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 (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 ％27年3月期第3四半期 71,155 6.2 16,611 40.4 16,474 41.8 9,605 29.326年3月期第3四半期 67,018 0.3 11,830 △2.5 11,621 △2.0 7,431 0.7（注）包括利益 27年3月期第3四半期 11,650百万円 （45.7％） 26年3月期第3四半期 7,995百万円 （8.1％）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27年3月期第3四半期 115.03 ―26年3月期第3四半期 86.86 ―総資産 純資産 自己資本比率百万円 百万円 ％27年3月期第3四半期 115,822 72,186 62.326年3月期 106,465 68,096 64.0（参考）自己資本 27年3月期第3四半期 72,186百万円 26年3月期 68,096百万円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26年3月期 ― 24.00 ― 24.00 48.0027年3月期 ― 27.00 ―27年3月期（予想） 27.00 54.003. 平成27年 3月期の連結業績予想（平成26年 4月 1日～平成27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 91,400 2.8 16,800 5.8 16,400 5.7 10,700 9.9 129.12



(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 （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（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 (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 （将来に関する記述等についてのご注意）  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２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。  （四半期決算補足説明資料の入手方法）  四半期決算補足説明資料は、四半期決算短信とあわせて、当社ホームページに掲載する予定であります。 

※ 注記事項① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有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） 27年3月期3Q 96,879,461 株 26年3月期 101,879,461 株② 期末自己株式数 27年3月期3Q 14,013,107 株 26年3月期 17,380,750 株③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期3Q 83,504,846 株 26年3月期3Q 85,554,076 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 

当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は 71,155百万円（対前年同期比 6.2％増）、営業

利益は 16,611 百万円（対前年同期比 40.4％増）、経常利益は 16,474 百万円（対前年同期比 41.8％増）となりまし

た。四半期純利益は固定資産の売却等による特別損失の計上により、9,605 百万円（対前年同期比 29.3％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、薬価改定の影響などにより関節機能改善剤「アルツ」は減収となりましたが、

爪白癬治療剤「クレナフィン」の発売、癒着防止吸収性バリア「セプラフィルム」や後発医薬品の伸長、ライセンス収

入の増加などにより増収となりました。 

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。 

この結果、売上高は 69,326百万円（対前年同期比 6.4％増）、セグメント利益（営業利益）は 15,508百万円（対前

年同期比 44.4％増）となりました。 

なお、海外売上高は 5,205 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 1,829 百万円（対前年同期

比 1.2％減）、セグメント利益（営業利益）は 1,103 百万円（対前年同期比 1.5％増）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３四半期連結会計期間末における総資産は115,822百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,357百万円

の増加となりました。これは主に、売掛金の増加によるものであります。 

負債は 43,636百万円となり、前連結会計年度末に比べ 5,267百万円の増加となりました。これは主に、流動負債

「その他」(未払金)の増加によるものであります。 

また、純資産は 72,186 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,089 百万円の増加となりました。これは主に、

四半期純利益の計上によるものであります。 

自己資本比率は、62.3％（前連結会計年度末 64.0％）となりました。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期につきましては、平成 26 年 5 月 12 日に発表した業績予想は変更しておりません。 
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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３四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 

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

 「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第 26 号 平成 24 年５月 17 日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 25 号 平成 24 年５月 17 日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第 35項本文及び退職給付適用指針第 67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率

決定の基礎となる債券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から、

退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変

更しております。 

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第 37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余

金に加減しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が 464 百万円減少し、利益剰余金が 299 

百万円増加しております。また、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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軽微であります。 
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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26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,644 9,874

  受取手形及び売掛金 25,363 37,649

  有価証券 7,812 7,613

  商品及び製品 6,855 6,659

  仕掛品 1,641 1,743

  原材料及び貯蔵品 4,724 4,268

  その他 2,460 2,427

  貸倒引当金 △2 －

  流動資産合計 58,501 70,237

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 16,770 16,392

   その他（純額） 11,746 9,876

   有形固定資産合計 28,516 26,269

  無形固定資産 598 497

  投資その他の資産   

   投資有価証券 10,994 13,422

   その他 7,854 5,395

   貸倒引当金 △0 －

   投資その他の資産合計 18,848 18,818

  固定資産合計 47,964 45,584

 資産合計 106,465 115,822
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 13,713 16,190

  短期借入金 4,195 4,195

  未払法人税等 3,628 2,364

  引当金   

   賞与引当金 1,277 624

   その他の引当金 603 668

  その他 4,637 10,533

  流動負債合計 28,056 34,576

 固定負債   

  引当金   

   その他の引当金 3 －

  退職給付に係る負債 9,493 8,539

  その他 816 520

  固定負債合計 10,312 9,059

 負債合計 38,368 43,636

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 23,853 23,853

  資本剰余金 11,587 11,406

  利益剰余金 49,789 50,414

  自己株式 △17,656 △16,055

  株主資本合計 67,574 69,619

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 2,398 3,960

  退職給付に係る調整累計額 △1,876 △1,393

  その他の包括利益累計額合計 521 2,566

 純資産合計 68,096 72,186

負債純資産合計 106,465 115,822
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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３四半期連結累計期間）

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

売上高 67,018 71,155

売上原価 34,296 34,097

売上総利益 32,721 37,057

販売費及び一般管理費   

 給料 5,874 5,717

 賞与及び賞与引当金繰入額 1,300 1,367

 退職給付費用 665 654

 研究開発費 5,246 4,806

 その他 7,804 7,899

 販売費及び一般管理費合計 20,891 20,445

営業利益 11,830 16,611

営業外収益   

 受取利息 6 5

 受取配当金 190 208

 その他 44 74

 営業外収益合計 242 288

営業外費用   

 支払利息 37 21

 退職給付会計基準変更時差異の処理額 393 393

 その他 19 10

 営業外費用合計 450 426

経常利益 11,621 16,474

特別利益   

 固定資産売却益 － 7

 その他 2 －

 特別利益合計 2 7

特別損失   

 固定資産売却損 － 1,187

 固定資産除却損 18 29

 長期前払費用償却 － 525

 ゴルフ会員権売却損 － 8

 その他 2 2

 特別損失合計 21 1,753

税金等調整前四半期純利益 11,602 14,728

法人税等 4,171 5,123

少数株主損益調整前四半期純利益 7,431 9,605

四半期純利益 7,431 9,605
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

           (単位：百万円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 7,431 9,605

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 564 1,561

 退職給付に係る調整額 － 483

 その他の包括利益合計 564 2,045

四半期包括利益 7,995 11,650

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 7,995 11,650
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（３）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）

  ①自己株式の消却

  　 当社は、平成26年５月30日付で、平成26年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を5,000,000株、

   5,195百万円消却いたしました。

  ②自己株式の取得

   　当社は、当第３四半期連結累計期間において、平成26年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式

   を1,590,000株、3,498百万円取得いたしました。

　この結果、資本剰余金が181百万円、利益剰余金が5,013百万円それぞれ減少し、当第３四半期連結会計期間

  末における資本剰余金は11,406百万円、利益剰余金は50,414百万円、自己株式は14,013,107株、16,055百万円

  となっております。

（セグメント情報等）

 Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年12月31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 65,167 1,851 67,018 ― 67,018

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 238 238 △ 238 ―

計 65,167 2,089 67,256 △ 238 67,018

　　セグメント利益（営業利益） 10,743 1,086 11,830 ― 11,830

　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３四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年12月31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 69,326 1,829 71,155 ― 71,155

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 241 241 △ 241 ―

計 69,326 2,070 71,396 △ 241 71,155

　　セグメント利益（営業利益） 15,508 1,103 16,611 ― 16,611

　２．報告セグメントごとの資産に関する情報

　　　 「不動産事業」セグメントの資産の金額が前連結会計年度末に比べ3,430百万円減少しております。これは主

　　に、科研新浦安ビル（千葉県浦安市）を平成26年12月に売却したことによるものであります。

　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。

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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