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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 2,606 △6.2 430 △16.0 430 △16.4 269 △70.9
23年3月期第3四半期 2,778 △5.5 512 21.5 515 22.8 926 109.4

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3四半期 2,736.74 2,730.61
23年3月期第3四半期 9,406.69 ―

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

24年3月期第3四半期 8,054 7,254 89.9 73,695.73
23年3月期 8,493 7,235 85.2 73,499.16
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,254百万円 23年3月期  7,235百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― ― ― 3,000.00 3,000.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 3,000.00 3,000.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 4,239 0.8 1,146 14.7 1,158 15.0 752 △39.7 7,648.92



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 98,444 株 23年3月期 98,444 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 98,444 株 23年3月期3Q 98,444 株

※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報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続きが完了しております。 

※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、添付資料P3「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気の落ち込みから緩やかな持ち直し

の動きがあるものの、欧州財政問題の深刻化による円高の長期化など、景気全般において先行き不透明な状況で推

移いたしました。 

 医薬品業界におきましても、後発品の普及促進、長期収載品の薬価引き下げ等の医療費抑制政策により引き続き

厳しい状況にあり、新薬開発が一層重要な課題となっております。 

 このような状況のもと、当社は製品価値の 大化に向けた販路の再構築や眼科・皮膚科領域における新薬の創出

を目指し、積極的に事業活動に取り組みました。  

 当第３四半期累計期間の売上高は、2,606百万円（前年同期比6.2％減）となりました。 

 利益面におきましては、主に売上高の減少により営業利益430百万円（同16.0％減）、経常利益430百万円（同

16.4％減）、四半期純利益269百万円（同70.9％減）となりました。 

 なお、四半期純利益につきましては、前第２四半期累計期間に田辺三菱製薬株式会社とのライセンス契約の解消

に伴う受取和解金を計上したことから前年同期比で大きく減少しております。  

  

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

（レスキュラ®点眼液） 

 当社の主力商品であるレスキュラ®点眼液は、製品価値の 大化に向け、販売先との共同プロモーションに注力 

し、次の施策を行っております。 

 ①緑内障の早期発見を目指して眼科医を対象に眼底読影勉強会を積極的に開催するとともに、製品説明会等を通

 じ、レスキュラ®点眼液の販売促進活動を行う 

 ②学会セミナーの開催や講演会記録集等の作成により製品特性等の情報提供を活発に行い、レスキュラ®点眼液 

 の認知度向上・普及促進活動に取り組む 

 これらの施策にもかかわらず処方数やロイヤリティー収入の減少により、当第３四半期累計期間の売上高は

1,153百万円（同16.4％減）となりました。 

 今後は、国内販売において他社製品との競合や薬価改定の影響等により厳しい状況が見込まれることから、日 

本、中国、台湾、韓国及び北米地域を除く全世界でSucampo AG社（旧 Sucampo Manufacturing & Research AG社）

へ開発、製造及び商業化権のライセンス譲渡を行う等、グローバル化を推進し、ウノプロストンの事業収益の 大

化を図ってまいります。 

  

（Amitiza®カプセル） 

 当社は米国のSucampo Pharma Americas,Inc.社（以下SPA社）との北米地域における独占的製造供給契約に基づ 

き、慢性特発性便秘症及び便秘型過敏性腸症候群治療薬の受託製造を行っております。 

 当第３四半期累計期間の売上高は、円高に推移した為替の影響を受けたものの、便秘型過敏性腸症候群治療薬の

出荷数の増加により、1,409百万円（同6.1％増）となりました。 

   

（医薬品開発支援サービス） 

 医薬品開発支援サービスの当第３四半期累計期間の売上高は43百万円（同39.2％減）となりました。  

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における流動資産は6,566百万円となり、前事業年度末に比べ312百万円減少いたしま 

した。これは主に製品が140百万円増加した一方、売掛金が435百万円減少したことによるものであります。 

 固定資産は1,488百万円となり、前事業年度末に比べ126百万円減少いたしました。これは主に減価償却により有

形固定資産が89百万円、無形固定資産が23百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は8,054百万円となり、前事業年度末に比べ438百万円減少いたしました。 

 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債は462百万円となり、前事業年度末に比べ427百万円減少いたしまし 

た。これは主に未払法人税等が451百万円減少したことによるものであります。 

 固定負債は337百万円となり、前事業年度末に比べ30百万円減少いたしました。これは主に繰延税金負債が25百 

万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は799百万円となり、前事業年度末に比べ457百万円減少いたしました。 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は7,254百万円となり、前事業年度末に比べ19百万円増加いたしま

した。これは主に剰余金の配当により295百万円減少したものの、四半期純利益を269百万円計上したことに加え、

その他有価証券評価差額金が33百万円増加したこと等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は89.9％（前事業年度末は85.2％）となりました。 

     

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成23年５月13日の「平成23年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の業績予想から変更はありません。

 なお、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。  
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,741,343 4,851,410

売掛金 477,360 41,633

製品 85,745 225,832

仕掛品 834,150 741,854

原材料及び貯蔵品 521,524 460,537

その他 218,211 244,847

流動資産合計 6,878,336 6,566,117

固定資産   

有形固定資産 565,379 476,271

無形固定資産 114,583 90,814

投資その他の資産   

投資有価証券 867,888 855,856

その他 67,280 65,771

投資その他の資産合計 935,169 921,627

固定資産合計 1,615,132 1,488,713

資産合計 8,493,468 8,054,831

負債の部   

流動負債   

買掛金 125,583 87,391

未払法人税等 451,600 －

その他 313,393 375,432

流動負債合計 890,577 462,824

固定負債   

繰延税金負債 259,353 233,640

役員退職慰労引当金 32,137 －

資産除去債務 70,600 70,939

その他 5,248 32,523

固定負債合計 367,340 337,104

負債合計 1,257,917 799,928

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 5,505,534 5,479,618

株主資本合計 6,753,308 6,727,392

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 482,242 515,518

評価・換算差額等合計 482,242 515,518

新株予約権 － 11,990

純資産合計 7,235,551 7,254,902

負債純資産合計 8,493,468 8,054,831
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高   

製品売上高 2,528,417 2,481,290

ロイヤリティー収入 250,001 125,000

売上高合計 2,778,419 2,606,290

売上原価 945,352 877,901

売上総利益 1,833,067 1,728,389

販売費及び一般管理費 1,320,766 1,298,126

営業利益 512,300 430,262

営業外収益   

受取利息 2,714 3,353

受取賃貸料 7,889 8,318

受取補償金 3,348 －

保険返戻金 481 －

その他 621 2,113

営業外収益合計 15,055 13,785

営業外費用   

為替差損 12,350 13,309

営業外費用合計 12,350 13,309

経常利益 515,005 430,738

特別利益   

受取和解金 972,380 －

特別利益合計 972,380 －

特別損失   

固定資産除却損 472 11,317

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5,979 －

特別損失合計 6,452 11,317

税引前四半期純利益 1,480,933 419,421

法人税、住民税及び事業税 395,528 95,988

法人税等調整額 159,372 54,017

法人税等合計 554,901 150,005

四半期純利益 926,032 269,415
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 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。   

   

   

 該当事項はありません。  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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