
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

  

 

   

 

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

  

平成24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成23年７月29日

上 場 会 社 名 日本ケミカルリサーチ株式会社 上場取引所  東・大

コ ー ド 番 号 ４５５２ URL http://www.jcrpharm.co.jp

代  表  者 (役職名)取締役会長兼社長 (氏名)芦田 信
問合せ先責任者 (役職名)常務取締役管理本部長 (氏名)萬谷 哲志 (TEL)0797(32)8591

四半期報告書提出予定日 平成23年８月12日 配当支払開始予定日    ―

(百万円未満切捨て)

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

（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 ％

24年３月期第１四半期 3,087 △21.1 137 △84.7 140 △84.2 117 △78.7

23年３月期第１四半期 3,911 19.0 896 159.3 887 134.8 551 117.7

(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 71百万円(△82.4％) 23年３月期第１四半期 405百万円( －％)

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 3. 63 3. 62

23年３月期第１四半期 17. 64 17. 03

（２）連結財政状態

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 30,692 22,713 73.8

23年３月期 29,817 22,832 76.3

(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 22,639百万円 23年３月期 22,762百万円

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 － 6. 00 － 6. 00 12. 00

24年３月期 －

24年３月期(予想) 6. 00 － 6. 00 12. 00

３．平成24年３月期の連結業績予想（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) 6,440 △8.5 320 △69.4 320 △68.3 200 △67.0 6. 19

通期 14,220 △1.6 1,200 △14.7 1,200 △8.6 750 △19.0 23. 23



  

 

 

 
  

・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財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・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、添付

資料P.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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (     ―     )、除外  －社 (     ―     )

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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

（４）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 32,421,577株 23年３月期 32,421,577株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 133,273株 23年３月期 133,177株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 32,288,368株 23年３月期１Ｑ 31,253,066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
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当第１四半期累計期間におきましては、販売面において営業組織を改変してエリアマーケティングの

強化を図るとともに、腎性貧血治療薬「エポエチンアルファＢＳ注ＪＣＲ」およびライソゾーム病治療

薬の海外展開に向けた世界標準の品質保証体制構築に努めました。 

これらの結果、当第１四半期累計期間における当社グループの売上高は、期初予想と同水準となりま

したが、前年同期において合計10億27百万円を計上した契約金収入および抗がん剤原体の売上高が当第

１四半期においては計上されなかったことにより、前年同期に比べて８億24百万円減少して30億87百万

円となりました。 

なお、抗がん剤原体および契約金収入につきましては、それぞれ第２四半期および第３四半期以降で

の売上計上を見込んでおります。 

利益面におきましては、主として上記減収の影響により、営業利益１億37百万円（前年同期比７億59

百万円減）、経常利益１億40百万円（前年同期比７億47百万円減）、四半期純利益１億17百万円（前年

同期比４億34百万円減）の結果となりました。 

事業別の売上高の状況は以下のとおりであります。 

成長ホルモン製剤「グロウジェクト」および「エポエチンアルファＢＳ注ＪＣＲ」の売上高は前年同

期と同水準となりましたが、尿由来製品が前年同期比増収となったことにより医薬品製品群の売上高は

29億92百万円（前年同期比２億８百万円増）となりました。しかしながら、契約金収入および抗がん剤

原体商品の売上が当第１四半期累計期間においては計上されなかったことにより、医薬品事業の売上高

は29億93百万円（前年同期比８億18百万円減）の結果となりました。 

研究用機器の売上高が減少したことにより、医療用・研究用機器の売上高は93百万円（前年同期比６

百万円減）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は306億92百万円（前連結会計年度末比８億75百万円

増）、負債合計は79億79百万円（前連結会計年度末比９億94百万円増）、純資産合計は227億13百万円

（前連結会計年度末比１億18百万円減）となりました。 

流動資産は、前払費用が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ３億６百万円増加して

141億26百万円となりました。固定資産につきましては、投資有価証券が減少した一方、長期前払費用

が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ５億69百万円増加して165億66百万円となりまし

た。 

流動負債は未払金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ10億47百万円増加して58億79

百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少などにより、前連結会計年度末に比べ52百万円減

少して20億99百万円となりました。 

なお、前払費用、長期前払費用及び未払金の増加は、主として投資契約に基づくロイヤリティの支払

条件を変更し、今後支払うロイヤリティを前払いにより一括払いすることに合意したことによるもので

あります。 

１．当四半期決算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

① 医薬品事業

② 医療用・研究用機器事業

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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純資産につきましては、四半期純利益を計上した一方、配当金の支払いおよびその他の包括利益累計

額の減少などにより、前連結会計年度末に比べ１億18百万円減少して227億13百万円となりました。 

これらの結果、第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.5ポ

イント低下して73.8％となりました。 

  

平成24年３月期の業績予想に関しましては、平成23年５月12日に公表いたしました第２四半期累計期

間および通期の業績予想に変更はありません。 

なお、本日別途公表いたしました「当社と株式会社メディパルホールディングスの提携に関するお知

らせ」に関しましては、具体的な取組みを検討する過程において業績に重要な影響を及ぼすことが明ら

かになった場合には、速やかに開示を行う予定であります。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,439,264 2,562,436

受取手形及び売掛金 3,904,924 3,827,450

有価証券 2,979,717 1,729,527

商品及び製品 668,566 734,580

仕掛品 1,060,196 1,204,402

原材料及び貯蔵品 2,846,064 2,763,247

その他 928,131 1,310,911

貸倒引当金 △6,146 △5,760

流動資産合計 13,820,720 14,126,796

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,700,457 3,648,152

土地 3,602,773 3,602,773

その他（純額） 3,015,987 2,994,411

有形固定資産合計 10,319,218 10,245,336

無形固定資産 120,539 114,211

投資その他の資産

投資有価証券 4,412,021 4,178,608

その他 1,343,565 2,226,464

貸倒引当金 △198,564 △198,564

投資その他の資産合計 5,557,021 6,206,508

固定資産合計 15,996,779 16,566,056

資産合計 29,817,499 30,692,853

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 955,207 1,020,253

短期借入金 1,746,000 1,723,000

未払法人税等 323,914 106,516

賞与引当金 249,155 400,838

役員賞与引当金 59,500 70,625

その他 1,499,131 2,558,674

流動負債合計 4,832,908 5,879,908

固定負債

長期借入金 633,200 591,200

退職給付引当金 50,655 44,957

その他 1,468,586 1,463,600

固定負債合計 2,152,442 2,099,758

負債合計 6,985,350 7,979,667
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 9,061,866 9,061,866

資本剰余金 10,779,605 10,779,605

利益剰余金 2,964,585 2,888,028

自己株式 △82,722 △82,801

株主資本合計 22,723,335 22,646,699

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 53,646 8,259

繰延ヘッジ損益 △55,329 △65,460

為替換算調整勘定 40,464 50,218

その他の包括利益累計額合計 38,780 △6,983

新株予約権 69,717 73,123

少数株主持分 315 345

純資産合計 22,832,148 22,713,185

負債純資産合計 29,817,499 30,692,853
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,911,258 3,087,133

売上原価 1,151,871 1,022,839

売上総利益 2,759,387 2,064,293

販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費合計 1,862,747 1,927,110

営業利益 896,640 137,183

営業外収益

受取利息 13,358 14,073

受取配当金 11,056 9,514

為替差益 2,564 5,181

その他 3,087 3,582

営業外収益合計 30,066 32,352

営業外費用

支払利息 13,107 14,210

持分法による投資損失 24,717 11,364

その他 1,317 3,960

営業外費用合計 39,143 29,535

経常利益 887,563 140,000

特別利益

貸倒引当金戻入額 17 －

特別利益合計 17 －

特別損失

固定資産処分損 532 431

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,783 －

特別損失合計 15,316 431

税金等調整前四半期純利益 872,264 139,568

法人税、住民税及び事業税 279,377 85,300

法人税等調整額 41,597 △62,934

法人税等合計 320,974 22,365

少数株主損益調整前四半期純利益 551,289 117,203

少数株主利益 40 30

四半期純利益 551,249 117,172
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

該当事項はありません。 

四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 551,289 117,203

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △73,534 △45,386

繰延ヘッジ損益 △75,255 △10,131

為替換算調整勘定 3,144 9,753

その他の包括利益合計 △145,646 △45,764

四半期包括利益 405,643 71,439

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 405,602 71,408

少数株主に係る四半期包括利益 40 30

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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