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1. 2011.3期第2四半期実績 (百万円)

増減 増減率 増減 増減率

売上高 13,965 14,000 13,882 -83 -0.6% -117 -0.8%

営業利益 2,862 2,100 1,799 -1,062 -37.1% -300 -14.3%

経常利益 2,790 2,200 1,717 -1,073 -38.5% -482 -21.9%

四半期純利益 1,894 1,500 1,178 -716 -37.8% -321 -21.5%

研究開発費 2,703 3,100 3,484 +781 +28.9% +384 +12.4%

研究開発費対売上比率 19.4% 22.1% 25.1% +5.7pt - +3.0pt -

営業利益率 20.5% 15.0% 13.0% -7.5pt - -2.0pt -

１株当たり四半期純利益（円） 33.35 26.40 20.74 -12.61 - -5.66 -

　

＜実績と期首予想との差異要因＞

売上高　：
                   (-117)

営業利益：
                   (-300)

四半期純利益：
                   (-321)

2. 2011.3期通期予想 (百万円)

増減 増減率 増減 増減率

売上高 27,617 27,800 27,200 -417 -1.5% -600 -2.2%

営業利益 5,110 3,900 3,300 -1,810 -35.4% -600 -15.4%

経常利益 5,114 4,100 3,400 -1,714 -33.5% -700 -17.1%

当期純利益 3,575 3,000 2,700 -875 -24.5% -300 -10.0%

研究開発費 5,517 6,600 6,900 +1,382 +25.1% +300 +4.5%

研究開発費対売上比率 20.0% 23.7% 25.4% +5.4pt - +1.7pt -

営業利益率 18.5% 14.0% 12.1% -6.4pt - -1.9pt -

１株当たり当期純利益（円） 62.94 52.81 47.53 -15.41 - -5.28 -

＜修正予想と期首予想との差異＞

売上高　：
                   (-600)

営業利益：
                   (-600)

当期純利益：
                   (-300)

円高に伴う外貨建資産の評価等に関する為替差損が上振れたこともあり、予想を下回っ
た。
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国内アルツは好調により増加したものの、ヒアルロン酸原体の出荷が第3四半期以降に
時期ずれになったことや国内試薬の減少などにより予想を下回った。

研究開発費がSI-6603の試作関連費や国内治験費の前倒しがあり上振れたことにより、
予想を下回った。

'10.3第2Q実績
'11.3第2Q
期首予想

（5/11発表）

円高に伴い外貨建資産の評価等に関する為替差損が増加する見込み。

売上の減少に伴い売上総利益が減少することに加え、SI-6603の試作関連費の増加や
その他研究開発テーマの進捗により研究開発費が増加することから、期首予想よりも減
少する見込み。

'10.3
実績

'11.3
期首予想

（5/11発表）

'11.3
修正予想

（11/9発表）

前期比 期首予想比

オペガンを中心とした国内医薬品は増加するものの、円高の影響に伴い海外医薬品や
機能化学品が減少する見込み。

'11.3第2Q
実績

前年同期比 期首予想比
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3．損益計算書の状況
①原価率 (％/ﾎﾟｲﾝﾄ)

原価率 36.7% 39.0% +2.3pt 38.0% 38.2% +0.2pt

(除くロイヤルティー) 37.5% 39.0% +1.5pt 38.4% 38.2% -0.2pt

②販管費率 (％/ﾎﾟｲﾝﾄ)

販管費率 42.8% 48.1% +5.3pt 43.5% 49.6% +6.1pt

③設備投資・減価償却額 (百万円/％)

設備投資額 331 471 +140 +42.5%

減価償却額 1,325 1,177 -148 -11.2%

設備投資額 938 1,600 +661 +70.4%

減価償却額 2,716 2,400 -316 -11.7%

④金融収支 (百万円/％)

受取利息・配当金 190 195 +5 +2.8%

支払利息 28 24 -3 -13.4%

金融収支 161 170 +9 +5.6%

'11.3第2Q
実績

増減 '10/3実績 '11.3修正予想 増減

'10.3第2Q
実績

'11.3第2Q
実績

増減 '10/3実績 '11.3修正予想 増減

'10.3第2Q
実績

増減率

'10.3実績 '11.3修正予想 増減 増減率

'10.3第2Q
実績

'11.3第2Q
実績

増減

増減率
'10.3第2Q

実績
'11.3第2Q

実績
増減
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4. 部門別売上高

①2011.3期　第2四半期実績 (百万円/%)

増減 増減率 増減 増減率

【医薬品】 10,872 10,800 11,054 +181 +1.7% +254 +2.4%

　国内医薬品 8,668 9,100 9,424 +755 +8.7% +324 +3.6%

　海外医薬品 2,204 1,700 1,630 -573 -26.0% -69 -4.1%

【機能化学品】 3,093 3,300 2,828 -264 -8.6% -471 -14.3%

　試薬・診断薬 2,229 2,300 2,211 -17 -0.8% -88 -3.8%

　医薬品原体 863 900 616 -247 -28.6% -283 -31.5%

合計 13,965 14,000 13,882 -83 -0.6% -117 -0.8%

（海外売上高） 3,424 3,100 2,943 -481 -14.1% -156 -5.1%

②2011.3期通期予想 (百万円/%)

増減 増減率 増減 増減率

【医薬品】 21,405 21,400 21,300 -105 -0.5% -100 -0.5%

　国内医薬品 17,322 17,800 17,900 +577 +3.3% +100 +0.6%

　海外医薬品 4,082 3,600 3,400 -682 -16.7% -200 -5.6%

【機能化学品】 6,211 6,400 5,900 -311 -5.0% -500 -7.8%

　試薬・診断薬 4,598 4,700 4,200 -398 -8.7% -500 -10.6%

　医薬品原体 1,613 1,700 1,700 +86 +5.4% ±0 ±0.0%

合計 27,617 27,800 27,200 -417 -1.5% -600 -2.2%

（海外売上高） 6,654 6,400 5,900 -754 -11.3% -500 -7.8%

'11.3第2Q
実績

'10.3実績
'11.3

修正予想
（11/9発表）

'10.3第2Q
実績

'11.3
期首予想

（5/11発表）

'11.3第2Q
期首予想

（5/11発表）

期首予想比

期首予想比

前期比

前年同期比
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