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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 43,712 0.4 7,358 △3.2 7,211 △2.5 4,598 △0.4
25年3月期第2四半期 43,523 △0.4 7,601 △3.9 7,395 △4.2 4,616 0.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 4,702百万円 （6.2％） 25年3月期第2四半期 4,428百万円 （△2.4％）

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

26年3月期第2四半期 53.57 ―
25年3月期第2四半期 52.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 101,717 67,488 66.3
25年3月期 108,911 66,578 61.1
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  67,488百万円 25年3月期  66,578百万円

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

25年3月期 ― 22.00 ― 22.00 44.00
26年3月期 ― 24.00
26年3月期（予想） ― 24.00 48.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 90,200 3.6 15,000 2.7 14,600 2.5 9,300 3.4 109.26



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
 （注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資
料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 26年3月期2Q 101,879,461 株 25年3月期 101,879,461 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 16,759,125 株 25年3月期 15,537,710 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 85,843,793 株 25年3月期2Q 87,727,807 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 43,712 百万円（対前年同期比 0.4％増）と増収となりましたが、

研究開発費が増加し営業利益は 7,358 百万円（対前年同期比 3.2％減）、経常利益は 7,211 百万円（対前年同期

比 2.5％減）、四半期純利益は 4,598 百万円（対前年同期比 0.4％減）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、関節機能改善剤「アルツ」はほぼ横ばいでしたが、癒着防止吸収性バリア「セ

プラフィルム」、後発医薬品が売上を伸ばしました。 

慢性動脈閉塞症治療剤「プロサイリン」、経皮吸収型鎮痛消炎貼付剤「アドフィード」は減収となりました。 

農業薬品につきましては、殺菌剤「ポリオキシン」が売上を伸ばし、増収となりました。 

その結果、売上高は 42,475 百万円(対前年同期比 0.4％増)、セグメント利益(営業利益)は 6,636 百万円（対前年

同期比 3.2％減）となりました。 

なお、海外売上高は 1,633 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関連の賃貸料であります。売上高は 1,237 百万円(対前年同期比

1.9％増)、セグメント利益（営業利益）は 721 百万円(対前年同期比 3.1％減)となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

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101,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,194百万円

の減少となりました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。 

負債は34,228 百万円となり、前連結会計年度末に比べ8,104 百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金の返済によるものであります。 

また、純資産は 67,488 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 910 百万円の増加となりました。これは主に、利

益剰余金の増加によるものであります。 

自己資本比率は、66.3％（前連結会計年度末 61.1％）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2,858 百万円減少し、

14,062 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、6,252 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、1,152 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、7,958 百万円の支出となりました。これ

は主に、短期借入金の返済によるものであります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四半期連結累計期間の業績は増収減益となりました。通期では、「アルツ」・「セプラフィルム」の伸長に加

え後発医薬品も寄与し、増収増益を見込んでおり、平成 25 年 5 月 13 日に発表した業績予想は変更しておりませ

ん。 

 

２．サマリー情報（注記事項）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 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結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） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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しておりま

す。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,710 10,150

受取手形及び売掛金 31,174 26,382

有価証券 7,210 3,911

商品及び製品 6,018 6,183

仕掛品 1,438 1,935

原材料及び貯蔵品 4,075 4,199

その他 2,359 2,343

貸倒引当金 △3 △2

流動資産合計 61,983 55,103

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,710 17,239

その他（純額） 11,427 11,585

有形固定資産合計 29,138 28,825

無形固定資産 732 662

投資その他の資産   

投資有価証券 10,272 10,434

その他 6,784 6,691

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 17,057 17,125

固定資産合計 46,928 46,613

資産合計 108,911 101,717
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,367 13,504

短期借入金 8,390 4,220

未払法人税等 2,616 2,709

引当金   

賞与引当金 1,129 1,109

その他の引当金 635 531

その他 6,093 5,004

流動負債合計 35,232 27,079

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 6,112 6,326

その他の引当金 5 2

その他 982 820

固定負債合計 7,100 7,149

負債合計 42,333 34,228

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 43,997 46,696

自己株式 △14,796 △16,688

株主資本合計 64,642 65,448

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,936 2,039

その他の包括利益累計額合計 1,936 2,039

純資産合計 66,578 67,488

負債純資産合計 108,911 101,717
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 43,523 43,712

売上原価 22,234 22,419

売上総利益 21,289 21,293

販売費及び一般管理費   

販売促進費 427 480

給料 3,925 3,942

賞与及び賞与引当金繰入額 752 791

福利厚生費 613 630

退職給付費用 595 444

賃借料 726 743

旅費及び交通費 680 681

研究開発費 3,195 3,478

その他 2,770 2,740

販売費及び一般管理費合計 13,687 13,934

営業利益 7,601 7,358

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 80 116

その他 32 32

営業外収益合計 118 154

営業外費用   

支払利息 35 29

退職給付会計基準変更時差異の処理額 262 262

その他 27 8

営業外費用合計 325 301

経常利益 7,395 7,211

特別利益   

投資有価証券売却益 31 －

その他 3 2

特別利益合計 34 2

特別損失   

固定資産除却損 36 11

ゴルフ会員権評価損 2 15

特別損失合計 39 26

税金等調整前四半期純利益 7,390 7,187

法人税等 2,773 2,589

少数株主損益調整前四半期純利益 4,616 4,598

四半期純利益 4,616 4,598
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【四半期連結包括利益計算書】 
【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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,616 4,598

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △188 103

その他の包括利益合計 △188 103

四半期包括利益 4,428 4,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,428 4,702
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 7,390 7,187

減価償却費 1,227 1,227

長期前払費用償却額 43 39

退職給付引当金の増減額（△は減少） 232 213

受取利息及び受取配当金 △85 △121

支払利息 35 29

ゴルフ会員権評価損 2 15

投資有価証券売却損益（△は益） △31 －

有形固定資産除却損 36 11

売上債権の増減額（△は増加） 158 4,792

たな卸資産の増減額（△は増加） △895 △787

仕入債務の増減額（△は減少） 464 △2,862

未払消費税等の増減額（△は減少） △106 26

その他 422 △1,087

小計 8,895 8,685

利息及び配当金の受取額 85 121

利息の支払額 △33 △30

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,305 △2,524

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,641 6,252

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 △2,408 △1,111

無形固定資産の取得による支出 △34 △29

投資有価証券の取得による支出 △721 △1

投資有価証券の売却による収入 142 －

長期前払費用の取得による支出 △21 △28

その他 8 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,035 △1,152

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △4,170

自己株式の純増減額（△は増加） △2,172 △1,892

配当金の支払額 △1,765 △1,896

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,938 △7,958

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） △1,332 △2,858

現金及び現金同等物の期首残高 17,851 16,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,519 14,062
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

  該当事項はありません。

（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２四半期連結累計期間において、平成25年５月13日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を

1,200,000株、1,858百万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16,759,125株、16,688百万円となっております。

（セグメント情報等）

 Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

　１．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

    売     上     高

外部顧客への売上高 42,309 1,214 43,523 ― 43,523

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 156 156 △ 156 ―

計 42,309 1,370 43,680 △ 156 43,523

　　セグメント利益（営業利益） 6,857 744 7,601 ― 7,601

　２．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。

 Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

　１．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

    売     上     高

外部顧客への売上高 42,475 1,237 43,712 ― 43,712

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 158 158 △ 158 ―

計 42,475 1,396 43,871 △ 158 43,712

　　セグメント利益（営業利益） 6,636 721 7,358 ― 7,358

　２．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。

調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書

計上額
(百万円)

薬業 不動産事業
（百万円） （百万円）

報告セグメント

計
（百万円）

調整額
(百万円)

四半期連結
損益計算書

計上額
(百万円)

薬業 不動産事業
（百万円） （百万円）

報告セグメント

計
（百万円）
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