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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2四半期 44,232 1.2 8,806 19.7 8,677 20.3 5,639 22.626年3月期第2四半期 43,712 0.4 7,358 △3.2 7,211 △2.5 4,598 △0.4（注）包括利益 27年3月期第2四半期 6,603百万円 （40.4％） 26年3月期第2四半期 4,702百万円 （6.2％）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2四半期 67.28 ―26年3月期第2四半期 53.57 ―総資産 純資産 自己資本比率百万円 百万円 ％27年3月期第2四半期 106,193 69,411 65.426年3月期 106,465 68,096 64.0（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 69,411百万円 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 ― 27.0027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 9.9 129.10



(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2Q 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2Q 13,999,445 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2Q 83,820,341 株 26年3月期2Q 85,843,793 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 44,232百万円（対前年同期比 1.2％増）、営業

利益は 8,806 百万円（対前年同期比 19.7％増）、経常利益は 8,677 百万円（対前年同期比 20.3％増）、四半期純

利益は 5,639 百万円（対前年同期比 22.6％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」が減収となり、癒着防

止吸収性バリア「セプラフィルム」は横ばいとなりましたが、爪白癬治療剤「クレナフィン」の発売、ライセンス収入の

増加、後発医薬品の伸長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。 

その結果、売上高は 43,005 百万円(対前年同期比 1.2％増)、セグメント利益(営業利益)は 8,072 百万円（対前年

同期比 21.6％増）となりました。 

なお、海外売上高は 2,966 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 1,226 百万円(対前年同期比

0.9％減)、セグメント利益（営業利益）は 734 百万円(対前年同期比 1.7％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２四半期連結会計期間末における総資産は 106,193 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 271 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 36,781百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,586百万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 69,411 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,315 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、65.4％（前連結会計年度末 64.0％）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 3,205百万円減少し、

14,251 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、3,175 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、795百万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、5,586 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。 
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（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、「セプラフィルム」「リピディル」の伸長に加え、爪白癬治療剤「クレナフィン」、後発医薬品も

寄与し増収増益を見込んでおり、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。 

 

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。 

 

（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２

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２四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２四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２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 9,644 8,038

  受取手形及び売掛金 25,363 27,023

  有価証券 7,812 6,213

  商品及び製品 6,855 7,347

  仕掛品 1,641 2,081

  原材料及び貯蔵品 4,724 4,812

  その他 2,460 2,510

  貸倒引当金 △2 －

  流動資産合計 58,501 58,027

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 16,770 17,352

   その他（純額） 11,746 11,219

   有形固定資産合計 28,516 28,571

  無形固定資産 598 533

  投資その他の資産   

   投資有価証券 10,994 11,993

   その他 7,854 7,067

   貸倒引当金 △0 －

   投資その他の資産合計 18,848 19,060

  固定資産合計 47,964 48,166

 資産合計 106,465 106,193
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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２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 13,713 12,612

  短期借入金 4,195 4,195

  未払法人税等 3,628 3,150

  引当金   

   賞与引当金 1,277 1,247

   その他の引当金 603 568

  その他 4,637 5,826

  流動負債合計 28,056 27,598

 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 8,663

  その他 816 519

  固定負債合計 10,312 9,182

 負債合計 38,368 36,781

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 23,853 23,853

  資本剰余金 11,587 11,407

  利益剰余金 49,789 48,686

  自己株式 △17,656 △16,021

  株主資本合計 67,574 67,925

 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 3,040

  退職給付に係る調整累計額 △1,876 △1,554

  その他の包括利益累計額合計 521 1,485

 純資産合計 68,096 69,411

負債純資産合計 106,465 106,193
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

売上高 43,712 44,232

売上原価 22,419 21,535

売上総利益 21,293 22,696

販売費及び一般管理費   

 給料 3,942 3,824

 賞与及び賞与引当金繰入額 791 900

 退職給付費用 444 446

 研究開発費 3,478 3,374

 その他 5,275 5,344

 販売費及び一般管理費合計 13,934 13,890

営業利益 7,358 8,806

営業外収益   

 受取利息 5 4

 受取配当金 116 122

 その他 32 35

 営業外収益合計 154 161

営業外費用   

 支払利息 29 14

 退職給付会計基準変更時差異の処理額 262 262

 その他 8 14

 営業外費用合計 301 291

経常利益 7,211 8,677

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   

 固定資産除却損 11 18

 ゴルフ会員権売却損 － 8

 その他 15 3

 特別損失合計 26 29

税金等調整前四半期純利益 7,187 8,654

法人税等 2,589 3,015

少数株主損益調整前四半期純利益 4,598 5,639

四半期純利益 4,598 5,639
 

科研製薬(株)(4521)平成27年３月期　第２四半期決算短信

- 6 -



（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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 4,598 5,639

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 103 641

 退職給付に係る調整額 － 322

 その他の包括利益合計 103 964

四半期包括利益 4,702 6,603

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 4,702 6,603
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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25年４月１日
至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26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 7,187 8,654

 減価償却費 1,227 1,175

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 213 －

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 135

 受取利息及び受取配当金 △121 △126

 支払利息 29 14

 有形固定資産除却損 11 18

 売上債権の増減額（△は増加） 4,792 △1,660

 たな卸資産の増減額（△は増加） △787 △1,019

 仕入債務の増減額（△は減少） △2,862 △1,101

 その他 △1,005 511

 小計 8,685 6,603

 利息及び配当金の受取額 121 126

 利息の支払額 △30 △14

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,524 △3,539

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,252 3,175

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 △1,111 △749

 無形固定資産の取得による支出 △29 △47

 投資有価証券の取得による支出 △1 △1

 その他 △10 2

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,152 △795

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の純増減額（△は減少） △4,170 －

 自己株式の純増減額（△は増加） △1,892 △3,559

 配当金の支払額 △1,896 △2,026

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,958 △5,586

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） △2,858 △3,205

現金及び現金同等物の期首残高 16,920 17,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,062 14,251
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（４）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２四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２四半期連結会計期間

  末における資本剰余金は11,407百万円、利益剰余金は48,686百万円、自己株式は13,999,445株、16,021百万円

  となっております。

（セグメント情報等）

 Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25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 42,475 1,237 43,712 ― 43,712

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 158 158 △ 158 ―

計 42,475 1,396 43,871 △ 158 43,712

　　セグメント利益（営業利益） 6,636 721 7,358 ― 7,358

　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26年４月１日　至　平成26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 43,005 1,226 44,232 ― 44,232

セグメント間の内部売上高又は振替高 ― 161 161 △ 161 ―

計 43,005 1,387 44,393 △ 161 44,232

　　セグメント利益（営業利益） 8,072 734 8,806 ― 8,806

　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。

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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