2,478

無形固定資産の取得による支出 △74 △89

投資有価証券の取得による支出 △232 △1

投資有価証券の売却による収入 325 －

長期前払費用の取得による支出 △12 △9

その他 52 55

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,483 △2,524

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 600 －

自己株式の純増減額（△は増加） △9 △4,059

配当金の支払額 △1,274 △1,438

財務活動によるキャッシュ・フロー △684 △5,498

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,855 △1,786

現金及び現金同等物の期首残高 12,556 17,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,412 15,717
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(4)継続企業の前提に関する注記

       該当事項はありません。

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第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

（1） 41,105 1,237 42,342 ― 42,342

（2） ― 153 153 ( 153 ) ―

計 41,105 1,390 42,496 ( 153 ) 42,342

営 業 利 益 5,301 762 6,064 ― 6,064

（注） 1． 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2． 各事業の主要製品又は内容

【所在地別セグメント情報】

前第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）

【海外売上高】

前第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）

　 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 　本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社はありません。

セグメント間の内部売上高又は振替高

   不動産事業………不動産賃貸、ビルメンテナンス他
   薬業………………医薬品、農業薬品

（百万円）
連結

外部顧客に対する売上高

薬業 不動産事業 計 消去又は全社
（百万円） （百万円） （百万円）（百万円）
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【セグメント情報】

　１．報告セグメントの概要

　　当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

　あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

　のであります。

　　当社グループは、医薬品、農業薬品の製造・販売及び不動産賃貸、ビルメンテナンス等の事業を営んでおり、

　業種別に事業に従事する経営スタイルを採用しております。また、各事業の運営は、事業ごとに主体的に行われ、

　包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　　したがって、当社グループは、事業の運営を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「薬業」及び「不

　動産事業」の２つを報告セグメントとしております。

　　「薬業」は、医薬品、医療機器及び農業薬品の製造・販売を主とし、「不動産事業」は、文京グリーンコートの地

　代を主としております。

　２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

　　当第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年９月30日）

    売     上     高

外部顧客への売上高 41,648 1,224 42,872 ― 42,872

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 154 154 △ 154 ―

計 41,648 1,379 43,027 △ 154 42,872

　　セグメント利益（営業利益） 6,619 709 7,328 ― 7,328

　３．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。

（追加情報）

　　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年３月

　27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年３月

　21日)を適用しております。

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（自己株式の取得）

  　　　当社は、当第２四半期連結会計期間において、平成22年６月29日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を

4,500,000株、4,038百万円取得いたしました。

　なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は10,262,596株、9,058百万円となっております。

調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書

計上額
(百万円)

不動産事業
（百万円） （百万円）

薬業 合計
（百万円）

報告セグメント
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