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

26年3月期第3四半期 78,378 9.1 6,447 △1.8 6,305 △6.8 4,088 0.9
25年3月期第3四半期 71,862 ― 6,567 ― 6,764 ― 4,053 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 4,395百万円 （8.5％） 25年3月期第3四半期 4,050百万円 （―％）

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3四半期 102.58 100.05
25年3月期第3四半期 101.14 101.09

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3四半期 112,100 52,569 46.8 1,327.73
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3四半期 52,495百万円 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） 12.30 28.30

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 ： 無 
（注）当社は平成25年12月９日付でコミットメント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）に基づく新株予約権の株主割当てを行い、当該新株
予約権の払込が完了したことにより発行済株式数が増加しているため、１株当たり当期純利益の額を修正しております。 

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 1.4 118.70



(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２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２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
②①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3Q 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3Q 1,064,809 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3Q 39,853,775 株 25年3月期3Q 40,084,258 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、超円高の是正による輸出企業を中心とした収益環境改善や株

高が続き、緩やかながら景気回復への足取りが見られました。 

 医薬品業界におきましては、平成25年12月に示された平成26年度診療報酬の改定におきましても、引き続き後発

医薬品への置き換えが強く示唆されています。 

 このような環境下で当社は、平成25年12月追補収載品で『ビーソフテン油性クリーム0.3%』、『ピタバスタチン

カルシウム錠１mg・２mg「日医工」』ほか17品目を販売いたしました。 

 平成25年12月13日には、拡大するジェネリック医薬品市場に対応するため、安定供給と内製化推進を図るべく、

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

士工場の事業の承継に向けた 終合意書を締結いたしました。 

 また、バイオシミラー事業の開発と安定的製造の確保、高付加価値製剤の開発推進、東南アジア及び米国への進

出等の戦略的投資を目的として、平成25年11月27日開催の当社取締役会決議に基づき、同年12月９日に当社以外の

全株主様を対象としたコミットメント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）を実施したとこ

ろ、株主及び一般投資家（コミットメント会社を除く）の皆様の新株予約権発行総数に対する権利行使割合は

97.6％となり、高いご理解をいただきました。その結果、権利行使期間（平成26年１月14日から平成26年１月30

日）において新株予約権の全てが権利行使され128億37百万円の払込が完了しております。 

 以上により、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が783億78百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益が

64億47百万円（前年同期比1.8％減）、経常利益が63億５百万円（前年同期比6.8％減）、四半期純利益は40億88百

万円（前年同期比0.9％増）となりました。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四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、91億79百万円増加し、1,121億円と

なりました。これは、受取手形及び売掛金が43億77百万円、たな卸資産が37億96百万円、投資有価証券が35億78百

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、54億20百万円増加し、595億31百万円となりました。これは、

短期借入金が73億80百万円増加したことと、未払法人税等が14億51百万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、37億58百万円増加し、525億69百万円となりました。これ

は、利益剰余金が31億32百万円増加したことと、為替換算調整勘定を５億12百万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 

 平成25年11月６日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

   

（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３四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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,309,006 2,521,091

受取手形及び売掛金 26,384,059 30,761,135

有価証券 － 1,000

商品及び製品 18,164,680 19,379,677

仕掛品 4,270,429 5,167,825

原材料及び貯蔵品 5,695,879 7,379,499

その他 2,610,825 1,504,032

貸倒引当金 △71,900 △65,380

流動資産合計 62,362,981 66,648,881

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,053,317 15,070,577

機械装置及び運搬具（純額） 7,558,193 6,921,464

土地 4,306,638 4,439,823

建設仮勘定 438,740 735,210

その他（純額） 3,055,406 2,821,495

有形固定資産合計 30,412,296 29,988,570

無形固定資産   

のれん 1,514,017 1,340,577

その他 2,856,545 2,525,803

無形固定資産合計 4,370,563 3,866,381

投資その他の資産   

投資有価証券 4,202,854 7,781,603

その他 1,836,443 3,946,158

貸倒引当金 △264,000 △131,000

投資その他の資産合計 5,775,297 11,596,761

固定資産合計 40,558,157 45,451,713

資産合計 102,921,138 112,100,594



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 22,298,278 14,944,412

電子記録債務 － 7,483,384

短期借入金 4,070,000 11,450,000

1年内返済予定の長期借入金 2,815,872 3,011,046

未払法人税等 2,216,349 764,474

返品調整引当金 77,200 94,840

賞与引当金 536,449 134,136

その他 6,868,929 6,936,369

流動負債合計 38,883,079 44,818,664

固定負債   

長期借入金 9,497,198 9,422,374

退職給付引当金 3,192,130 3,194,908

資産除去債務 55,031 55,668

その他 2,483,653 2,039,935

固定負債合計 15,228,013 14,712,885

負債合計 54,111,093 59,531,550

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 12,275,221

利益剰余金 24,428,257 27,560,871

自己株式 △1,904,184 △1,794,042

株主資本合計 48,356,022 51,599,780

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 85,364

土地再評価差額金 297,710 297,710

為替換算調整勘定 － 512,784

その他の包括利益累計額合計 411,067 895,858

新株予約権 42,955 73,405

純資産合計 48,810,045 52,569,044

負債純資産合計 102,921,138 112,100,594



（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 71,862,391 78,378,185

売上原価 43,756,737 48,012,719

売上総利益 28,105,654 30,365,465

返品調整引当金繰入額 13,040 17,640

差引売上総利益 28,092,614 30,347,825

販売費及び一般管理費 21,525,235 23,900,244

営業利益 6,567,378 6,447,581

営業外収益   

受取利息 13,787 12,376

受取配当金 24,677 25,584

負ののれん償却額 3,105 －

共同開発費用分担金 167,263 6,535

助成金収入 － 60,000

為替差益 49,849 77,456

その他 190,031 194,801

営業外収益合計 448,714 376,755

営業外費用   

支払利息 119,454 108,867

支払手数料 23,892 33,133

売上債権売却損 72,996 73,894

持分法による投資損失 － 229,091

その他 35,520 73,794

営業外費用合計 251,865 518,782

経常利益 6,764,228 6,305,554

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 81,030 26,699

投資有価証券評価損 69,397 4,435

その他 375 －

特別損失合計 150,802 31,134

税金等調整前四半期純利益 6,613,597 6,275,953

法人税等 2,559,666 2,187,559

少数株主損益調整前四半期純利益 4,053,930 4,088,393

四半期純利益 4,053,930 4,088,393



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,053,930 4,088,393

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,574 70,051

持分法適用会社に対する持分相当額 － 236,679

その他の包括利益合計 △3,574 306,730

四半期包括利益 4,050,356 4,395,124

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,050,356 4,395,124

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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 25,981,845 28,851,661

売上原価 15,859,142 17,556,839

売上総利益 10,122,702 11,294,822

返品調整引当金繰入額 9,940 2,440

差引売上総利益 10,112,762 11,292,382

販売費及び一般管理費 7,214,665 8,562,926

営業利益 2,898,097 2,729,455

営業外収益   

受取利息 4,440 4,218

受取配当金 5,008 9,218

共同開発費用分担金 46,845 4,935

為替差益 62,044 49,905

その他 95,857 69,655

営業外収益合計 214,195 137,933

営業外費用   

支払利息 36,511 39,863

支払手数料 6,534 11,599

売上債権売却損 24,907 26,084

持分法による投資損失 － 67,263

その他 10,689 30,322

営業外費用合計 78,643 175,133

経常利益 3,033,649 2,692,254

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 71,518 －

その他 34 －

特別利益合計 71,553 －

特別損失   

固定資産処分損 64,478 21,767

特別損失合計 64,478 21,767

税金等調整前四半期純利益 3,040,724 2,670,487

法人税等 1,170,669 826,791

少数株主損益調整前四半期純利益 1,870,055 1,843,695

四半期純利益 1,870,055 1,843,695



（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,870,055 1,843,695

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △28,046 44,517

持分法適用会社に対する持分相当額 － 139,975

その他の包括利益合計 △28,046 184,492

四半期包括利益 1,842,008 2,028,188

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,842,008 2,028,188

少数株主に係る四半期包括利益 － －



該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。  

   

   

 平成25年11月27日開催の当社取締役会の決議に基づき、同年12月９日に当社以外の全株主を対象としたコミットメ

ント型ライツ・オファリング（上場型新株予約権の無償割当て）を行い、権利行使期間（平成26年１月14日から平成

26年１月30日）において新株予約権の全てが権利行使され、平成26年１月30日における発行済株式総数、資本金及び

資本準備金は次のとおりとなりました。 

 発行済株式総数       60,662,652株 

 資本金          19,976,230千円 

 資本準備金        18,511,973千円 

  

（３）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）

（重要な後発事象）
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