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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 42,342 3.0 6,064 2.1 5,806 0.2 3,516 3.1
21年3月期第2四半期 41,103 ― 5,941 ― 5,796 ― 3,410 ―

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

22年3月期第2四半期 35.82 ―

21年3月期第2四半期 33.67 ―

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

22年3月期第2四半期 96,649 59,541 61.6 606.50
21年3月期 94,504 56,679 60.0 577.27

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  59,541百万円 21年3月期  56,679百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 13.00 ― 13.00 26.00
22年3月期 ― 15.00

22年3月期 
（予想）

― 15.00 30.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 86,100 3.8 11,300 6.3 10,800 4.9 6,500 16.5 66.21
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4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 101,879,461株 21年3月期  101,879,461株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,706,932株 21年3月期  3,695,041株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期  98,179,371株 21年3月期第2四半期 101,293,180株
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【定性的情報・財務諸表等】                                

1．連結経営成績に関する定性的情報 

医薬品業界では、医療機関・調剤薬局に対する後発医薬品の使用促進、DPC(診断群分類別包括支払制度)対

象病院の増加など、国の医療費抑制策が推し進められております。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、主力の医薬品・医療機器が売上を伸ばし、売上高は

42,342 百万円（対前年同期比 3.0％増）となりました。利益面につきましては、海外治験の展開などにより試験研究

費が増加する一方で、販売費及び一般管理費の効率化につとめ、営業利益は 6,064 百万円（対前年同期比 2.1％

増）、経常利益は 5,806 百万円（対前年同期比 0.2％増）、四半期純利益は 3,516 百万円（対前年同期比 3.1％増）

となりました。 

 

   事業の種類別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、主力品の関節機能改善剤「アルツ」が引き続き売上を伸ばし、癒着防止吸収

性バリア「セプラフィルム」も伸長いたしました。後発医薬品も売上を伸ばしましたが、慢性動脈閉塞症治療剤「プロ

サイリン」は減収となりました。 

農業薬品につきましては、飼料添加物「サリノマイシン」の海外売上の落ち込みもあり減収となりました。 

その結果、売上高は 41,105 百万円(対前年同期比 3.1％増)、営業利益は 5,301 百万円(対前年同期比 1.9％増)

となりました。 

なお、海外売上高は 1,266 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の地代であり、売上高は 1,237 百万円(対前年同期比 0.1％増)、

営業利益は 762 百万円(対前年同期比 3.5％増)となりました。 

 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

   (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 96,649 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,144 百万円

の増加となりました。これは主に、有価証券の増加によるものであります。 

負債は 37,107 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 717 百万円の減少となりました。これは主に、流動負債の

その他に含まれている設備に係る未払金の減少によるものであります。 

また、純資産は 59,541 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 2,862 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、61.6％（前連結会計年度末 60.0％）となりました。 

   

    (2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 1,855 百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には 14,412 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資金の増加は 4,023 百万円となりました。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。 
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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資金の減少は 1,483 百万円となりました。これは主に、有形

固定資産の取得による支出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資金の減少は 684 百万円となりました。これは主に、配当金

の支払によるものであります。 

 

3．連結業績予想に関する定性的情報 

     平成 21 年 ５月 12 日に発表いたしました業績予想は変更しておりません。 

            

4．その他 

(1)期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2)簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

定率法を採用している資産につきましては、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

当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する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

(3)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 該当事項はありません。 
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5.【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）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 8,510 10,155 
受取手形及び売掛金 28,934 28,347 
有価証券 5,902 2,401 
商品及び製品 5,630 5,670 
仕掛品 1,738 1,676 
原材料及び貯蔵品 3,382 3,599 
その他 3,007 3,087 
貸倒引当金 △6 △7 

流動資産合計 57,098 54,931 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 18,028 18,161 
その他（純額） 7,588 7,734 
有形固定資産合計 25,617 25,895 

無形固定資産 415 448 
投資その他の資産   
投資有価証券 6,085 5,042 
その他 7,432 8,185 
貸倒引当金 △0 △0 

投資その他の資産合計 13,517 13,228 

固定資産合計 39,550 39,572 

資産合計 96,649 94,504 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 12,806 13,172 
短期借入金 8,510 7,910 
未払法人税等 2,440 2,564 
引当金   
賞与引当金 1,102 1,162 
その他の引当金 500 565 

その他 5,167 5,862 
流動負債合計 30,527 31,237 

固定負債   
引当金   
退職給付引当金 5,588 5,598 
その他の引当金 367 357 

その他 624 631 
固定負債合計 6,580 6,588 

負債合計 37,107 37,825 
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 26,938 24,698 
自己株式 △3,427 △3,417 

株主資本合計 58,952 56,722 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 589 △43 

評価・換算差額等合計 589 △43 

純資産合計 59,541 56,679 

負債純資産合計 96,649 94,504 
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 41,103 42,342 
売上原価 21,058 21,897 
売上総利益 20,045 20,444 
販売費及び一般管理費   
販売促進費 720 563 
給料 3,840 3,840 
賞与 10 8 
賞与引当金繰入額 713 695 
福利厚生費 589 580 
退職給付費用 516 682 
賃借料 836 784 
旅費及び交通費 754 670 
研究開発費 3,477 3,994 
その他 2,643 2,558 
販売費及び一般管理費合計 14,103 14,379 

営業利益 5,941 6,064 

営業外収益   
受取利息 25 9 
受取配当金 73 57 
受取保険金 51 1 
その他 59 28 
営業外収益合計 210 96 

営業外費用   
支払利息 76 51 
退職給付会計基準変更時差異の処理額 262 262 
その他 16 40 
営業外費用合計 355 354 

経常利益 5,796 5,806 
特別利益   
投資有価証券売却益 32 68 
ゴルフ会員権償還益 － 26 
その他 0 0 
特別利益合計 33 95 

特別損失   
固定資産除却損 42 72 
ゴルフ会員権評価損 21 0 
その他 5 － 

特別損失合計 69 72 

税金等調整前四半期純利益 5,760 5,829 
法人税等 2,349 2,313 
四半期純利益 3,410 3,516 

科研製薬(株)(4521)平成22年３月期 　第２四半期決算短信

-7-



(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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 5,760 5,829 
減価償却費 1,133 1,175 
長期前払費用償却額 71 63 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 279 233 
受取利息及び受取配当金 △99 △66 
支払利息 76 51 
ゴルフ会員権評価損 21 0 
投資有価証券売却損益（△は益） △32 △68 
有形固定資産除却損 42 72 
売上債権の増減額（△は増加） 788 △587 
たな卸資産の増減額（△は増加） △51 195 
仕入債務の増減額（△は減少） △668 △366 
未払消費税等の増減額（△は減少） 106 9 
その他 △631 △80 

小計 6,796 6,460 

利息及び配当金の受取額 99 67 
利息の支払額 △72 △51 
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,915 △2,453 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,907 4,023 
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 △1,479 △1,541 
無形固定資産の取得による支出 △72 △74 
投資有価証券の取得による支出 △187 △232 
投資有価証券の売却による収入 187 325 
長期前払費用の取得による支出 △15 △12 
その他 2 52 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,564 △1,483 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 1,830 600 
長期借入金の返済による支出 △3,000 － 
自己株式の純増減額（△は増加） △644 △9 
配当金の支払額 △1,012 △1,274 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,827 △684 

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） 515 1,855 

現金及び現金同等物の期首残高 12,386 12,556 
現金及び現金同等物の四半期末残高 12,902 14,412 
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(4)継続企業の前提に関する注記

       該当事項はありません。

(5)セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

    売     上     高

（1） 39,866 1,236 41,103 ― 41,103

（2） ― 153 153 ( 153 ) ―

計 39,866 1,389 41,256 ( 153 ) 41,103

営 業 利 益 5,204 737 5,941 ― 5,941

当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

    売     上     高

（1） 41,105 1,237 42,342 ― 42,342

（2） ― 153 153 ( 153 ) ―

計 41,105 1,390 42,496 ( 153 ) 42,342

営 業 利 益 5,301 762 6,064 ― 6,064

（注） 1． 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

2． 各事業の主要製品又は内容

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

(6)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  　　該当事項はありません。

（百万円） （百万円） （百万円）

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

セグメント間の内部売上高又は振替高

セグメント間の内部売上高又は振替高

連結

外部顧客に対する売上高

薬業 不動産事業 計 消去又は全社
（百万円） （百万円）

　 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

 　本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社はありません。

   不動産事業………不動産賃貸、ビルメンテナンス他

薬業

外部顧客に対する売上高

   薬業………………医薬品、農業薬品

連結不動産事業 計 消去又は全社
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