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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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医薬品業界は、後発品使用促進策等の医療費抑制策の進展に加え、本年４月

に実施されました薬価改定におきまして、新薬創出・適応外薬解消等促進加算の試行的導入が継続される一方で、

後発品への置き換えが進まない長期収載医薬品への特例引き下げが実施されるなど、引き続き厳しい経営環境のも

とに推移しております。また、情報サービス業界、物品販売業界、建設業界におきましては、企業におけるIT投資

及び設備投資意欲に持ち直し感が見られるものの、足元の景気は個人消費を中心に回復の足取りが鈍く、依然とし

て厳しい競争環境下にありました。

このような状況下、当第２四半期連結累計期間の業績は以下のとおりとなりました。

 

前第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）

当第２四半期連結累計期間

（自  平成26年４月１日

至  平成26年９月30日）

増減率（％）

売上高（百万円） 31,919 34,610 8.4

営業利益（百万円） 4,843 5,305 9.5

経常利益（百万円） 5,680 6,439 13.4

四半期純利益（百万円） 3,780 4,504 19.2

医薬品事業の売上高は、299億３千６百万円（前年同期比5.5％増）となりました。糖尿病治療薬「グルベス®配

合錠」、前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬「ユリーフ®錠」、腎性貧血治療薬「エポエチンアルファBS注JCR」を

はじめとする新製品の育成に注力するとともに、既存の製商品につきましても積極的な医薬情報活動を推進いたし

ましたほか、研究開発テーマの導出に係る契約金などの技術料売上並びに輸出売上が増加いたしましたことなどに

より増収となりました。なお、アントラサイクリン系抗悪性腫瘍剤の血管外漏出治療薬「サビーン®点滴静注用」

を本年４月17日に新発売いたしました。さらに、昨年７月に承認申請いたしました口腔乾燥症状改善薬「サラジェ

ン®顆粒」（剤形追加）につきましては、本年８月に製造販売承認を取得いたしましたことから新発売に向けた準

備を進めております。また、前立腺肥大症に伴う排尿障害改善薬シロドシン（一般名、日本製品名ユリーフ）の北

米・中南米における技術導出先でありますアクタビス社（アメリカ）及び欧州・中東・アフリカなどにおける技術

導出先でありますレコルダッチ社（イタリア）では、当連結累計期間におきましても引き続きそれぞれの許諾地域

内において製品育成ならびに発売に向けた準備を進めておりますほか、他の技術導出先各社におきましても製品育

成が図られております。

その他の事業の売上高は、46億７千３百万円（前年同期比31.7％増）となりました。物品販売業で減収となりま

したものの、情報サービス業、建設請負業におきましては増収となりました。

利益面では、研究開発費を主に販売費及び一般管理費が増加いたしましたものの、増収による増益要因などによ

り、営業利益、経常利益及び四半期純利益は増益となりました。

研究開発の状況につきましては、本年５月に呼吸促進剤「ドプラム®注射液」につきまして未熟児無呼吸発作を

効能追加する承認申請を公知申請にて、本年６月にはユリーフの剤形追加（口腔内崩壊錠）の承認申請をそれぞれ

行いました。また、透析時高リン血症治療薬PA21（開発番号）につきましては第Ⅲ相臨床試験を実施するととも

に、承認申請に向けた準備を開始いたしましたほか、各テーマにつきましても引き続き研究開発を推進し、開発段

階のステージアップを図っております。なお、杏林製薬株式会社との間で共同開発（第Ⅰ相臨床試験）を進めてま

いりました過活動膀胱治療薬KEA-0447（開発番号）は、開発中止を決定いたしました。

このほか、昨年12月にファイザー社（アメリカ）に対しまして日本を除く全世界における独占的開発及び販売権

を許諾いたしました当社創製品であります痛風・高尿酸血症治療薬KUX-1151（開発番号）につきましては、本年７

月よりアメリカにて臨床試験が開始されております。

 

（２）財政状態に関する説明

１）資産、負債及び純資産の状況

当第２四半期連結会計期間末の総資産は1,789億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ63億４千７百

万円増加しました。流動資産は受取手形及び売掛金、繰延税金資産などが減少しましたが、現金及び預金、たな

卸資産が増加したことなどにより、14億１千３百万円増加し1,023億８百万円となりました。固定資産は投資有

価証券の増加などにより、49億３千３百万円増加し766億８千７百万円となりました。

当第２四半期連結会計期間末の負債は290億７千７百万円となり、前連結会計年度末に比べ７億５千万円減少

しました。流動負債は、支払手形及び買掛金、「その他」に含まれる未払金が増加しましたが、未払法人税等が

減少したことなどにより、４億２千８百万円減少し174億５千万円となりました。固定負債は繰延税金負債が増
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加しましたが、退職給付に係る負債が減少したことなどにより３億２千２百万円減少し、116億２千６百万円と

なりました。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は1,499億１千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ70億９千８百

万円増加しました。主な要因は利益剰余金が増加したことによります。

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の82.6％から83.6％となりました。

 

２）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より

６億８千６百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末では589億５千１百万円（前連結会計年度末比1.2％増）

となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況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、税金等調整前四半期純利益の増加およびその他流動負債の増加などの資金の

増加要因がありましたが、売上債権の増減額の減少および法人税等の支払額の増加などの資金の減少要因によ

り、前年同四半期に比べ24億６百万円減の40億３千９百万円となりました。

（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、有形固定資産の取得による支出が減少しましたが、投資有価証券の売却によ

る収入が減少したことにより、前年同四半期に比べ８億２千８百万円支出増の24億８千万円の支出となりまし

た。

（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、前年同四半期に比べ５千１百万円支出減の10億７千万円の支出となりまし

た。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

医薬品業界におきましては、後発品使用促進策等の医療費抑制策の影響を受け、引き続き厳しい経営環境下にあ

ります。また、その他の事業におきましても、景気回復への足取りが鈍く依然として厳しい業界環境が継続するも

のと予想されます。このような情勢の中で当グループは、グループ各社のシナジー創出によりグループ経営基盤を

強化するとともに、これまでの研究開発などへの投資を成果へと結実させ、収益性の改善に取り組んでまいりま

す。現時点での平成27年３月期の連結業績見通しにつきましては、以下のとおりです。

連結業績見通し
 

  26年３月期実績 27年３月期見通し 対前期増減額 増減率（％）

売上高（百万円） 70,399 68,700 △1,699 △2.4

営業利益（百万円） 12,301 9,400 △2,901 △23.6

経常利益（百万円） 13,541 10,900 △2,641 △19.5

当期純利益（百万円） 9,093 7,740 △1,353 △14.9

 
・売上高

当初見通しより15億円増額の687億円（前年度比2.4％減収）に修正いたします。

第２四半期連結累計期間の業績ならびに現況を加味した見直しを行いました結果、医薬品事業におきまして５

億円、その他の事業におきまして10億円それぞれ増額の計画といたしました。医薬品事業では主として国内医薬

品事業について、その他の事業では主として建設請負業について売上を見直したことによります。

・利益

第２四半期連結累計期間におきましては、医薬品事業における売上高が当初計画を上回りましたこと、販売費

及び一般管理費が当初計画を下回りましたことに加え、営業外収益にて有価証券評価益を計上いたしましたこと

などにより、営業利益、経常利益及び四半期純利益が当初見通しを上回りました。一方、通期では売上原価率の

上昇、年度後半における販売費及び一般管理費のほぼ当初計画通りの費消を見込んでおります。

年度の売上高を増額修正いたしますとともに、売上原価、販売費及び一般管理費を見直しましたことなどか

ら、通期の利益見通しにつきましては、営業利益は当初見通しより16億円増額の94億円（前年度比23.6％減

益）、経常利益は当初見通しより22億円増額の109億円（前年度比19.5％減益）、当期純利益は当初見通しより

16億４千万円増額の77億４千万円（前年度比14.9％減益）の見通しであります。なお、年度後半の営業外損益な

らびに特別損益におきましては、特別なものは見込んでおりません。
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（参考）個別業績見通し 
 

  26年３月期実績 27年３月期見通し 対前期増減額 増減率（％）

売上高（百万円） 61,090 59,000 △2,090 △3.4

営業利益（百万円） 11,649 8,800 △2,849 △24.5

経常利益（百万円） 12,908 10,350 △2,558 △19.8

当期純利益（百万円） 8,729 7,400 △1,329 △15.2

・１株当たり当期純利益予想は、143円77銭であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号  平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号  平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に対応

する単一年数の国債利回りを基礎として決定する方法から、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の国

債利回りを基礎として決定する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が637百万円増加し、利益剰余金が407百万

円減少しております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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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） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 31,266 31,950 

受取手形及び売掛金 23,711 23,150 

有価証券 27,048 27,049 

商品及び製品 5,318 5,780 

仕掛品 688 991 

原材料及び貯蔵品 6,806 6,906 

繰延税金資産 2,354 2,151 

その他 3,701 4,330 

貸倒引当金 △1 △1 

流動資産合計 100,894 102,308 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物 38,480 38,671 

減価償却累計額 △26,937 △27,372 

建物及び構築物（純額） 11,542 11,298 

土地 13,069 13,055 

建設仮勘定 － 279 

その他 14,815 14,244 

減価償却累計額 △12,467 △11,898 

その他（純額） 2,347 2,346 

有形固定資産合計 26,960 26,979 

無形固定資産 692 781 

投資その他の資産    

投資有価証券 41,669 46,805 

繰延税金資産 566 439 

その他 1,919 1,735 

貸倒引当金 △52 △52 

投資その他の資産合計 44,102 48,927 

固定資産合計 71,754 76,687 

資産合計 172,649 178,996 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成26年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 5,390 5,953 

短期借入金 1,871 1,825 

未払法人税等 3,231 1,776 

賞与引当金 2,620 2,265 

その他の引当金 558 535 

その他 4,207 5,093 

流動負債合計 17,879 17,450 

固定負債    

長期借入金 1,409 1,445 

繰延税金負債 3,817 5,713 

役員退職慰労引当金 132 106 

退職給付に係る負債 5,796 3,673 

資産除去債務 106 107 

その他 687 581 

固定負債合計 11,948 11,626 

負債合計 29,828 29,077 

純資産の部    

株主資本    

資本金 24,356 24,356 

資本剰余金 24,254 24,254 

利益剰余金 90,918 93,985 

自己株式 △8,684 △8,685 

株主資本合計 130,844 133,911 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 12,724 15,162 

退職給付に係る調整累計額 △978 586 

その他の包括利益累計額合計 11,745 15,748 

少数株主持分 231 259 

純資産合計 142,821 149,919 

負債純資産合計 172,649 178,996 
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（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：百万円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

売上高 31,919 34,610 

売上原価 10,335 11,640 

売上総利益 21,583 22,969 

返品調整引当金戻入額 14 13 

返品調整引当金繰入額 11 19 

差引売上総利益 21,586 22,963 

販売費及び一般管理費 16,742 17,658 

営業利益 4,843 5,305 

営業外収益    

受取利息 37 37 

受取配当金 451 423 

有価証券評価益 281 438 

その他 106 254 

営業外収益合計 876 1,153 

営業外費用    

支払利息 19 17 

有価証券売却損 6 － 

為替差損 10 － 

その他 3 2 

営業外費用合計 40 19 

経常利益 5,680 6,439 

特別利益    

固定資産売却益 － 11 

投資有価証券売却益 0 6 

特別利益合計 0 17 

特別損失    

固定資産売却損 － 0 

固定資産処分損 7 18 

減損損失 78 － 

特別損失合計 85 19 

税金等調整前四半期純利益 5,594 6,437 

法人税、住民税及び事業税 1,812 1,666 

法人税等調整額 △6 260 

法人税等合計 1,806 1,926 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,788 4,511 

少数株主利益 7 7 

四半期純利益 3,780 4,504 
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（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：百万円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 3,788 4,511 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △1,536 2,438 

退職給付に係る調整額 － 1,590 

その他の包括利益合計 △1,536 4,028 

四半期包括利益 2,251 8,539 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,243 8,507 

少数株主に係る四半期包括利益 7 32 
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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25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26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 5,594 6,437 

減価償却費 1,013 1,062 

引当金の増減額（△は減少） 73 △404 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △299 

減損損失 78 － 

受取利息及び受取配当金 △488 △461 

支払利息 19 17 

為替差損益（△は益） 0 △198 

有価証券売却損益（△は益） 6 － 

有価証券評価損益（△は益） △281 △438 

固定資産売却損益（△は益） － △11 

固定資産処分損益（△は益） 7 19 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △6 

売上債権の増減額（△は増加） 3,305 571 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,308 △864 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △586 △207 

仕入債務の増減額（△は減少） 349 563 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 195 1,153 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 5 △83 

その他 △70 3 

小計 7,913 6,854 

利息及び配当金の受取額 461 429 

利息の支払額 △19 △17 

法人税等の支払額 △1,909 △3,227 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,446 4,039 

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 △41 △38 

定期預金の払戻による収入 43 40 

特定金銭信託の払戻による収入 43 47 

有価証券の売却及び償還による収入 283 － 

有形固定資産の取得による支出 △1,221 △1,087 

有形固定資産の売却による収入 4 29 

無形固定資産の取得による支出 △52 △241 

投資有価証券の取得による支出 △1,361 △1,410 

投資有価証券の売却及び償還による収入 688 55 

貸付けによる支出 △69 △71 

貸付金の回収による収入 72 68 

長期前払費用の取得による支出 △3 △5 

その他 △37 133 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,651 △2,480 
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    （単位：百万円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成26年９月30日) 

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 100 － 

短期借入金の返済による支出 △150 △30 

長期借入れによる収入 － 100 

長期借入金の返済による支出 △75 △79 

リース債務の返済による支出 △17 △31 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

自己株式の売却による収入 0 0 

配当金の支払額 △977 △1,029 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,122 △1,070 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 198 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,671 686 

現金及び現金同等物の期首残高 50,951 58,265 

現金及び現金同等物の四半期末残高 54,623 58,951 
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ  前第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） 

１．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

      （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他（注） 合計 
  医薬品 計 

売上高        

外部顧客への売上高 28,371 28,371 3,548 31,919 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － 3,453 3,453 

計 28,371 28,371 7,002 35,373 

セグメント利益 4,592 4,592 282 4,875 

（注）「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あり、情報サービス業、物品販売業及び

建設請負業を含んでおります。

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計 4,592 

「その他」の区分の利益 282 

セグメント間取引消去 29 

固定資産の調整額 △60 

その他の調整額 △0

四半期連結損益計算書の営業利益 4,843 

 

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成26年４月１日  至  平成26年９月30日） 

１．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

      （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他（注） 合計 
  医薬品 計 

売上高        

外部顧客への売上高 29,936 29,936 4,673 34,610 

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － 2,559 2,559 

計 29,936 29,936 7,232 37,169 

セグメント利益 5,013 5,013 275 5,289 

（注）「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あり、情報サービス業、物品販売業及び

建設請負業を含んでおります。
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）

利益 金額（百万円） 

報告セグメント計 5,013 

「その他」の区分の利益 275 

セグメント間取引消去 31 

固定資産の調整額 △5 

その他の調整額 △10

四半期連結損益計算書の営業利益 5,305 

 

４．補足情報

（１）販売実績 

当連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

区分

前第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）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成26年４月１日
至  平成26年９月30日）

増減

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

構成比
（％）

金額
（百万円）

増減率
（％）

医薬品事業            

 

その他代謝用薬 5,605 17.6 6,109 17.6 503 9.0

神経系用薬 126 0.4 114 0.3 △11 △9.5

感覚器官用薬 833 2.6 873 2.5 39 4.7

循環器官用薬 3,462 10.8 2,726 7.9 △736 △21.3

消化器官用薬 1,530 4.8 1,444 4.2 △85 △5.6

ホルモン・泌尿生殖・

血液体液用薬
9,639 30.2 9,549 27.6 △90 △0.9

アレルギー用薬 814 2.6 714 2.1 △99 △12.3

その他 6,358 19.9 8,405 24.3 2,046 32.2

報告セグメント計 28,371 88.9 29,936 86.5 1,565 5.5

その他の事業 3,548 11.1 4,673 13.5 1,124 31.7

合計 31,919 100.0 34,610 100.0 2,690 8.4

（うち輸出高） (1,940) (6.1) (4,035) (11.7) (2,095) (108.0)

(注）セグメント間取引については、相殺消去しております。
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