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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 49,526 7.9 3,718 1.3 3,613 △3.1 2,244 2.8
25年3月期第2四半期 45,880 ― 3,669 ― 3,730 ― 2,183 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 2,366百万円 （7.2％） 25年3月期第2四半期 2,208百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 56.32 56.27
25年3月期第2四半期 54.35 54.34

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2四半期 106,298 51,145 48.1 1,292.73
25年3月期 102,921 48,810 47.4 1,236.93
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  51,077百万円 25年3月期  48,767百万円

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

25年3月期 ― 16.00 ― 16.00 32.00
26年3月期 ― 16.00
26年3月期（予想） ― 16.00 32.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料２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。 

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 103,000 9.7 8,300 0.9 8,000 △5.6 5,200 1.4 130.47



(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  
(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 (1)連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更」をご覧ください。 

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)期末自己株式数には、従業員持株会専用信託が所有する株式が含まれております。 

※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に対する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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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２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。 

※  注記事項

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2Q 40,729,417 株 25年3月期 40,729,417 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,075,178 株 25年3月期 1,115,392 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 39,853,215 株 25年3月期2Q 40,178,616 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、アベノミクスによる過度な円高の修正や財政出動による内需

喚起等により、国内景況感は上向きの兆しが出てまいりました。 

 後発医薬品業界におきましては、平成25年６月に厚生労働省から発表された「医薬品産業ビジョン2013」にて将

来像として、①安定供給、品質への信頼性の確保、情報提供といった課題になお一層徹底的に取り組むこと、②先

発医薬品特許失効の中心は、今後低分子医薬品からバイオ医薬品へと移りつつあり、バイオシミラー開発への参入

のような新分野への進出が必要であること、③海外市場への進出は避けて通れない道であり、わが国の高品質の製

品を海外に供給することや、原薬から製剤までのバリューチェーンを有することが必要であること、などが示唆さ

れております。 

 当社は、生産体制の拡充、バイオシミラーの開発、東南アジアへの当社高品質医薬品の提供など、求められる後

発医薬品メーカーへの道を着々と進みつつあるところです。  

 このような状況の中で、日本初のオートジェネリックである『フェキソフェナジン塩酸塩錠30㎎「SANIK」、同

60㎎「SANIK」』(製造販売元:日医工サノフィ株式会社)は、先発製剤と原薬、添加物、製造方法が同一で、日本に

おいてサノフィグループから特許等の許諾を受けた唯一の製剤であり、平成25年６月に追補収載され、当社が独占

的に販売を進めております。 

また、平成25年９月にアステラスファーマテック株式会社(アステラス製薬株式会社の日本の生産子会社)の製造

拠点の一つである富士工場の事業を、平成26年４月１日付で承継することを基本合意しております。今後、生産能

力を更に引き上げることで安定供給をより確実にするとともに、同工場の高い品質管理能力と技術力が当社グルー

プに融合することにより、大きな成果が得られるものと考えております。 

加えて同年10月に、バイオシミラー製造ノウハウを蓄えるとともに製造拠点の安定的な確保を目的として、バイ

オシミラー製造を手がける韓国のBinex Co.,Ltd.の株式を12.6％取得致しました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が495億26百万円（前年同期比7.9％増）、営業利益37

億18百万円（前年同期比1.3％増）、経常利益36億13百万円（前年同期比3.1％減）、四半期純利益22億44百万円

（前年同期比2.8％増）となりました。 

 （２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、33億77百万円増加し、1,062億98百

万円となりました。これは、現金及び預金が20億11百万円、たな卸資産が14億87百万円、投資有価証券が11億50百

万円増加したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、10億42百万円増加し、551億53百万円となりました。これは、

短期借入金が62億３百万円増加したことと、仕入債務（支払手形及び買掛金・電子記録債務）が33億89百万円減少

したこと、未払金の減少などに伴うその他の流動負債が14億20百万円減少したことなどによるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、23億35百万円増加し、511億45百万円となりました。これ

は、利益剰余金が19億23百万円増加したことと、為替換算調整勘定を３億68百万円計上したことなどによるもので

あります。   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の実績と今後の研究開発費等の増加を踏まえて、平成26年３月期の通期連結業績予想

につきまして、営業利益を83億円（平成25年５月14日公表比７億円減）、経常利益を80億円（同８億円減）、当期

純利益を52億円（同３億円減）に、それぞれ修正いたします。なお、売上高につきましては1,030億円と前回予想

を修正しておりません。 

  この連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいております。実際の業績は、様々な

要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更   

①連結の範囲の重要な変更 

 該当事項はありません。 

②持分法適用の範囲の重要な変更 

 第１四半期連結会計期間より、株式会社イーエムアイ（非連結子会社）、アクティブファーマ株式会社（関連

会社）、日医工サノフィ株式会社（関連会社）、Aprogen Inc.（関連会社）を持分法適用の範囲に含めておりま

す。  

（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。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。   

（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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,309,006 7,320,519

受取手形及び売掛金 26,384,059 26,534,119

有価証券 － 1,000

商品及び製品 18,164,680 19,159,869

仕掛品 4,270,429 4,262,534

原材料及び貯蔵品 5,695,879 6,196,381

その他 2,610,825 1,731,286

貸倒引当金 △71,900 △68,480

流動資産合計 62,362,981 65,137,231

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,053,317 15,274,933

機械装置及び運搬具（純額） 7,558,193 7,255,729

土地 4,306,638 4,377,035

建設仮勘定 438,740 550,005

その他（純額） 3,055,406 2,885,643

有形固定資産合計 30,412,296 30,343,347

無形固定資産   

のれん 1,514,017 1,397,112

その他 2,856,545 2,448,796

無形固定資産合計 4,370,563 3,845,909

投資その他の資産   

投資有価証券 4,202,854 5,353,409

その他 1,836,443 1,791,544

貸倒引当金 △264,000 △173,000

投資その他の資産合計 5,775,297 6,971,954

固定資産合計 40,558,157 41,161,210

資産合計 102,921,138 106,298,442



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,298,278 12,643,933

電子記録債務 － 6,264,491

短期借入金 4,070,000 10,273,000

1年内返済予定の長期借入金 2,815,872 2,919,770

未払法人税等 2,216,349 1,401,578

返品調整引当金 77,200 92,400

賞与引当金 536,449 538,467

その他 6,868,929 5,448,478

流動負債合計 38,883,079 39,582,119

固定負債   

長期借入金 9,497,198 10,106,740

退職給付引当金 3,192,130 3,179,537

資産除去債務 55,031 55,456

その他 2,483,653 2,229,277

固定負債合計 15,228,013 15,571,010

負債合計 54,111,093 55,153,130

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,557,728 13,557,728

資本剰余金 12,274,220 12,273,877

利益剰余金 24,428,257 26,351,643

自己株式 △1,904,184 △1,816,961

株主資本合計 48,356,022 50,366,289

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 113,357 45,145

土地再評価差額金 297,710 297,710

為替換算調整勘定 － 368,510

その他の包括利益累計額合計 411,067 711,365

新株予約権 42,955 67,655

純資産合計 48,810,045 51,145,311

負債純資産合計 102,921,138 106,298,442



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

売上高 45,880,546 49,526,524

売上原価 27,897,595 30,455,880

売上総利益 17,982,951 19,070,643

返品調整引当金繰入額 3,100 15,200

差引売上総利益 17,979,851 19,055,443

販売費及び一般管理費 14,310,570 15,337,317

営業利益 3,669,280 3,718,126

営業外収益   

受取利息 9,347 8,158

受取配当金 19,668 16,366

助成金収入 － 60,000

負ののれん償却額 3,105 －

共同開発費用分担金 120,418 1,600

その他 94,174 152,696

営業外収益合計 246,714 238,822

営業外費用   

支払利息 82,943 69,004

支払手数料 17,358 21,533

売上債権売却損 48,088 47,810

持分法による投資損失 － 161,828

その他 37,026 43,472

営業外費用合計 185,416 343,648

経常利益 3,730,578 3,613,299

特別利益   

固定資産売却益 171 1,533

特別利益合計 171 1,533

特別損失   

固定資産処分損 16,551 4,931

投資有価証券評価損 140,916 4,435

その他 410 －

特別損失合計 157,877 9,367

税金等調整前四半期純利益 3,572,873 3,605,465

法人税等 1,388,997 1,360,767

少数株主損益調整前四半期純利益 2,183,875 2,244,697

四半期純利益 2,183,875 2,244,697



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,183,875 2,244,697

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24,472 25,534

持分法適用会社に対する持分相当額 － 96,703

その他の包括利益合計 24,472 122,238

四半期包括利益 2,208,348 2,366,936

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,208,348 2,366,936

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 22,739,677 24,938,640

売上原価 13,762,723 15,389,224

売上総利益 8,976,954 9,549,416

返品調整引当金戻入額 2,070 4,010

差引売上総利益 8,979,024 9,553,426

販売費及び一般管理費 7,419,904 8,048,453

営業利益 1,559,120 1,504,972

営業外収益   

受取利息 4,679 4,315

受取配当金 1,953 2,151

共同開発費用分担金 － 1,600

為替差益 5,046 21,864

その他 50,739 49,294

営業外収益合計 62,418 79,227

営業外費用   

支払利息 39,061 36,186

支払手数料 8,337 11,472

売上債権売却損 22,622 25,179

持分法による投資損失 － 127,209

その他 10,992 33,962

営業外費用合計 81,014 234,010

経常利益 1,540,524 1,350,189

特別利益   

固定資産売却益 － 1,523

特別利益合計 － 1,523

特別損失   

固定資産処分損 8,403 4,744

減損損失 － △310,122

投資有価証券評価損 83,869 4,435

その他 45 －

特別損失合計 92,317 △300,942

税金等調整前四半期純利益 1,448,207 1,652,655

法人税等 539,866 641,517

少数株主損益調整前四半期純利益 908,340 1,011,137

四半期純利益 908,340 1,011,137



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 908,340 1,011,137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 45,952 14,548

持分法適用会社に対する持分相当額 － 8,373

その他の包括利益合計 45,952 22,922

四半期包括利益 954,293 1,034,059

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 954,293 1,034,059

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第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) 

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 3,572,873 3,605,465

減価償却費 2,257,056 2,811,947

のれん償却額 89,861 116,905

負ののれん償却額 △3,105 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168,464 △94,420

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105,250 △12,593

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,100 15,200

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,551 2,018

受取利息及び受取配当金 △29,016 △24,524

支払利息 82,943 69,004

固定資産売却損益（△は益） △171 △1,533

固定資産処分損益（△は益） 16,551 4,931

持分法による投資損益（△は益） － 161,828

投資有価証券評価損益（△は益） 140,916 4,435

売上債権の増減額（△は増加） △2,919,020 △108,848

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,335,196 △1,822,214

仕入債務の増減額（△は減少） 1,917,341 △3,389,853

未払費用の増減額（△は減少） 81,600 △135,268

その他 679,584 313,085

小計 4,871,584 1,515,565

利息及び配当金の受取額 79,634 81,273

利息の支払額 △80,348 △72,746

法人税等の支払額 △725,969 △2,157,750

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,144,900 △633,657

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 △4,800 △3,000

定期預金の払戻による収入 284,511 －

有形固定資産の取得による支出 △3,638,747 △3,042,037

有形固定資産の売却による収入 2,241 1,523

無形固定資産の取得による支出 △8,207 △1,000

関係会社株式の取得による支出 △7,366 －

投資有価証券の取得による支出 △3,570 △364,356

投資有価証券の売却による収入 － 223,387

貸付金の回収による収入 2,120 26,540

その他 △101,445 △83,160

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,475,264 △3,242,102

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） 175,000 6,203,000

長期借入れによる収入 2,700,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △3,389,482 △1,486,560

自己株式の取得による支出 △990,982 △737

自己株式の売却による収入 73,672 83,520

ストックオプションの行使による収入 － 2

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △313,825 △479,562

配当金の支払額 △434,486 △634,489

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,180,103 5,885,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 △402 △899

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,510,869 2,008,513

現金及び現金同等物の期首残高 5,605,291 4,889,386

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,094,422 6,897,900



該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。 

   

   

（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）

（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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