
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 科研製薬株式会社 上場取引所 東 

コード番号 4521 URL http://www.kaken.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 大沼 哲夫

問合せ先責任者 （役職名） 取締役総務部長 （氏名） 遠藤 孝雄 TEL 03-5977-5002
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 平成23年12月2日

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家・アナリスト向け）

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 43,692 1.9 7,906 7.9 7,719 8.7 4,607 8.6
23年3月期第2四半期 42,872 1.3 7,328 20.8 7,103 22.3 4,241 20.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 4,535百万円 （19.0％） 23年3月期第2四半期 3,811百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 50.77 ―

23年3月期第2四半期 44.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 97,232 59,788 61.5
23年3月期 98,493 60,375 61.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  59,788百万円 23年3月期  60,375百万円

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

23年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
24年3月期 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 20.00 40.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 88,600 2.5 15,000 5.8 14,400 5.0 8,600 4.7 97.29



(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  

(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、四半期
決算短信（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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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） 24年3月期2Q 101,879,461 株 23年3月期 101,879,461 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 13,480,731 株 23年3月期 10,306,088 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 90,762,921 株 23年3月期2Q 95,337,820 株
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１．当四半期決算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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 43,692 百万円（対前年同期比 1.9％増）、営業利益は 7,906 百

万円（対前年同期比 7.9％増）、経常利益は 7,719 百万円（対前年同期比 8.7％増）、四半期純利益は 4,607 百万

円（対前年同期比 8.6％増）となりました。 

主力の医薬品・医療機器が売上を伸ばし、研究開発費の発生時期のずれ等により販売費及び一般管理費が減

少したことにより、対前年同期比で増収増益となりました。 

 

    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、主力品の関節機能改善剤「アルツ」、癒着防止吸収性バリア「セプラフィルム」、

後発医薬品が売上を伸ばし、昨年導入しました血液凝固阻止剤「クレキサン」も売上に寄与しました。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。 

農業薬品の売上につきましては微増となりました。 

その結果、売上高は 42,473 百万円(対前年同期比 2.0％増)、セグメント利益（営業利益）は 7,151 百万円(対前年

同期比 8.0％増)となりました。 

なお、海外売上高は 1,025 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 1,219 百万円(対前年同期比 0.4％

減)、セグメント利益（営業利益）は 754 百万円(対前年同期比 6.4％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 97,232 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,260 百万円

の減少となりました。これは主に、自己株式の取得に伴う現金及び預金の減少によるものであります。 

負債は 37,444 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 673 百万円の減少となりました。これは主に、未払金の

減少によるものであります。 

また、純資産は 59,788 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 586 百万円の減少となりました。これは主に、自

己株式の取得によるものであります｡ 

自己資本比率は、61.5％（前連結会計年度末 61.3％）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1,746 百万円減少し、

15,288 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、4,981 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、1,607 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。 
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（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、5,120 百万円の支出となりました。これ

は主に、自己株式の取得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 23 年 5 月 12 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（その他）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） 

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。 

 

（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。 

 

（４）追加情報 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の

訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を適用しております。 
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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23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,729 8,881

受取手形及び売掛金 27,119 27,799

有価証券 2,305 6,407

商品及び製品 5,234 5,763

仕掛品 1,840 2,134

原材料及び貯蔵品 3,225 2,837

その他 2,432 2,570

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 56,885 56,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,522 17,132

その他（純額） 10,625 10,444

有形固定資産合計 28,148 27,577

無形固定資産 396 544

投資その他の資産   

投資有価証券 6,079 5,960

その他 6,982 6,759

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 13,062 12,719

固定資産合計 41,607 40,841

資産合計 98,493 97,232
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,293 13,282

短期借入金 8,390 8,390

未払法人税等 3,625 3,212

引当金   

賞与引当金 1,113 1,064

その他の引当金 658 560

その他 5,384 4,303

流動負債合計 31,466 30,813

固定負債   

引当金   

退職給付引当金 5,620 5,703

その他の引当金 455 357

その他 574 569

固定負債合計 6,651 6,630

負債合計 38,117 37,444

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 33,806 36,765

自己株式 △9,100 △12,575

株主資本合計 60,145 59,631

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 229 157

その他の包括利益累計額合計 229 157

純資産合計 60,375 59,788

負債純資産合計 98,493 97,232
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 42,872 43,692

売上原価 21,506 22,137

売上総利益 21,365 21,555

販売費及び一般管理費   

販売促進費 581 581

給料 3,846 3,879

賞与及び賞与引当金繰入額 723 729

福利厚生費 585 599

退職給付費用 678 672

賃借料 735 721

旅費及び交通費 688 726

研究開発費 3,633 3,083

その他 2,564 2,654

販売費及び一般管理費合計 14,036 13,648

営業利益 7,328 7,906

営業外収益   

受取利息 9 5

受取配当金 55 83

受取保険金 1 7

その他 35 34

営業外収益合計 101 132

営業外費用   

支払利息 38 34

退職給付会計基準変更時差異の処理額 262 262

その他 26 22

営業外費用合計 327 319

経常利益 7,103 7,719

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 102 22

ゴルフ会員権評価損 9 4

その他 0 0

特別損失合計 112 27

税金等調整前四半期純利益 6,994 7,691

法人税等 2,753 3,084

少数株主損益調整前四半期純利益 4,241 4,607

四半期純利益 4,241 4,607
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,241 4,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △426 △71

繰延ヘッジ損益 △2 －

その他の包括利益合計 △429 △71

四半期包括利益 3,811 4,535

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,811 4,535
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 6,994 7,691

減価償却費 1,134 1,184

長期前払費用償却額 35 41

退職給付引当金の増減額（△は減少） 221 336

受取利息及び受取配当金 △65 △89

支払利息 38 34

ゴルフ会員権評価損 9 4

有形固定資産除却損 102 22

売上債権の増減額（△は増加） △905 △680

たな卸資産の増減額（△は増加） △845 △434

仕入債務の増減額（△は減少） 2,094 988

未払消費税等の増減額（△は減少） △310 153

その他 △379 △815

小計 8,125 8,438

利息及び配当金の受取額 65 89

利息の支払額 △35 △32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,919 △3,513

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,235 4,981

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 △2,478 △1,297

無形固定資産の取得による支出 △89 △288

投資有価証券の取得による支出 △1 △1

長期前払費用の取得による支出 △9 △13

その他 55 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,524 △1,607

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） △4,059 △3,474

配当金の支払額 △1,438 △1,646

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,498 △5,120

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） △1,786 △1,746

現金及び現金同等物の期首残高 17,504 17,035

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,717 15,288
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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）セグメント情報等

　 【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22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 41,648 1,224 42,872 ― 42,872

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 154 154 △ 154 ―

計 41,648 1,379 43,027 △ 154 42,872

　　セグメント利益（営業利益） 6,619 709 7,328 ― 7,328

　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23年４月１日　至　平成23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 42,473 1,219 43,692 ― 43,692

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 156 156 △ 156 ―

計 42,473 1,375 43,848 △ 156 43,692

　　セグメント利益（営業利益） 7,151 754 7,906 ― 7,906

　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。

（６）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23年５月12日開催の取締役会決議に基づく市場買付に

よる自己株式を2,253,000株、2,499百万円及び平成23年９月５日開催の取締役会決議に基づく平成23年９月

６日付で行った自己株式立会外買付取引による自己株式を900,000株、951百万円それぞれ取得いたしました。

　なお、当第２四半期連結会計期間末における自己株式は13,480,731株、12,575百万円となっております。

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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