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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第99期

第２四半期
連結累計期間

第100期
第２四半期
連結累計期間

第99期

会計期間
自 2018年４月１日
至 2018年９月30日

自 2019年４月１日
至 2019年９月30日

自 2018年４月１日
至 2019年３月31日

売上高 (百万円) 47,521 45,170 94,165

経常利益 (百万円) 12,536 13,929 24,972

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 8,840 9,547 17,775

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 9,848 9,279 16,782

純資産額 (百万円) 117,180 123,183 121,131

総資産額 (百万円) 152,434 154,490 155,985

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 220.84 242.56 445.78

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 76.9 79.7 77.7

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 7,040 15,657 21,129

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △1,217 △1,517 △5,744

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △6,541 △7,226 △9,524

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 51,976 65,469 58,555
 

　

回次
第99期

第２四半期
連結会計期間

第100期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2018年７月１日
至 2018年９月30日

自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 120.80 120.89
 

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

　

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び連結子会社)が営む事業の内容について、重要な変更

はありません。

　また、連結子会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 
(1) 財政状態及び経営成績の状況

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は海外売上の減少等により、45,170百万円(対前年

同四半期比4.9％減)となりました。

利益面では、売上高は減少したものの、販売費及び一般管理費の減少により、営業利益は13,744百万円(対前年

同四半期比11.2％増)となりました。販売費及び一般管理費が減少した主たる要因は、研究開発費が3,334百万円

(対前年同四半期比41.6％減)となったためであります。経常利益は13,929百万円(対前年同四半期比11.1％増)、親

会社株主に帰属する四半期純利益は9,547百万円(対前年同四半期比8.0％増)となりました。

 

セグメントごとの経営成績は、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、爪白癬治療剤「クレナフィン」、関節機能改善剤「アルツ」、癒着防止吸

収性バリア「セプラフィルム」の売上は前年並みでしたが、高脂血症治療剤「リピディル」の売上が後発医薬品

の影響により減少し、海外売上も減少したことなどから、減収となりました。

農業薬品につきましては増収となりました。

この結果、売上高は43,976百万円(対前年同四半期比5.1％減)、セグメント利益(営業利益)は13,011百万円(対

前年同四半期比11.9％増)となりました。

なお、海外売上高は2,965百万円(対前年同四半期比29.7％減)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1,194百万円(対前年同四半

期比2.4％増)、セグメント利益(営業利益)は732百万円(対前年同四半期比1.1％増)となりました。

 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は154,490百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,494百万円の減

少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少によるものであります。

負債は31,307百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,546百万円の減少となりました。これは主に、支払手形

及び買掛金の減少によるものであります。

また、純資産は123,183百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,051百万円の増加となりました。これは主に、

利益剰余金の増加(親会社株主に帰属する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、79.7％(前連結会計年度末77.7％)となりました。

 

(2) 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6,913百万円増加し、

65,469百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

 

（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、前年同四半期に比べ8,617百万円収

入が増加し、15,657百万円の収入となりました。これは主に、売上債権の減少によるものであります。
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（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、前年同四半期に比べ299百万円支出

が増加し、1,517百万円の支出となりました。これは主に、有形固定資産の取得額の増加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、前年同四半期に比べ685百万円支出

が増加し、7,226百万円の支出となりました。これは主に、自己株式の取得額の増加によるものであります。

 
(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

 

(4) 研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は3,334百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 
(5) 主要な設備

新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第２四半期連結累計期間に著しい変動があった設備は、次

のとおりであります。

提出会社

新たな計画が次のとおり確定しております。

事業所名
 (所在地)

セグメント
の名称

区分 設備の内容
投資予定額

資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

関西支店
(大阪府大阪市
中央区)

薬業
不動産事業

建替
支店社屋及び
賃貸建物等

1,551 2 自己資金
2019年
11月

2021年
２月

 

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　投資予定額には、解体費用は含まれておりません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

科研製薬株式会社(E00935)

四半期報告書

 4/19



第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 193,000,000

計 193,000,000
 

 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2019年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2019年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品

取引業協会名
内容

普通株式 45,939,730 45,939,730
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数は100株で
あります。

計 45,939,730 45,939,730 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2019年９月30日 ― 45,939,730 ― 23,853 ― 11,406
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(5) 【大株主の状況】

2019年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己株式を
除く。)の総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式
会社(信託口)

東京都港区浜松町２－11－３ 2,336 6.00

東レ株式会社 東京都中央区日本橋室町２－１－１ 2,294 5.90

農林中央金庫 東京都千代田区有楽町１－13－２ 1,843 4.74

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１－８－11 1,535 3.95

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町１－５－５ 1,474 3.79

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
LUXEMBOURG/JASDEC SECURITIES/UCITS
ASSETS
(常任代理人　香港上海銀行東京支店
カストディ業務部)

60, AVENUE J.F. KENNEDY L－1855
LUXEMBOURG
 
(東京都中央区日本橋３－11－１)

983 2.53

杏林製薬株式会社 東京都千代田区神田駿河台４－６ 852 2.19

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口５)

東京都中央区晴海１－８－11 685 1.76

日本生命保険相互会社
東京都千代田区丸の内１－６－６
日本生命証券管理部内

680 1.75

科研製薬従業員持株会 東京都文京区本駒込２－28－８ 592 1.52

計 ― 13,279 34.12
 

(注)　上記のほか当社が所有する自己株式数は7,022千株であります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2019年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式 ― ―

7,022,000

完全議決権株式(その他)
普通株式

388,108 ―
38,810,800

単元未満株式
普通株式

― 一単元(100株)未満の株式
106,930

発行済株式総数 45,939,730 ― ―

総株主の議決権 ― 388,108 ―
 

(注) 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が5,500株含まれており

ます。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数55個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  2019年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
科研製薬株式会社

東京都文京区本駒込
２－28－８

7,022,000 ― 7,022,000 15.29

計 ― 7,022,000 ― 7,022,000 15.29
 

(注)　株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が500株あります。

なお、当該株式数は上記「①　発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含まれておりま

す。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2019年７月１日から2019年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2019年４月１日から2019年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、アーク有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 なお、明治アーク監査法人は、2019年７月１日をもって有限責任監査法人に移行したことにより、名称をアーク有

限責任監査法人に変更しております。
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１ 【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
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 46,956 51,869

  受取手形及び売掛金 ※1  30,340 23,460

  有価証券 11,599 13,599

  商品及び製品 6,113 5,512

  仕掛品 2,647 2,887

  原材料及び貯蔵品 4,959 4,479

  その他 1,114 1,216

  貸倒引当金 △0 △0

  流動資産合計 103,731 103,025

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 17,443 17,064

   その他（純額） 8,959 9,069

   有形固定資産合計 26,402 26,133

  無形固定資産 551 464

  投資その他の資産   

   投資有価証券 17,068 16,586

   その他 8,231 8,280

   投資その他の資産合計 25,299 24,867

  固定資産合計 52,254 51,465

 資産合計 155,985 154,490
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 ※1  10,729 7,744

  電子記録債務 ※1  1,529 1,123

  短期借入金 3,875 3,875

  未払法人税等 4,042 4,483

  引当金   

   賞与引当金 1,149 1,057

   その他の引当金 408 343

  その他 ※1  5,844 5,548

  流動負債合計 27,580 24,176

 固定負債   

  退職給付に係る負債 6,642 6,545

  その他 631 586

  固定負債合計 7,274 7,131

 負債合計 34,854 31,307

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 23,853 23,853

  資本剰余金 11,408 11,406

  利益剰余金 109,057 107,877

  自己株式 △26,782 △23,281

  株主資本合計 117,536 119,856

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 4,524 4,190

  退職給付に係る調整累計額 △930 △864

  その他の包括利益累計額合計 3,594 3,326

 純資産合計 121,131 123,183

負債純資産合計 155,985 154,490
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 47,521 45,170

売上原価 19,977 19,279

売上総利益 27,543 25,891

販売費及び一般管理費   

 給料 3,456 3,174

 賞与及び賞与引当金繰入額 821 718

 退職給付費用 317 235

 研究開発費 5,708 3,334

 その他 4,883 4,684

 販売費及び一般管理費合計 15,187 12,147

営業利益 12,356 13,744

営業外収益   

 受取利息 3 3

 受取配当金 182 211

 その他 31 44

 営業外収益合計 216 259

営業外費用   

 支払利息 8 8

 為替差損 14 30

 保険解約損 － 25

 その他 13 9

 営業外費用合計 36 74

経常利益 12,536 13,929

特別利益   

 固定資産売却益 － 1

 その他 0 －

 特別利益合計 0 1

特別損失   

 固定資産除却損 40 34

 減損損失 － 266

 ゴルフ会員権売却損 4 6

 特別損失合計 45 307

税金等調整前四半期純利益 12,491 13,623

法人税等 3,651 4,075

四半期純利益 8,840 9,547

親会社株主に帰属する四半期純利益 8,840 9,547
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益 8,840 9,547

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 876 △334

 退職給付に係る調整額 131 66

 その他の包括利益合計 1,008 △268

四半期包括利益 9,848 9,279

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 9,848 9,279
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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 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019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 12,491 13,623

 減価償却費 1,036 1,132

 減損損失 － 266

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △142 △1

 受取利息及び受取配当金 △185 △215

 支払利息 8 8

 有形固定資産除却損 40 32

 売上債権の増減額（△は増加） 566 6,879

 たな卸資産の増減額（△は増加） 400 841

 仕入債務の増減額（△は減少） △1,641 △3,391

 その他 △1,055 40

 小計 11,518 19,218

 利息及び配当金の受取額 185 215

 利息の支払額 △8 △8

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △4,655 △3,768

 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,040 15,657

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 △613 △1,309

 無形固定資産の取得による支出 △154 △11

 その他 △450 △195

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,217 △1,517

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の純増減額（△は増加） △3,519 △4,249

 配当金の支払額 △3,021 △2,977

 財務活動によるキャッシュ・フロー △6,541 △7,226

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） △718 6,913

現金及び現金同等物の期首残高 52,694 58,555

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  51,976 ※１  65,469
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【注記事項】

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　2019年４月１日　至　2019年９月30日)

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。
 

 

(四半期連結貸借対照表関係)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理して

おります。

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形及び電子記録債務

が、連結会計年度末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

(2019年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(2019年９月30日)

受取手形 155百万円 ―

支払手形 8 ―

電子記録債務 541 ―

流動負債「その他」   

 (設備関係支払手形) 77 ―

 (営業外電子記録債務) 77 ―
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

現金及び預金勘定 44,376百万円 51,869百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 ― ―

取得日から３か月以内に償還期限の
到来する短期投資（有価証券）

7,599 13,599

現金及び現金同等物 51,976 65,469
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月28日
定時株主総会

普通株式 3,023 75.00 2018年３月31日 2018年６月29日 利益剰余金
 

 
２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年11月６日
取締役会

普通株式 2,978 75.00 2018年９月30日 2018年11月30日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の金額の著しい変動

当社は、当第２四半期連結累計期間において、2018年５月９日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を600,000

株、3,515百万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8,720,976株、26,778百万円となっております。

　

当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

１　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年６月27日
定時株主総会

普通株式 2,978 75.00 2019年３月31日 2019年６月28日 利益剰余金
 

 
２　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2019年11月６日
取締役会

普通株式 2,918 75.00 2019年９月30日 2019年11月29日 利益剰余金
 

 

３　株主資本の金額の著しい変動

(1) 自己株式の消却

当社は、2019年５月31日付で、2019年５月９日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を2,500,000株、7,750

百万円消却いたしました。

(2) 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、2019年５月９日開催の取締役会決議に基づき、自己株式を

800,000株、4,247百万円取得いたしました。

 
この結果、資本剰余金が1百万円、利益剰余金が7,748百万円、自己株式が3,502百万円それぞれ減少し、当第２

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107,877百万円、自己株式は7,022,004

株、23,281百万円となっております。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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

 

報告セグメント
調整額

（百万円）

四半期連結損益
計算書計上額
（百万円）

薬業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

　売上高      

  　外部顧客への売上高 46,354 1,166 47,521 ― 47,521

  　セグメント間の内部売上高
  　又は振替高

― ― ― ― ―

計 46,354 1,166 47,521 ― 47,521

　セグメント利益(営業利益) 11,631 724 12,356 ― 12,356
 

 

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 2019年４月１日 至 2019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

 

報告セグメント
調整額

（百万円）

四半期連結損益
計算書計上額
（百万円）

薬業
（百万円）

不動産事業
（百万円）

計
（百万円）

　売上高      

  　外部顧客への売上高 43,976 1,194 45,170 ― 45,170

  　セグメント間の内部売上高
  　又は振替高

― ― ― ― ―

計 43,976 1,194 45,170 ― 45,170

　セグメント利益(営業利益) 13,011 732 13,744 ― 13,744
 

 

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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「薬業」セグメントにおいて、減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては266百万円であります。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

１株当たり四半期純利益 220円84銭 242円56銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 8,840 9,547

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

8,840 9,547

普通株式の期中平均株式数(千株) 40,030 39,362
 

(注)　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

第100期(2019年４月１日から2020年３月31日まで)中間配当について、2019年11月６日開催の取締役会において、

2019年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　   　　 2,918百万円

　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　   75円00銭

　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　     2019年11月29日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2019年11月13日

科研製薬株式会社

取締役会  御中
　

アーク有限責任監査法人
 

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 二 階 堂　　博　 文  

 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 松　　浦　　大　　樹  

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている科研製薬株式会

社の2019年４月１日から2020年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2019年７月１日から2019年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、科研製薬株式会社及び連結子会社の2019年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以  上

(注) １ 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２ XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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