
１．平成26年３月期第１四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日） 

  

（注）１ 26年３月期第1四半期の営業利益、経常利益及び四半期純利益の対前年同四半期増減率は、1,000％を超えるた
     め、「－」と記載しております。 
   ２ 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っており、１株当たり四半期純利益 
     及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は当該株式分割前の株数で計算しております。なお、当該株式分
     割が上記数値に与える影響については、「（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正」をご覧くだ
     さい。  
  
（２）財政状態 

  
２．配当の状況 

  

   当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき200株の株式分割を行っております。なお、平成26年３月期  
  （予想）の１株当たり配当金は、当該株式分割後の金額です。また、平成25年３月期の１株当たり配当金は、当該株
  式分割前の金額です。当該株式分割の影響を調整した場合の１株当たり配当金については「（ご参考）株式分割に伴
  う１株当たり数値の遡及修正」をご覧ください。  
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（１）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 ％ 

26年３月期第１四半期  1,519  105.6 457 －  502  －  352  －

25年３月期第１四半期  739  △19.6 6 △97.5  4  △98.4  5  △97.1

  
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 

26年３月期第１四半期  3,656.05  3,626.65

25年３月期第１四半期  51.28  51.16

  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 

26年３月期第１四半期  9,915 8,309  83.5  85,877.43

25年３月期  9,919 8,191  82.3  84,665.65

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 8,284百万円   25年３月期 8,166百万円 

  
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 
25年３月期  － 0.00 － 3,000.00  3,000.00

26年３月期  －       

26年３月期（予想）   0.00 － 20.00  20.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  2,669  7.7  647  46.8  676 52.8  439  52.8  22.81

通期  5,308  6.3  1,285  32.3  1,315 35.0  855  35.0  44.32

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



 ※  注記事項 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

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） 26年３月期１Ｑ 96,465株 25年３月期 96,452株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ －株 25年３月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 96,456株 25年３月期１Ｑ 98,444株

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外でありますが、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報告書のレビュー手続きが完了しております。

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。なお、業績予想

に関する事項は、添付資料P2「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧く

ださい。



 平成25年６月30日現在の株主名簿に記載された株主に対し、平成25年７月１日付でその所有する株式１株を200株に株

式分割しました。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の前年第１四半期および前事業年度における１株当た

り情報は以下のとおりであります。 

  

（ご参考）株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正

  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
１株当たり純資産 １株当たり配当金

  

26年３月期第１四半期 

25年３月期第１四半期 

25年３月期  

円 銭

18.28

0.26

28.73

円 銭

18.13

0.26

28.58

円 銭

429.39

391.98

423.33

円 銭

－

－

15.00
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、金融緩和や各種経済対策への期待感から円高の是正や株価上昇の

動きがみられ、緩やかに景気回復への期待が高まりつつあるものの、欧州債務問題や海外経済の減速懸念などによ

り、先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

 医薬品業界におきましては、後発品の普及促進、長期収載品の薬価引き下げ等の医療費抑制政策により引き続き

厳しい状況にあり、新薬開発が一層重要な課題となっております。 

 このような状況のもと、当社は製品価値の 大化に向けた販路の再構築や眼科・皮膚科領域における新薬の創出

を目指し、積極的に事業活動に取り組みました。 

  

 当第１四半期累計期間の売上高は、AMITIZA®カプセルの米国向けの納入価格の変更や、米国及び日本での販売が

堅調に推移したこと等により、1,519百万円（前年同期比105.6％増）となりました。 

 利益面におきましては、上記売上増加に伴い、営業利益457百万円（前年同期は営業利益６百万円）、経常利益

502百万円（前年同期は経常利益４百万円）、四半期純利益352百万円（前年同期は四半期純利益５百万円）となり

ました。 

  

 事業部門別の状況は次のとおりであります。 

（レスキュラ®点眼液） 

＜日本市場＞  

 当社の主力商品であるレスキュラ®点眼液は、製品価値の 大化に向け、販売先との共同プロモーションに注力

し、次の施策を行っております。  

①緑内障の早期発見を目指して眼科医を対象に眼底読影勉強会を積極的に開催するとともに、製品説明会等を通

じ、レスキュラ®点眼液の販売促進活動を行う 

②学会セミナーの開催や講演会記録集等の作成により製品特性等の情報提供を活発に行い、レスキュラ®点眼液

の認知度向上・普及促進活動に取り組む 

 上記①、②の施策により、当第１四半期累計期間の売上高は347百万円（同48.8％増）となりました。 

＜北米市場＞ 

 Sucampo AG がレスキュラ®点眼液の添付文書の記載内容を変更して再上市しており、当第１四半期累計期間の売

上高は101百万円（前年同期は実績なし）となりました。 

   

（AMITIZA®カプセル） 

＜北米市場＞  

 当社は米国のSucampo Pharma Americas,Inc.との北米地域における独占的製造供給契約に基づき、慢性特発性便

秘症、便秘型過敏性腸症候群治療薬の受託製造を行っております。また、当第１四半期累計期間において、

Sucampo Pharmaceuticals,Inc.（以下、スキャンポ社）がオピオイド誘発性便秘症の追加新薬申請の承認を取得し

ており、当社はスキャンポ社と北米地域における独占的製造供給契約を締結しております。 

 当第１四半期累計期間の売上高は、納入価格の変更や、北米向けの販売が堅調に推移したことから、927百万円

（同87.1％増）となりました。 

＜日本市場＞ 

 Sucampo Pharmaceuticals,Inc.が慢性便秘症（器質的疾患による便秘を除く）治療薬の製造販売承認を取得した

ことに伴い、当第１四半期累計期間の売上高は136百万円（前年同期は実績なし）となりました。 

   

（医薬品開発支援サービス） 

 医薬品開発支援サービスの当第１四半期累計期間の売上高は6百万円（同7.3％増）となりました。  

    

（２）財政状態に関する説明 

(資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は7,726百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円減少いたしまし 

た。これは主に現金及び預金が591百万円増加したものの、売掛金が622百万円減少したことによるものでありま

す。 

 固定資産は2,189百万円となり、前事業年度末に比べ69百万円増加いたしました。これは主に投資有価証券が 

83百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は9,915百万円となり、前事業年度末に比べ３百万円減少いたしました。 

（負債） 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 当第１四半期会計期間末における流動負債は810百万円となり、前事業年度末に比べ162百万円減少いたしまし 

た。これは主に流動負債のその他に含まれている未払金が207百万円減少したことによるものであります。 

 固定負債は795百万円となり、前事業年度末に比べ40百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が38百

万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は1,606百万円となり、前事業年度末に比べ121百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は8,309百万円となり、前事業年度末に比べ118百万円増加いたし 

ました。これは主に剰余金の配当が289百万円あったものの、四半期純利益の計上352百万円、その他有価証券評 

価差額金が53百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は83.5％（前事業年度末は82.3％）となりました。 

     

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年７月16日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通期の業績予想から変更はありま

せん。 

 なお、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。 
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２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,119,686 5,711,296

売掛金 1,157,801 535,588

製品 61,981 29,424

仕掛品 983,708 972,129

原材料及び貯蔵品 236,696 208,873

その他 239,464 269,088

流動資産合計 7,799,337 7,726,401

固定資産   

有形固定資産 400,518 396,786

無形固定資産 117,565 110,537

投資その他の資産   

投資有価証券 1,528,583 1,612,171

その他 73,736 70,088

投資その他の資産合計 1,602,319 1,682,260

固定資産合計 2,120,403 2,189,584

資産合計 9,919,740 9,915,985

負債の部   

流動負債   

買掛金 252,442 232,754

未払法人税等 104,561 150,921

その他 616,325 427,002

流動負債合計 973,328 810,677

固定負債   

長期借入金 246,861 246,861

繰延税金負債 437,552 475,765

資産除去債務 30,129 30,274

その他 40,494 42,862

固定負債合計 755,037 795,763

負債合計 1,728,366 1,606,441

純資産の部   

株主資本   

資本金 654,251 654,682

資本剰余金 594,051 594,482

利益剰余金 5,969,047 6,032,339

株主資本合計 7,217,349 7,281,505

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 948,821 1,002,661

評価・換算差額等合計 948,821 1,002,661

新株予約権 25,202 25,378

純資産合計 8,191,373 8,309,544

負債純資産合計 9,919,740 9,915,985

株式会社アールテック・ウエノ（4573）　平成26年3月期 第1四半期決算短信

4



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年６月30日) 

売上高   

製品売上高 714,244 1,494,628

ロイヤリティー収入 25,000 25,000

売上高合計 739,244 1,519,628

売上原価 285,866 540,051

売上総利益 453,378 979,576

販売費及び一般管理費 446,709 522,471

営業利益 6,668 457,104

営業外収益   

受取利息 1,384 722

為替差益 － 43,109

受取賃貸料 2,771 －

その他 1,128 1,675

営業外収益合計 5,284 45,507

営業外費用   

為替差損 7,619 －

営業外費用合計 7,619 －

経常利益 4,334 502,611

特別損失   

固定資産除却損 － 96

特別損失合計 － 96

税引前四半期純利益 4,334 502,515

法人税、住民税及び事業税 611 141,384

法人税等調整額 △1,325 8,482

法人税等合計 △714 149,867

四半期純利益 5,048 352,648
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 該当事項はありません。     

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社は、医薬品製造販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。   

   

   

ストックオプション（新株予約権）の発行について  

１．当社取締役に対するストックオプションの発行  

 平成25年７月18日開催の取締役会において、下記のとおり決議いたしました。 

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式 9,900株  

(2)新株予約権の割当対象者及び割当予定数 

当社取締役（社外取締役を除く） ２名 9,900個 

(3)新株予約権の割当日 

平成25年８月９日 

(4)新株予約権の払込金額 

各新株予約権の払込金額は、割当日における新株予約権１個当たりの公正価額（ブラック・ショールズ・モデ

ルにより同日の東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱにおける終値をもとに算定）に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、新株予約権の対象者が当社に対して有する報酬債権と新株予約権の払込金額の払込債務とを割当日にお

いて相殺する。  

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当

社普通株式１株当たり１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

(6)新株予約権を行使することができる期間 

平成25年８月10日から平成55年８月９日まで 

     

２．当社従業員に対するストックオプションの発行 

 平成25年６月25日開催の第24回定時株主総会で承認されました、「従業員に対する株式報酬型ストックオプシ

ョンとして新株予約権を発行する件」に基づき、平成25年７月18日開催の取締役会において、下記のとおり決議

いたしました。 

(1)新株予約権の目的である株式の種類及び数 

当社普通株式 10,000株  

(2)新株予約権の割当対象者及び割当予定数 

当社従業員 12名 44個 

(3)新株予約権の割当日 

平成25年８月９日 

(4)新株予約権の払込金額 

金銭の払込みは要しないものとする。 

(5)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる当

社普通株式１株当たり１円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 

(6)新株予約権を行使することができる期間 

平成25年８月10日から平成30年８月９日まで  

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）
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