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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1)連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の業績は、主力の医薬品・医療機器が売上を伸ばし、売上高は 21,788 百万円（対

前年同期比 3.6％増）となりました。利益面につきましては、営業利益は 4,178 百万円（対前年同期比 39.5％増）、

経常利益は 4,078 百万円（対前年同期比 41.0％増）、四半期純利益は 2,424 百万円（対前年同期比 42.1％増）と

大きく伸長いたしました。これは、研究開発費の発生時期がずれたことなど、一時的な要因によるものであります。 

 

    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」、後発医薬品も伸長いたしました。 

その結果、売上高は 21,175 百万円(対前年同期比 3.8％増)、セグメント利益（営業利益）は 3,830 百万円(対前年

同期比 46.7％増)となりました。 

なお、海外売上高は 501 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ます。売上高は 612 百万円(対前年同期比 1.0％減)、

セグメント利益（営業利益）は 348 百万円(対前年同期比 9.4％減)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１四半期連結会計期間末における総資産は 99,168 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,071 百万円

の増加となりました。これは主に、売上債権の増加によるものであります。 

負債は38,999 百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,477 百万円の増加となりました。これは主に、仕入債務

の増加によるものであります。 

また、純資産は 60,169 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 594 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、60.7％（前連結会計年度末 62.6％）となりました。 

   

      ②連結キャッシュ・フローの状況 

当第１四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1,166 百万円増加し、

18,670 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１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、2,529 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１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、202 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１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、1,161 百万円の支出となりました。これ

は主に、配当金の支払によるものであります。 
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(3)連結業績予想に関する定性的情報 

     平成 22 年５月 11 日に発表いたしました業績予想は変更しておりません。 

            

２．その他の情報 

(1)重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（たな卸資産の評価方法） 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

（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)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18 号 平成 20 年３月

31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31

日)を適用しております。 

なお、これによる営業利益、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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,966 9,900

受取手形及び売掛金 29,854 27,660

有価証券 8,703 7,603

商品及び製品 5,505 5,386

仕掛品 2,194 1,854

原材料及び貯蔵品 2,321 1,752

その他 2,411 2,672

貸倒引当金 △2 △7

流動資産合計 60,953 56,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,632 17,838

その他（純額） 8,189 7,405

有形固定資産合計 25,821 25,243

無形固定資産 335 391

投資その他の資産   

投資有価証券 4,803 5,445

その他 7,260 7,197

貸倒引当金 △6 △6

投資その他の資産合計 12,057 12,636

固定資産合計 38,214 38,272

資産合計 99,168 95,096
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,221 11,174

短期借入金 8,510 8,510

未払法人税等 1,645 2,061

引当金   

賞与引当金 550 1,141

その他の引当金 525 540

その他 6,812 5,430

流動負債合計 32,265 28,858

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 5,736 5,678

その他の引当金 409 395

その他 588 588

固定負債合計 6,733 6,662

負債合計 38,999 35,521

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 29,666 28,684

自己株式 △5,003 △4,999

株主資本合計 60,103 59,124

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 66 447

繰延ヘッジ損益 － 2

評価・換算差額等合計 66 450

純資産合計 60,169 59,575

負債純資産合計 99,168 95,096
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 21,024 21,788

売上原価 10,815 10,818

売上総利益 10,208 10,969

販売費及び一般管理費   

販売促進費 297 278

給料 1,921 1,926

賞与 4 －

賞与引当金繰入額 371 －

賞与及び賞与引当金繰入額 － 364

福利厚生費 230 222

退職給付費用 341 340

賃借料 395 367

旅費及び交通費 333 335

研究開発費 1,975 1,626

その他 1,341 1,329

販売費及び一般管理費合計 7,213 6,790

営業利益 2,994 4,178

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 53 53

受取保険金 1 1

その他 10 6

営業外収益合計 69 66

営業外費用   

支払利息 24 19

退職給付会計基準変更時差異の処理額 131 131

その他 16 15

営業外費用合計 172 166

経常利益 2,891 4,078

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4

その他 － 0

特別利益合計 － 4

特別損失   

固定資産除却損 60 82

ゴルフ会員権評価損 0 8

その他 － 0

特別損失合計 60 91

税金等調整前四半期純利益 2,830 3,990

法人税等 1,124 1,566

四半期純利益 1,706 2,424
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 2,830 3,990

減価償却費 579 531

長期前払費用償却額 31 18

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 176

受取利息及び受取配当金 △57 △58

支払利息 24 19

ゴルフ会員権評価損 0 8

有形固定資産除却損 60 82

売上債権の増減額（△は増加） △488 △2,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △36 △1,027

仕入債務の増減額（△は減少） △29 3,046

未払消費税等の増減額（△は減少） 40 △149

その他 518 △38

小計 3,470 4,406

利息及び配当金の受取額 58 57

利息の支払額 △24 △19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,451 △1,915

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,052 2,529

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 △363 △211

無形固定資産の取得による支出 △64 △34

投資有価証券の取得による支出 △0 △0

長期前払費用の取得による支出 △1 △1

その他 6 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △422 △202

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 600 －

自己株式の純増減額（△は増加） △4 △3

配当金の支払額 △1,066 △1,157

財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △1,161

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） 158 1,166

現金及び現金同等物の期首残高 12,556 17,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,715 18,670
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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１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

    売     上     高

（1） 20,405 618 21,024 ― 21,024

（2） ― 76 76 ( 76 ) ―

計 20,405 695 21,101 ( 76 ) 21,024

営 業 利 益 2,610 384 2,994 ― 2,994

（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１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月3０日）

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

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） （百万円）（百万円）

セグメント間の内部売上高又は振替高

   不動産事業………不動産賃貸、ビルメンテナンス他
   薬業………………医薬品、農業薬品

（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。
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【セグメント情報】

　１．報告セグメントの概要

　　当社グループの報告セグメントは、当社及び連結子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

　あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

　のであります。

　　当社グループは、医薬品、農業薬品の製造・販売及び不動産賃貸、ビルメンテナンス等の事業を営んでおり、

　業種別に事業に従事する経営スタイルを採用しております。また、各事業の運営は、事業ごとに主体的に行われ、

　包括的な事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。

　　したがって、当社グループは、事業の運営を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「薬業」及び「不

　動産事業」の２つを報告セグメントとしております。

　　「薬業」は、医薬品、医療機器及び農業薬品の製造・販売を主とし、「不動産事業」は、文京グリーンコートの地

　代を主としております。

　２．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

　　当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

    売     上     高

外部顧客への売上高 21,175 612 21,788 ― 21,788

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 77 77 △ 77 ―

計 21,175 690 21,865 △ 77 21,788

　　セグメント利益（営業利益） 3,830 348 4,178 ― 4,178

（追加情報）

　　当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21年

　３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号　平成20年

　３月21日)を適用しております。

(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。

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)

不動産事業
合計

（百万円）
（百万円） （百万円）

薬業
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