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1. 平成24年３月期第１四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日）

（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 ％

24年３月期第１四半期 11,776 3.5 1,137 △36.9 1,179 △36.8 703 △27.4

23年３月期第１四半期 11,378 5.9 1,802 4.8 1,865 4.5 970 △2.8

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

24年３月期第１四半期 24 87 －

23年３月期第１四半期 34 27 －

（2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第１四半期 84,732 74,362 87.8

23年３月期 84,885 74,246 87.5

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 74,362百万円 23年３月期 74,246百万円

2. 配当の状況

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

23年３月期 ― 20 00 ― 20 00 40 00

24年３月期 ―

24年３月期(予想) 20 00 ― 20 00 40 00

3. 平成24年３月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 24,400 8.7 1,300 △57.6 1,400 △55.7 700 △59.9 24 73

通期 48,800 7.6 2,700 46.4 2,900 43.9 1,300 38.7 45 93



  

 

 

 
  

  

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財務諸表のレビュー手続は終

了しております。 

  

  

本資料に記載しております予想数値は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断

したものであり、リスクや不確実な要素を含んでおります。したがって、実際の業績は、様々な要素によ

り、これらの予想数値とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。また、新た

な情報、将来の事象、その他の結果に関わらず、常に当社が、将来の見通しを見直すとは限りません。 

なお、現時点において、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素としては、以下のような事

項を挙げることができます。（かかるリスクや不確実な要素はこれらの事項に限定されるものではありま

せん。） 

◇ 薬事法その他の法令または規制の変化 

◇ 薬価の改定 

◇ 副作用の発現 

◇ 研究開発の遅延または中止 

◇ 製商品の供給停止 

◇ 訴訟の提起 

業績予想の前提となる仮定等については、添付資料の２ページ「1．当四半期決算に関する定性的情報

（4）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他

（1）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（2）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（3）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 28,800,000株 23年３月期 28,800,000株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 498,342株 23年３月期 498,302株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 28,301,694株 23年３月期１Ｑ 28,302,380株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）
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※ 当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

○添付資料の目次
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当第１四半期累計期間の売上高は、11,776百万円と前年同期に比べ398百万円（3.5％）増加しまし

た。 

主要な製品・商品の販売状況につきましては、「レミッチカプセル（血液透析患者における経口そう

痒症改善剤）」は2,256百万円と前年同期に比べ638百万円（39.4％）増加したほか、「ツルバダ配合錠

（抗HIV薬）」は2,276百万円と前年同期に比べ327百万円（16.8％）増加しました。一方、「注射用フ

サン（蛋白分解酵素阻害剤）」は1,228百万円と前年同期に比べ330百万円（21.2％）減少しました。 

費用面におきましては、売上原価は4,834百万円と前年同期に比べ205百万円（4.4％）増加し、販売

費及び一般管理費は研究開発費が増加したこと等により5,803百万円と前年同期に比べ858百万円

（17.4％）増加しました。 

以上の結果、営業利益は1,137百万円と前年同期に比べ665百万円（36.9％）減少し、経常利益は

1,179百万円と前年同期に比べ685百万円（36.8％）減少しました。四半期純利益につきましては703百

万円と前年同期に比べ266百万円（27.4％）減少しております。 

  

当第１四半期会計期間末の総資産は、84,732百万円と前事業年度末に比べ153百万円（0.2％）減少し

ました。これは、商品及び製品は1,120百万円、現金及び預金は1,038百万円増加しましたが、有価証券

は1,579百万円、キャッシュ・マネージメント・システム預託金は811百万円減少したこと等によるもの

です。 

負債につきましては、10,369百万円と前事業年度末に比べ269百万円（2.5％）減少しました。これ

は、買掛金は1,743百万円増加しましたが、未払法人税等が587百万円、賞与引当金が546百万円減少し

たこと等によるものです。 

純資産につきましては、74,362百万円と前事業年度末に比べ116百万円（0.2％）増加しました。これ

は、主に利益剰余金が137百万円増加したことによるものです。 

  

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は982百万円であります。 

  

業績予想につきましては、前回発表（平成23年5月11日「平成23年３月期決算短信（非連結）」）の

予想数値を変更しておりません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（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）研究開発活動

（4）業績予想に関する定性的情報
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当事業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。 

  

  

  

  

2．サマリー情報（その他）に関する事項

   四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 税金費用の計算
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3．四半期財務諸表

（1）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,773 12,812

キャッシュ・マネージメント・システム預託
金

12,071 11,260

受取手形及び売掛金 18,435 18,676

有価証券 19,580 18,000

商品及び製品 3,332 4,453

仕掛品 358 545

原材料及び貯蔵品 1,685 1,344

その他 1,326 1,369

流動資産合計 68,563 68,462

固定資産

有形固定資産 5,671 5,601

無形固定資産 683 665

投資その他の資産 9,968 10,003

固定資産合計 16,322 16,270

資産合計 84,885 84,732

負債の部

流動負債

買掛金 3,816 5,560

未払法人税等 1,050 462

賞与引当金 1,158 611

役員賞与引当金 50 14

返品調整引当金 3 2

その他 3,532 2,781

流動負債合計 9,612 9,433

固定負債

退職給付引当金 507 421

その他 520 514

固定負債合計 1,027 935

負債合計 10,639 10,369

純資産の部

株主資本

資本金 5,190 5,190

資本剰余金 6,416 6,416

利益剰余金 63,397 63,534

自己株式 △857 △857

株主資本合計 74,146 74,283

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 100 79

評価・換算差額等合計 100 79

純資産合計 74,246 74,362

負債純資産合計 84,885 84,732
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（2）四半期損益計算書

 【第１四半期累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 11,378 11,776

売上原価 4,629 4,834

売上総利益 6,748 6,941

販売費及び一般管理費

販売促進費 806 865

給料及び手当 1,101 1,136

賞与引当金繰入額 497 487

研究開発費 411 982

その他 2,128 2,331

販売費及び一般管理費合計 4,945 5,803

営業利益 1,802 1,137

営業外収益

受取利息 35 29

受取配当金 16 15

為替差益 7 －

その他 10 4

営業外収益合計 69 49

営業外費用

支払利息 0 0

為替差損 － 6

その他 6 0

営業外費用合計 7 7

経常利益 1,865 1,179

特別損失

固定資産除却損 6 0

災害による損失 － 28

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 143 －

特別損失合計 149 29

税引前四半期純利益 1,715 1,150

法人税等 745 446

四半期純利益 970 703
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（3）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期会計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）

（4）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日）
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