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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 10,353 18.6 1,513 756.4 1,577 428.6 1,242 460.3
21年3月期第3四半期 8,731 △3.6 176 △67.2 298 △47.7 221 △50.8

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3四半期 50.03 44.78
21年3月期第3四半期 8.22 8.22

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3四半期 25,443 16,517 64.4 679.70
21年3月期 24,767 16,984 68.2 635.20

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,397百万円 21年3月期  16,879百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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 14,200 17.5 1,520 178.1 1,550 141.6 840 55.6 30.41
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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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
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3四半期 27,784,654株 21年3月期  27,784,654株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  3,660,153株 21年3月期  1,210,382株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,830,036株 21年3月期第3四半期 26,970,750株
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当第３四半期連結累計期間におきましては、主力製品である遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤「グロ

ウジェクト」の売上高が前年同期比３億42百万円増の65億１百万円となったほか、急性膵炎治療薬原体な

どの尿由来製品、抗がん剤原体なども好調に推移いたしました。また、グラクソ・スミスクライン株式会

社およびグラクソ・グループ・リミテッドとの間において、平成21年12月に締結したバイオ医薬品の生

産・開発・販売に関する包括的契約に基づく契約金収入を計上した結果、医薬品事業における売上高は、

前年同期に比べ16億79百万円増加して101億10百万円となりました。一方、医療用・研究用機器事業の売

上高は、前年同期に比べ57百万円減少して２億43百万円となりました。これらの結果、当第３四半期累計

期間における当社グループの売上高は、前年同期に比べ16億22百万円増加して103億53百万円となりまし

た。 

損益面におきましては、販売費及び一般管理費は前年同期に比べ１億23百万円増加して60億55百万円と

なりましたが、売上高の大幅な増収に伴う売上総利益の増加により、営業利益は15億13百万円（前年同期

比13億36百万円増）、経常利益は15億77百万円（前年同期比12億78百万円増）、四半期純利益は12億42百

万円（前年同期比10億20百万円増）をそれぞれ計上することができました。 

  

なお、キッセイ薬品工業株式会社と共同開発を進めてまいりました腎性貧血治療薬「エポエチンアルフ

ァＢＳ注ＪＣＲ」につきまして、平成22年１月20日付にて国内における製造販売承認を取得いたしまし

た。 

  

事業の種類別セグメントの各売上高の状況は次のとおりであります。 

  

事業の種類別セグメント別売上高 

 
  

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は254億43百万円（前連結会計年度末比６億76百万円

増）、負債合計は89億26百万円（前連結会計年度末比11億43百万円増）、純資産合計は165億17百万円

（前連結会計年度末比４億67百万円減）となりました。 

流動資産では、売掛金およびたな卸資産が増加した一方、有価証券および信託受益権が減少したことな

どにより、前連結会計年度末に比べ３億46百万円減少して138億88百万円となりました。固定資産におき

ましては、設備投資による有形固定資産の増加などにより、前連結会計年度末に比べ10億23百万円増加し

て115億55百万円となりました。 

流動負債では、原材料等の仕入債務および未払法人税等の増加などにより、前連結会計年度末に比べ10

億２百万円増加して54億95百万円となりました。固定負債におきましては、借換えによる長期借入金の増

加などにより、前連結会計年度末に比べ１億41百万円増加して34億30百万円となりました。 

・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

事業の種類別セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

増減

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円)

医薬品事業 8,431,052 96.6 10,110,660 97.7 1,679,608

医療用・研究用機器事業 300,287 3.4 243,170 2.3 △57,117

合計 8,731,340 100.0 10,353,831 100.0 1,622,491

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
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純資産の部におきましては、利益剰余金が増加いたしましたが、自己株式の取得により、前連結会計年

度末に比べ４億67百万円減少して165億17百万円となりました。 

  

なお、平成21年12月18日開催の当社取締役会において決議いたしました、グラクソ・グループ・リミテ

ッドを割当先とする自己株式3,500,000株の処分につきましては、平成22年１月26日付をもって処分の手

続きが完了し、自己株式は19億94百万円減少しております。 

  

当第３四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18億63百万円減

少して、37億57百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況および主な要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、２億21百万円（前年同四半期連結累計期間比２億25百万円減）となり

ました。これは主に、売上債権の増加額18億92百万円、たな卸資産の増加額７億63百万円があった一方

で、税金等調整前四半期純利益の計上額13億18百万円、減価償却費の計上額５億37百万円、未払金の増加

額４億88百万円、仕入債務の増加額２億54百万円、投資有価証券評価損の計上額２億67百万円があったこ

とによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、２億74百万円（前年同四半期連結累計期間比７億91百万円増）となり

ました。これは主に、定期預金の払戻による収入８億円、有価証券の償還による収入８億円があった一方

で、有形固定資産の取得による支出10億98百万円、投資有価証券の取得による支出７億20百万円があった

ことによるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、18億円（前年同四半期連結累計期間比６億28百万円増）となりまし

た。これは主に、自己株式の純増額15億66百万円、配当金の支払額２億48百万円によるものです。 

  

平成21年12月18日に公表いたしました平成22年３月期通期の業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の

業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

(2) キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,524,133 2,032,785

受取手形及び売掛金 4,893,437 3,000,487

有価証券 1,832,571 3,919,851

商品及び製品 1,905,223 1,352,911

仕掛品 1,240,437 822,692

原材料及び貯蔵品 782,675 1,038,937

その他 709,957 2,067,438

貸倒引当金 △384 △178

流動資産合計 13,888,052 14,234,926

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,495,170 3,492,049

その他（純額） 4,693,136 3,942,989

有形固定資産合計 8,188,306 7,435,038

無形固定資産 116,867 59,336

投資その他の資産   

投資有価証券 2,598,299 2,503,379

その他 824,839 714,756

貸倒引当金 △172,539 △180,250

投資その他の資産合計 3,250,599 3,037,885

固定資産合計 11,555,773 10,532,261

資産合計 25,443,825 24,767,187

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,063,567 808,920

短期借入金 1,609,600 1,547,200

未払法人税等 357,768 33,574

賞与引当金 178,260 198,783

役員賞与引当金 46,875 37,500

その他 2,239,703 1,867,648

流動負債合計 5,495,774 4,493,627

固定負債   

社債 2,000,000 2,000,000

長期借入金 960,000 832,000

退職給付引当金 51,117 46,872

その他 419,367 409,973

固定負債合計 3,430,485 3,288,846

負債合計 8,926,259 7,782,473
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,504,866 7,504,866

資本剰余金 8,415,316 8,411,316

利益剰余金 2,463,206 1,474,082

自己株式 △2,085,873 △515,545

株主資本合計 16,297,516 16,874,721

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,969 △38,327

繰延ヘッジ損益 △51,592 △18,751

為替換算調整勘定 60,415 62,265

評価・換算差額等合計 99,792 5,186

新株予約権 120,017 100,000

少数株主持分 239 4,805

純資産合計 16,517,565 16,984,713

負債純資産合計 25,443,825 24,767,187
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,731,340 10,353,831

売上原価 2,622,633 2,784,724

売上総利益 6,108,706 7,569,106

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 5,932,023 6,055,908

営業利益 176,683 1,513,198

営業外収益   

受取利息 45,145 30,997

受取配当金 16,071 16,900

保険返戻金 － 24,542

研究開発負担金収入 100,000 32,530

受取補償金 － 15,000

負ののれん償却額 － 6,305

その他 23,221 12,263

営業外収益合計 184,438 138,539

営業外費用   

支払利息 47,733 52,309

為替差損 － 15,899

その他 14,987 6,218

営業外費用合計 62,720 74,427

経常利益 298,402 1,577,311

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14,487

貸倒引当金戻入額 112 －

特別利益合計 112 14,487

特別損失   

固定資産処分損 1,562 4,004

投資有価証券評価損 29,507 267,117

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 3,850 475

貸倒引当金繰入額 22,638 －

その他 － 1,300

特別損失合計 57,558 272,896

税金等調整前四半期純利益 240,955 1,318,902

法人税、住民税及び事業税 8,542 348,174

法人税等調整額 10,080 △272,790

法人税等合計 18,622 75,383

少数株主利益 610 1,236

四半期純利益 221,722 1,242,282
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,553,177 4,317,953

売上原価 998,051 987,618

売上総利益 2,555,126 3,330,335

販売費及び一般管理費   

販売費及び一般管理費合計 1,952,549 2,141,945

営業利益 602,577 1,188,390

営業外収益   

受取利息 14,641 7,622

受取配当金 6,218 7,308

研究開発負担金収入 － 32,530

受取補償金 － 15,000

負ののれん償却額 － 6,305

その他 8,311 3,133

営業外収益合計 29,171 71,899

営業外費用   

支払利息 15,254 17,114

為替差損 5,767 24,874

その他 2,228 1,568

営業外費用合計 23,250 43,557

経常利益 608,498 1,216,732

特別利益   

投資有価証券売却益 － 572

投資有価証券評価損戻入益 － 3,657

特別利益合計 － 4,230

特別損失   

固定資産処分損 600 △15

投資有価証券評価損 25,992 －

ゴルフ会員権貸倒引当金繰入額 250 475

貸倒引当金繰入額 9,960 －

特別損失合計 36,803 459

税金等調整前四半期純利益 571,694 1,220,503

法人税、住民税及び事業税 3,007 316,132

法人税等調整額 2,742 △223,463

法人税等合計 5,750 92,668

少数株主利益 1,544 643

四半期純利益 564,400 1,127,191
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 240,955 1,318,902

減価償却費 506,987 537,964

投資有価証券評価損益（△は益） － 267,117

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,254

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,389 △7,503

賞与引当金の増減額（△は減少） △84,066 △20,523

受取利息及び受取配当金 △61,216 △47,898

支払利息 47,733 52,309

為替差損益（△は益） 1,535 19,169

売上債権の増減額（△は増加） △414,839 △1,892,949

たな卸資産の増減額（△は増加） △197,895 △763,599

仕入債務の増減額（△は減少） 200,285 254,646

未払金の増減額（△は減少） △14,487 488,262

その他 203,560 44,496

小計 454,942 236,140

利息及び配当金の受取額 63,634 53,659

利息の支払額 △47,138 △46,975

役員退職慰労金の支払額 △12,080 △6,080

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △11,551 △14,834

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,806 221,909

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 － △100,000

定期預金の払戻による収入 － 800,000

有価証券の取得による支出 － △100,000

有価証券の売却及び償還による収入 1,900,000 800,058

信託受益権の取得による支出 △323,939 －

信託受益権の償還による収入 419,134 －

有形固定資産の取得による支出 △324,682 △1,098,008

投資有価証券の取得による支出 △1,131,553 △720,678

投資有価証券の売却による収入 － 233,109

貸付けによる支出 － △70,500

長期前払費用の取得による支出 △8,050 △13,028

その他 △14,523 △5,752

投資活動によるキャッシュ・フロー 516,383 △274,800
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △610,000 △20,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △50,400 △89,600

セール・アンド・リースバック取引による収入 174,883 －

リース債務の返済による支出 △244,131 △176,079

自己株式の純増減額（△は増加） △175,941 △1,566,328

配当金の支払額 △265,444 △248,679

その他 △764 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,171,797 △1,800,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,262 △9,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △217,869 △1,863,298

現金及び現金同等物の期首残高 4,984,788 5,620,523

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,766,918 3,757,225
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該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結会計期間末における自己株式の残高は、前連結会計年度末に比べ1,570,328千円増

加し、2,085,873千円となりました。これは主に、平成21年５月25日開催の取締役会決議に基づき

372,000株、141,360千円を、平成21年７月９日開催の取締役会決議に基づき2,170,000株、1,477,770千

円をそれぞれ取得したことによります。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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