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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 53,914 △8.8 14,112 △25.9 14,490 △23.2 9,272 △20.5

22年3月期第2四半期 59,123 13.2 19,036 237.8 18,875 213.8 11,670 213.4

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

23年3月期第2四半期 108.94 108.80
22年3月期第2四半期 137.23 137.05

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

23年3月期第2四半期 167,378 141,693 84.5 1,660.96
22年3月期 166,878 137,603 82.3 1,614.08

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  141,387百万円 22年3月期  137,342百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00

23年3月期 ― 40.00

23年3月期 
（予想）

― 40.00 80.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 108,500 △1.9 26,300 △11.3 27,000 △9.6 17,500 △6.5 205.72



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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
基づく四半期レビュー手続は終了していません。 

※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および合理的であると判断する一定の前提に基づいてい
ます。実際の業績は、事業環境変化、新薬の承認時期、為替レート変動、医薬品行政の動向など様々な要因により大きく異なる結果となる可能性がありま
す。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.6「2.その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 87,033,003株 22年3月期  86,992,503株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,909,414株 22年3月期  1,902,026株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 85,120,236株 22年3月期2Q 85,048,039株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報  

① 当第２四半期の業績の状況 

国内医療用眼科薬市場は、薬価改定の影響はありましたが、網膜疾患治療剤および緑内障治療

剤の伸長により、前年同期と比べ拡大しました。一方、海外医療用眼科薬市場は、アジアを中心

に堅調に推移しました。国内一般用眼科薬市場は、需要の減少に加えて、流通価格下落の影響が

あり、前年同期と比べ縮小しました。 

  

このような状況下、当第２四半期の業績は、次のとおり減収減益となりましたが、これは前年

同期におけるライセンス契約に基づく一時金収入55億５千６百万円計上による売上・利益の増加

等、一時的な要因によるものであり、これらを除いた売上・利益は、順調に推移しました。 

  

（単位：百万円）

  

  

ライセンス契約に基づく一時金収入を控除した比較は、以下の通りとなります。 

（単位：百万円）

  

[売上高] 

前年同期から8.8％減少し539億１千４百万円となりました。 

主力の国内医療用医薬品事業においてマイナス５％台半ばの薬価改定の影響があったものの、

緑内障・高眼圧症治療剤「タプロス点眼液」等を中心に売上を拡大し、前年同期のライセンス契

約に基づく一時金収入を除いたベースでは、ほぼ横ばいで推移しました。 

  

[営業利益] 

 前年同期から25.9％減少し141億１千２百万円となりましたが、前年同期のライセンス契約に伴

う一時金収入を除いたベースでは、売上同様に堅調に推移し2.7％増加となりました。 

売上原価は174億３千５百万円、売上原価率は32.3％となりました。販売費及び一般管理費に

ついては223億６千６百万円、このうち研究開発費は63億７千９百万円となりました。 

  

[経常利益] 

前年同期から23.2％減少し、144億９千万円となりました。 

  

[四半期純利益] 

 前年同期から20.5％減少し、92億７千２百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

   前第２四半期  当第２四半期  前年同期増減率 

 売上高   59,123   53,914  ％ △8.8

 営業利益   19,036   14,112  ％ △25.9

 経常利益   18,875   14,490  ％ △23.2

 四半期純利益   11,670   9,272  ％ △20.5

   前第２四半期  当第２四半期  前年同期増減率 

 売上高   53,567   53,648  ％ 0.2

 営業利益   13,480   13,845  ％ 2.7
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② 当第２四半期におけるセグメント別業績の状況 

当社は、医薬品事業とその他事業の二つの事業セグメントから構成されます。 

売上高の多くは医薬品事業によっており、その比率は98.2％となります。 

そのうち、医薬品事業の売上高は、前年同期から9.3％減少し529億６千４百万円となりました

が、前年同期に発生した海外におけるライセンス契約に伴う一時金収入を除いたベースでは、ほ

ぼ横ばいとなりました。 

一方、その他事業の売上高は、眼内レンズ「エタニティー」が順調に市場に浸透した結果、

29.7％増加し９億５千万円となりました。  

  

（単位：百万円）

（注）各セグメントの売上高は外部顧客に対する売上高を表しています。 

  

〔医薬品事業〕 

当第２四半期の医薬品事業の売上高は、前年同期から9.3％減少し529億６千４百万円となり、

営業利益は、144億３千２百万円となりました。医療用医薬品の売上高は、9.2％減少し504億５千

６百万円となりました。これは、前年同期には海外においてライセンス契約に伴う一時金収入が

含まれていることによるもので、その影響を除いた場合の前年同期比は、売上・利益ともに、ほ

ぼ横ばいとなりました。 

  

（医療用医薬品） 

 ＜眼科薬＞ 

 〔国内〕 

医療施設ごとの潜在ニーズとその変化を的確に捉えた医薬情報提供などの普及促進活動を

引き続き実施した結果、国内医療用眼科薬の売上高は、前年同期と比べ0.3％増加し374億２

千３百万円となりました。 

緑内障・高眼圧症の治療ニーズに合致した新製品「タプロス点眼液」は順調に市場浸透し

た結果、売上高は、前年同期と比べ65.7％増加し32億８千７百万円となりました。 

角膜疾患治療剤領域では、ドライアイ（眼球乾燥症候群）などに伴う角結膜上皮障害の治

療剤「ヒアレイン点眼液」が、患者さんのQOL（クオリティ・オブ・ライフ）を高める製品特

性などにより数量ベースでは順調な伸びを示しましたが、薬価改定の影響があり、売上高は

前年同期と比べ4.4％減少し93億５千５百万円となりました。 

合成抗菌点眼剤領域では、市場環境の変化などにより、「クラビット点眼液」、「タリビ

ッド点眼液」両剤合わせた売上高は、前年同期と比べほぼ横ばいの70億９千８百万円となり

ました。 

抗アレルギー点眼剤領域では、引き続き医薬情報提供活動に注力しましたが、薬価改定の

影響に加えて、スギ花粉の飛散が前年同期と比べ小規模であったことや競争の激化もあり、

「リボスチン点眼液」の売上高は、前年同期と比べ14.3％減少し10億９千万円となりまし

た。  

  

  

国内 海外 合計 

金額 
前年同期 
増減率 

金額 
前年同期 
増減率 

金額 
前年同期 
増減率 

 医薬品事業   45,236 ％ △0.7  7,728 ％ △39.9  52,964 ％ △9.3

  医療用医薬品  42,734 ％ △0.1  7,722 ％ △39.9  50,456 ％ △9.2

   うち眼科薬  37,423 ％ 0.3  7,463 ％ 4.0  44,887 ％ 0.9

   うち抗リウマチ薬  4,987 ％ △1.0  57 ％ △0.6  5,045 ％ △1.0

   うちその他医薬品  322 ％ △24.0  201 ％ △96.4  523 ％ △91.3

  一般用医薬品  2,502 ％ △9.9  5 ％ △65.5  2,507 ％ △10.2

 その他事業   679 ％ 52.2  271 ％ △5.3  950 ％ 29.7

  医療機器  673 ％ 54.1  271 ％ △5.3  944 ％ 30.6

  その他  5 ％ △38.8 －   －  5 ％ △38.8

合計  45,915 ％ △0.1  7,999 ％ △39.1  53,914 ％ △8.8
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〔海外〕 

海外における医療用眼科薬の売上高は、円換算ベースで前年同期と比べ4.0％増加し74億６

千３百万円となりました。 

欧州では、医薬情報提供などの普及促進活動に注力した結果、ドイツ等において新製品の緑

内障・高眼圧症治療薬「タフロタン」が市場に浸透してきました。 

アジアにおいても、普及促進活動の展開により、中国、韓国を中心に、当社製品の市場浸透

が進みました。 

  

 ＜抗リウマチ薬＞ 

抗リウマチ薬の売上高は、「リマチル錠」、「アザルフィジンＥＮ錠」ならびに「メトレート

錠」が、国内において関節リウマチ治療ガイドラインで強く推奨される製剤に位置付けられてい

ることもあり、薬価改定の影響はあったものの、前年同期と比べほぼ横ばいの50億４千５百万円

となりました。 

  

 ＜その他医薬品＞ 

その他医薬品は、ライセンス契約に伴う一時金収入・ロイヤルティ収入、受託製造等が含まれ

ます。当第２四半期は、前年同期と比べ91.3％減少し５億２千３百万円となりました。これは前

述の通り、前年同期にはライセンス契約に伴う一時金収入が含まれていることによるものです。

  

（一般用医薬品） 

一般用医薬品の売上高は、目の疲れ・かすみ・爽快用の目薬の中で「サンテメディカル10」、

「サンテ40ｉ」および「サンテＦＸ Ｖプラス」を中心に販売促進に注力しましたが、国内にお

ける需要の減少や競合の影響もあり、前年同期と比べ10.2％減少し25億７百万円となりました。

  

〔その他事業〕 

当第２四半期のその他事業の売上高は、前年同期から29.7％増加し９億５千万円となり、営業

損失は、３億２千万円となりました。 

  

（医療機器） 

医療機器の売上高は、高屈折率のアクリル素材を光学部に用いたフォールダブル眼内レンズ

「エタニティー」の普及促進活動に注力した結果、前年同期から30.6％増加し９億４千４百万円

となりました。 

  

（その他） 

その他の売上高は、㈱クレール（連結子会社）での無塵・無菌服のクリーニング業によるもの

であり、５百万円となりました。 
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③ 研究開発活動 

参天製薬グループは、中長期的な成長の源泉として研究開発を重視しており、眼科薬を中心と

した積極的な臨床開発活動を進めています。 

緑内障・高眼圧症領域において、プロスタグランジン誘導体DE-085（一般名：タフルプロス

ト）は、平成20年12月より日本で販売中です。欧州では平成20年６月のドイツに始まり、現在、

16カ国で自社販売しています。アジアにおいては、平成22年３月に香港、次いで５月に韓国で発

売し、中国では第Ⅲ相試験を実施中です。また、平成21年４月には、メルク社とのライセンス契

約締結により、西欧（ドイツを除く）、北米、南米およびアフリカにおける販売権をメルク社に

許諾しました。メルク社は平成21年９月以降、イギリス、スペイン、イタリアなど合計11カ国で

タフルプロストを販売しており、米国でも開発を継続しています。この結果、タフルプロストの

販売国は、全世界で30カ国となりました。 

また、緑内障・高眼圧症を適応症としてDE-111（一般名：タフルプロスト／チモロールマレイ

ン酸塩）配合剤の臨床試験（第Ⅰ相PK試験*）を日本で開始しました。また、欧州では第Ⅲ相試験

を準備中です。なお、ROCK阻害剤のDE-104（一般名：未定）は、米国における臨床試験（第Ⅰ相

／前期第Ⅱ相試験）の成績等を検討した結果、新薬として所期の達成基準を満たすことが困難で

あると判断したため、点眼剤の開発を中止しました。 

角結膜疾患（ドライアイを含む）領域において、DE-089（一般名：ジクアホソルナトリウム）

は、平成22年４月にドライアイ治療剤として日本での製造販売承認を取得し、現在、発売準備中

です。中国においても第Ⅲ相試験を実施中です。ドライアイを含む角結膜上皮障害を適応症とす

るDE-101（一般名：リボグリタゾン）は、米国および日本での前期第Ⅱ相試験結果を踏まえ、日

本では後期第Ⅱ相試験を、米国では高用量製剤を追加した臨床試験（第Ⅰ相／第Ⅱ相試験）をそ

れぞれ実施中です。また、遷延性角膜上皮欠損を適応症とするDE-105（一般名：未定）は、日本

で第Ⅱ相試験を実施中です。さらに、選択的グルココルチコイド受容体作動薬DE-110（一般名：

未定）も、ドライアイを含む角結膜上皮障害を対象とした第Ⅱ相試験を米国で開始しました。 

網膜領域において、糖尿病黄斑浮腫を適応症とするDE-102（一般名：未定）は、患者さんを対

象とした忍容性および有効性確認試験（第Ⅰ相／前期第Ⅱ相試験）を日本で実施中です。また、

滲出型加齢黄斑変性と糖尿病黄斑浮腫を適応症としたDE-109（一般名：シロリムス）は、患者さ

んを対象とした忍容性および有効性確認試験（第Ⅰ相／前期第Ⅱ相試験）を日本で実施中です。 

外眼部感染症を適応症とするDE-108（一般名：レボフロキサシン（1.5％））は、日本において

平成22年２月に製造販売承認を申請し、現在、承認審査中です。 

関節リウマチを適応症とするDE-098（一般名：未定）は、患者さんを対象とした忍容性および

有効性確認試験（第Ⅰ相／第Ⅱ相試験）を欧州と日本で実施中です。 

* PK試験： 薬物動態(Pharmacokinetics)試験。生体内に投与された薬物の体内動態を明らかにする試験。  

  

（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２四半期末の資産は、前連結会計年度末と比べ５億円増加し、1,673億７千８百万円となり

ました。現金及び預金の減少などがありましたが、受取手形及び売掛金の増加、投資有価証券の

増加などが要因です。 

負債は、前連結会計年度末と比べ35億９千万円減少し、256億８千５百万円となりました。支払

手形及び買掛金の減少、未払法人税等の支払などが要因です。 

純資産は、前連結会計年度末と比べ40億９千万円増加し、1,416億９千３百万円となりました。

利益剰余金の増加などが要因です。 

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末と比べ2.2ポイント増加し、84.5％となりま

した。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期末までの営業活動によるキャッシュ・フローは、62億９千４百万円の収入となり

ました。税金等調整前四半期純利益は143億８千３百万円であり、売上債権の増加が22億３千７百

万円、法人税等の支払が65億４千３百万円あったことなどによります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、57億６千９百万円の支出となりました。定期預金の払

戻による収入が12億３千５百万円となりましたが、定期預金の預入による支出が19億３千３百万

円、投資有価証券の取得による支出が30億７千１百万円あったことなどによります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、35億９千４百万円の支出となりました。配当金の支払

に34億１百万円を支出したことなどによります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当四半期末残高は、前連結会計年度末と比べ35億３千２百

万円減少し、608億１千５百万円となりました。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の業績は概ね予定通り推移しており、平成22年５月11日に公表した連結業績予想

は修正していません。 

  

  

 （１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  
（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更  

（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）および「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）を適用しています。 

 これにより、営業利益および経常利益は６百万円、税金等調整前四半期純利益は114百万円

それぞれ減少しています。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財

務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３

月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整

前四半期純利益」の科目で表示しています。 

  

  

  

  

２．その他の情報
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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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 55,435 56,677

受取手形及び売掛金 37,262 35,268

有価証券 8,913 8,998

商品及び製品 10,503 11,210

仕掛品 413 425

原材料及び貯蔵品 2,438 1,987

繰延税金資産 2,046 2,166

その他 1,915 2,098

貸倒引当金 △1 △0

流動資産合計 118,927 118,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 40,758 41,569

減価償却累計額及び減損損失累計額 △26,776 △26,946

建物及び構築物（純額） 13,982 14,622

機械装置及び運搬具 10,986 11,137

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,228 △9,142

機械装置及び運搬具（純額） 1,758 1,994

土地 8,215 8,418

リース資産 127 133

減価償却累計額及び減損損失累計額 △36 △35

リース資産（純額） 90 97

建設仮勘定 60 43

その他 10,756 10,862

減価償却累計額及び減損損失累計額 △9,486 △9,464

その他（純額） 1,269 1,397

有形固定資産合計 25,376 26,574

無形固定資産   

ソフトウエア 997 1,158

その他 46 72

無形固定資産合計 1,044 1,231

投資その他の資産   

投資有価証券 13,841 12,239

繰延税金資産 6,734 6,702

その他 1,454 1,299

投資その他の資産合計 22,030 20,240

固定資産合計 48,451 48,046

資産合計 167,378 166,878
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,103 5,600

短期借入金 260 543

未払金 7,467 7,936

未払法人税等 4,544 6,618

賞与引当金 2,504 2,687

その他 1,706 1,901

流動負債合計 21,588 25,286

固定負債   

退職給付引当金 3,153 2,910

役員退職慰労引当金 446 456

資産除去債務 159 －

その他 337 621

固定負債合計 4,096 3,988

負債合計 25,685 29,275

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,591 6,538

資本剰余金 7,286 7,233

利益剰余金 138,922 133,053

自己株式 △4,979 △4,958

株主資本合計 147,819 141,866

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △556 136

為替換算調整勘定 △5,875 △4,660

評価・換算差額等合計 △6,432 △4,524

新株予約権 306 260

純資産合計 141,693 137,603

負債純資産合計 167,378 166,878
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

売上高 59,123 53,914

売上原価 17,768 17,435

売上総利益 41,355 36,478

販売費及び一般管理費 22,318 22,366

営業利益 19,036 14,112

営業外収益   

受取利息 25 20

受取配当金 150 229

生命保険配当金 128 136

その他 143 99

営業外収益合計 447 486

営業外費用   

支払利息 22 24

為替差損 317 64

持分法による投資損失 250 －

その他 19 18

営業外費用合計 609 107

経常利益 18,875 14,490

特別利益   

固定資産処分益 － 5

会員権売却益 － 1

特別利益合計 － 6

特別損失   

固定資産処分損 9 3

投資有価証券売却損 197 －

会員権売却損 － 1

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 108

特別損失合計 206 113

税金等調整前四半期純利益 18,668 14,383

法人税、住民税及び事業税 7,337 4,537

法人税等調整額 △340 573

法人税等合計 6,997 5,111

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,272

四半期純利益 11,670 9,272
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第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) 

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 18,668 14,383

減価償却費 1,711 1,488

退職給付引当金の増減額（△は減少） 317 248

受取利息及び受取配当金 △176 △249

支払利息 22 24

持分法による投資損益（△は益） 250 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,088 △2,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △71 6

仕入債務の増減額（△は減少） △853 △582

その他 1,198 △463

小計 19,979 12,618

利息及び配当金の受取額 176 244

利息の支払額 △17 △25

法人税等の支払額 △4,125 △6,543

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,013 6,294

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △887 △1,933

定期預金の払戻による収入 1,063 1,235

有価証券の取得による支出 － △1,412

固定資産の取得による支出 △541 △783

固定資産の売却による収入 － 185

投資有価証券の取得による支出 △1,003 △3,071

投資有価証券の売却による収入 115 3

貸付けによる支出 △49 －

貸付金の回収による収入 49 －

その他 1 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,252 △5,769

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 280 268

短期借入金の返済による支出 － △536

長期借入金の返済による支出 △84 －

配当金の支払額 △3,400 △3,401

その他 82 74

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,122 △3,594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △197 △463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 11,441 △3,532

現金及び現金同等物の期首残高 45,956 64,348

現金及び現金同等物の四半期末残高 57,397 60,815
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   該当事項はありません。 

  

１．報告セグメントの概要 

 参天製薬グループの報告セグメントは、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

の決定およ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構成単位から、参天製薬グループが

主な事業内容としている医薬品の製造・販売を中心とする「医薬品事業」に係るものを集約したものです。 

 「医薬品事業」では、医療用および一般用医薬品の製造・販売を行っています。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  

当第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） 

 （単位：百万円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントで、医療機器事業などが含ま

れています。 

    ２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

（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）および「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）を適用しています。 

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  

報告セグメント
 その他 

（注）１
 計 調整額 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

医薬品

売上高           

外部顧客への売上高  52,964  950  53,914  －  53,914

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 －  63  63  △63  －

計 52,964  1,013 53,978  △63  53,914

セグメント利益又は損失（△）  14,432  △320  14,112  －  14,112

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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４．連結参考資料 
 （１）主要製品売上高 

薬効分類
第２四半期
累計実績

通期実績
第２四半期
累計実績

通期見込

クラビット点眼液 合成抗菌点眼剤 6,639 12,240 6,950 12,698

レボフロキサシン点眼液 (△5.3) (△1.6) (4.7) (3.7)

タリビッド点眼液 合成抗菌点眼剤 1,441 2,423 1,254 2,353

オフロキサシン点眼液 (△0.7) (△2.6) (△13.0) (△2.9)

タプロス点眼液 緑内障治療剤 1,984 4,687 3,306 7,556

タフルプロスト点眼液 － (342.8) (66.6) (61.2)

コソプト配合点眼液 緑内障治療剤 － － 1,003 2,141

ドルゾラミド塩酸塩/チモロールマレイン酸塩点眼液 － － － －

チモプトール点眼液 緑内障治療剤 1,513 2,832 1,174 1,680

チモロールマレイン酸塩点眼液 (△13.1) (△11.9) (△22.4) (△40.7)

チモプトールＸＥ点眼液 緑内障治療剤 1,788 3,475 1,579 3,026

チモロールマレイン酸塩持続性点眼液 (△1.9) (△0.0) (△11.7) (△12.9)

デタントール点眼液 緑内障治療剤 1,127 2,168 1,079 2,125

ブナゾシン塩酸塩点眼液 (△4.6) (△5.1) (△4.2) (△2.0)

レスキュラ点眼液 緑内障治療剤 1,981 3,669 1,471 2,842

イソプロピル ウノプロストン点眼液 (△14.2) (△16.3) (△25.7) (△22.5)

リボスチン点眼液 抗アレルギー 1,272 3,229 1,090 2,886

レボカバスチン塩酸塩点眼液 点眼剤 (△8.5) (△24.9) (△14.3) (△10.6)

ヒアレイン点眼液 角膜疾患治療剤 10,978 21,219 10,639 20,536

ヒアルロン酸ナトリウム点眼液 (4.2) (5.9) (△3.1) (△3.2)

フルメトロン点眼液 抗炎症点眼剤 2,307 4,432 2,179 4,280

フルオロメトロン点眼液 (0.2) (△5.1) (△5.5) (△3.4)

カリーユニ点眼液 初期老人性 1,933 3,728 1,939 3,784

ピレノキシン点眼液 白内障治療剤 (4.4) (4.4) (0.3) (1.5)

オペガンハイ眼粘弾剤 眼科手術補助剤 1,767 3,431 1,650 3,207

ヒアルロン酸ナトリウム眼科手術補助剤 (8.1) (6.0) (△6.7) (△6.5)

リマチル錠 抗リウマチ剤 2,281 4,352 2,062 3,970

ブシラミン錠 (△2.5) (△4.1) (△9.6) (△8.8)

アザルフィジンＥＮ錠 抗リウマチ剤 2,182 4,216 2,109 4,083

サラゾスルファピリジン腸溶錠 (1.5) (0.7) (△3.3) (△3.2)

一般用医薬品 2,792 5,251 2,507 5,364

(2.6) (0.5) (△10.2) (2.2)

（単位　百万円）

下段：対前期伸長率(％)

品目名

有効成分･剤形

平成22年３月期 平成23年３月期

 
  

 
※上記の予想等は、現在において入手可能な情報に基づいて作成しています。実際の業績等は、事業環境変化などにより、大きく結果が異

なる可能性があります。 
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 （２）医薬品開発状況 
 

■医薬品開発状況一覧表（臨床段階）

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

日本

欧州

米国 （導出）

ﾗﾃﾝｱﾒﾘｶ （導出）

ｱｼﾞｱ

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

日本

ｱｼﾞｱ

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

ロメリジン塩酸塩 DE-090 緑内障 MSD社 日本

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

米国

日本

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

未定 DE-102 糖尿病黄斑浮腫 オークウッド社と共同 日本

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

米国

日本

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

レボフロキサシン(1.5%) DE-108 外眼部感染症 第一三共 日本 2010年2月

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

シロリムス DE-109
滲出型加齢黄斑変性

糖尿病黄斑浮腫
自社 日本

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

未定 DE-110
角結膜上皮障害

(ドライアイを含む)
自社 米国

(フェーズ１／２)

ドラッグデリバリーシステムの概念を取り入れたステロイドマイクロスフェア製剤。研究段階では眼局所への投与により長く安定した薬効持続性を確認。

商業用スケールでの製造技術開発で米国オークウッド社と提携。

既存療法では難治性の遷延性角膜上皮欠損に対し、角膜上皮細胞進展促進作用により、角膜上皮欠損を修復する効果と高い安全性を期待。

未定 DE-105

免疫抑制作用、血管新生抑制作用などを有する結膜下注射および硝子体内注射剤。2010年6月に全世界での開発・製造・販売権を取得。

(フェーズ１／２)

リボグリタゾン DE-101
角結膜上皮障害

(ドライアイを含む)
第一三共

(フェーズ１／２)

遷延性角膜上皮欠損 自社

プロスタグランジン系緑内障･高眼圧症治療剤。2008年12月、国内での販売開始。欧州では、ドイツ、デンマーク等で販売中。2009年4月、米国等での

開発権をメルク社に許諾。アジアでは香港、韓国にて発売中。中国にてフェーズ３実施中。

主にドライアイに伴う角結膜上皮障害に対する改善効果を期待｡現在発売および開発中の薬剤と異なる作用機序を有し､角結膜上皮細胞に直接働き
かける点眼薬｡

旭硝子と共同

2008年12月

2010年4月
ジクアホソルナトリウム DE-089 ドライアイ インスパイア社

2010年8月

選択的グルココルチコイド受容体作動薬（SEGRA）。ドライアイを含む角結膜上皮障害を対象として、米国でフェーズ２開始。

ニューキノロン系抗菌薬の高濃度製剤。承認審査中。

タフルプロスト DE-085 緑内障・高眼圧症

2010年3月

視野欠損の進行抑制作用を有する新しい緑内障治療剤。カルシウム拮抗作用に基づく経口緑内障薬としては、唯一の開発薬剤。NMDA受容体拮抗

剤と異なり、全身性の副作用が軽微であり、高い安全性を有する。国内ではMSD社により片頭痛治療剤として販売中。

角結膜上皮からムチンや水分の分泌を促すドライアイ治療剤。既存薬と異なる作用機序を持つ。2010年4月、日本にて製造販売承認を取得し、現在

発売準備中。中国にてフェーズ３実施中。

2008年6月
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■医薬品開発状況一覧表（臨床段階）

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

自社 日本

共同開発 欧州 準備中

一般名 製品名/ｺｰﾄﾞ 番号 効能・効果 自社／導入等 地域 フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 申請 承認 発売

欧州

日本

■2010年度第１四半期発表時（2010年8月3日)からの変更点

コード番号 開発ステージ

DE-085 発売

コード番号 開発ステージ

コード番号 開発ステージ

DE-110 フェーズ２

コード番号 開発ステージ

フェーズ１（PK試験*）

フェーズ３準備中

*PK試験： 薬物動態(Pharmacokinetics)試験。生体内に投与された薬物の体内動態を明らかにする試験

タフルプロスト／

チモロールマレイン酸塩
DE-111 緑内障・高眼圧症

効能・効果

プロスタグランジン関連剤およびβ遮断剤の配合剤。

(フェーズ１／２)

欧州
ラテンアメリカ

地域

RA患者の罹病関節内でアポトーシスを誘導する関節注入剤。セントコア社から抗APO-１抗体の国内外での開発販売権を導入。実生産規模での原

薬製造工程を確立。日本および欧州にて治験実施中。

発売国追加

効能・効果

緑内障・高眼圧症

開発中止の理由： 新薬として所期の達成基準を満たすことが困難であると判断したため

DE-104
日本： フェーズ２

米国： フェーズ１/２

地域 変更点

フェーズ２開始米国角結膜上皮障害(ドライアイを含む)

フェーズ１（PK試験*）開始

効能・効果

(フェーズ１／２)
セントコア社

地域 変更点

日本／米国 開発中止

未定
DE-098

（抗APO抗体）
関節リウマチ

DE-111 緑内障・高眼圧症

変更点

緑内障・高眼圧症

効能・効果

欧州 フェーズ３準備開始

地域 変更点

日本
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（３）設備投資、減価償却費、リース料および研究開発費の実績ならびに見込額 
 

■設備投資

(単位　百万円）

設 備 投 資 額 376 1,228 497 2,790

■減価償却費
(単位　百万円）

総 額 1,586 3,202 1,379 3,060

製 造 経 費 822 1,701 730 1,600

販 売 管 理 費 294 556 274 640

研 究 開 発 費 470 945 373 820

（注）長期前払費用および営業権の償却費は除いています。

     

■リース料

(単位　百万円）

総 額 334 527 128 190

製 造 経 費 287 437 92 160

■研究開発費
(単位　百万円）

研 究 開 発 費 6,922 14,123 6,379 14,100

対 売 上 高 比 11.7% 12.8% 11.8% 13.0%

第２四半期
累計実績

通期見込

第２四半期
累計実績

通期見込

平成22年３月期

平成22年３月期

平成22年３月期

平成23年３月期

平成23年３月期

第２四半期
累計実績

通期実績

第２四半期
累計実績

通期実績

平成23年３月期

第２四半期
累計実績

通期見込

第２四半期
累計実績

平成22年３月期

第２四半期
累計実績

通期実績

通期実績

平成23年３月期

第２四半期
累計実績

通期見込

 
 
 
※上記の予想等は、現在において入手可能な情報に基づいて作成しています。実際の業績等は、事業環境変化などにより、大きく結果が異

なる可能性があります。 
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