
  

１．平成26年３月期第２四半期の業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 

  

（注）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。前事業年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して、「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」を算定し
ております。 
  

（２）財政状態 

（注）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。前事業年度の期首に当該
株式分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。 
  

２．配当の状況 
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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２四半期  2,794  52.5 713 132.7  756  150.2  533  153.0

25年３月期第２四半期  1,833  △2.1 306 △44.4  302  △44.8  210  △40.1

  
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２四半期  27.67  27.43

25年３月期第２四半期  10.72  10.66

  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  10,013 8,450  83.9  435.56

25年３月期  9,919 8,191  82.3  423.33

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 8,404百万円   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 － 15.00  15.00

26年３月期  － 0.00       

26年３月期（予想）     － 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

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。前事業年度の期首に当該株式分

割が行われたと仮定して、１株当たり配当額を算定しております。

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、対前期増減率）

  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 

通期  5,308  16.6  1,285  63.8  1,315 47.7  855  52.2  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２Ｑ 19,295,000株 25年３月期 96,452株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ －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２Ｑ 19,292,442株 25年３月期２Ｑ 98,444株

当社は平成25年７月１日付で普通株式１株を200株とする株式分割を行っており、26年３月期第２四半期の期中平

均株式数（四半期累計期間）は、当該分割が当事業年度の期首に行われたと仮定して算定しております。

 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Ｐ３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四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２四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、2,794百万円（前年同期比52.5％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713百万円（同132.7％増）、経常利益756百万円（同

150.2％増）、四半期純利益533百万円（同153.0％増）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２四半期累計期間の売上高は696百万円（同6.6％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２四半期累計期間の売

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２四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２四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、1,564百万

円（同44.7％増）となりました。 

＜日本市場＞ 

 スキャンポ社が慢性便秘症（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

２四半期累計期間の売上高は358百万円（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２四半期累計期間の売上高は73百万円（同22.4％減）となりました。  

     

（２）財政状態に関する説明 

(資産） 

 当第２四半期会計期間末における流動資産は7,873百万円となり、前事業年度末に比べ73百万円増加いたしまし 

た。これは主に売掛金が679百万円減少したものの、現金及び預金が472百万円増加したこと及び流動資産のその他

に含まれている前払金186百万円増加したことによるものであります。 

 固定資産は2,140百万円となり、前事業年度末に比べ19百万円増加いたしました。これは主に無形固定資産が15

百万円減少したこと及び投資有価証券が12百万円減少したものの、有形固定資産が51百万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10,013百万円となり、前事業年度末に比べ93百万円増加いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債は785百万円となり、前事業年度末に比べ187百万円減少いたしまし 

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202百万円減少したことによるものであります。 

 固定負債は777百万円となり、前事業年度末に比べ22百万円増加いたしました。これは主に繰延税金負債が11百 

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1,563百万円となり、前事業年度末に比べ165百万円減少いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は8,450百万円となり、前事業年度末に比べ259百万円増加いたし 

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、四半期純利益を533百万円計上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83.9％（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２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,119,686 5,592,507

売掛金 1,157,801 478,216

製品 61,981 84,483

仕掛品 983,708 1,094,098

原材料及び貯蔵品 236,696 211,525

その他 239,464 412,400

流動資産合計 7,799,337 7,873,232

固定資産   

有形固定資産 400,518 451,744

無形固定資産 117,565 101,900

投資その他の資産   

投資有価証券 1,528,583 1,515,842

その他 73,736 70,796

投資その他の資産合計 1,602,319 1,586,638

固定資産合計 2,120,403 2,140,283

資産合計 9,919,740 10,013,515

負債の部   

流動負債   

買掛金 252,442 233,517

未払法人税等 104,561 226,175

その他 616,325 326,140

流動負債合計 973,328 785,832

固定負債   

長期借入金 246,861 246,861

繰延税金負債 437,552 448,567

資産除去債務 30,129 40,224

その他 40,494 41,573

固定負債合計 755,037 777,227

負債合計 1,728,366 1,563,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 654,251 655,145

資本剰余金 594,051 594,944

利益剰余金 5,969,047 6,213,458

株主資本合計 7,217,349 7,463,548

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 948,821 940,615

評価・換算差額等合計 948,821 940,615

新株予約権 25,202 46,291

純資産合計 8,191,373 8,450,455

負債純資産合計 9,919,740 10,013,515
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

製品売上高 1,783,027 2,744,988

ロイヤリティー収入 50,000 50,000

売上高合計 1,833,027 2,794,988

売上原価 671,565 1,014,301

売上総利益 1,161,461 1,780,686

販売費及び一般管理費 854,724 1,066,801

営業利益 306,737 713,885

営業外収益   

受取利息 2,898 1,427

受取賃貸料 4,634 －

為替差益 － 39,105

その他 1,290 1,731

営業外収益合計 8,823 42,264

営業外費用   

為替差損 13,212 －

その他 167 －

営業外費用合計 13,380 －

経常利益 302,181 756,150

特別損失   

固定資産除却損 6 96

特別損失合計 6 96

税引前四半期純利益 302,174 756,053

法人税、住民税及び事業税 84,745 212,258

法人税等調整額 6,430 10,027

法人税等合計 91,175 222,286

四半期純利益 210,998 533,767
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益 302,174 756,053

減価償却費 59,049 64,053

株式報酬費用 11,217 22,349

受取利息及び受取配当金 △2,898 △1,427

為替差損益（△は益） 16,627 △18,511

売上債権の増減額（△は増加） 153,580 679,584

たな卸資産の増減額（△は増加） △50,835 △107,721

前渡金の増減額（△は増加） △25,012 △186,309

前払費用の増減額（△は増加） △6,037 △4,224

仕入債務の増減額（△は減少） 48,460 △18,925

未払金の増減額（△は減少） 42,612 △207,544

未払費用の増減額（△は減少） △1,447 △9,884

前受金の増減額（△は減少） 43,603 △76,464

その他 △22,826 20,201

小計 568,268 911,228

利息及び配当金の受取額 1,108 2,631

法人税等の支払額 △152,354 △91,152

営業活動によるキャッシュ・フロー 417,022 822,707

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 △43,786 △78,496

無形固定資産の取得による支出 △2,746 △1,616

定期預金の預入による支出 △1,200,000 △3,400,000

定期預金の払戻による収入 1,200,000 3,400,000

その他 △6,816 1,901

投資活動によるキャッシュ・フロー △53,348 △78,211

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △294,812 △288,415

リース債務の返済による支出 △1,635 △2,299

ストックオプションの行使による収入 0 527

財務活動によるキャッシュ・フロー △296,448 △290,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,482 18,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 49,743 472,820

現金及び現金同等物の期首残高 1,809,668 1,719,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,859,411 2,192,507
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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。   

   

   

（４）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）
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