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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第77期
第２四半期
連結累計期間

第78期
第２四半期
連結累計期間

第77期
第２四半期
連結会計期間

第78期
第２四半期
連結会計期間

第77期

会計期間

自 平成20年
   ４月１日
至 平成20年
   ９月30日

自 平成21年
   ４月１日
至 平成21年
   ９月30日

自 平成20年
   ７月１日
至 平成20年
   ９月30日

自 平成21年
   ７月１日
至 平成21年
   ９月30日

自 平成20年
   ４月１日
至 平成21年
   ３月31日

売上高 (百万円) 10,951 11,581 5,566 5,827 22,307

経常利益 (百万円) 42 205 56 100 363

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(百万円) 　△ 59 46 　△ 20 15 168

純資産額 (百万円) ― ― 6,675 6,898 6,847

総資産額 (百万円) ― ― 23,602 27,142 24,696

１株当たり純資産額 (円) ― ― 175.05 180.86 179.55

１株当たり四半期(当期)純利益
金額又は四半期純損失金額(△)

(円) 　△ 1.55 1.22 　△ 0.55 0.41 4.41

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) ― ― 28.3 25.4 27.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 　△ 2,080 908 ― ― 　△ 3,261

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 　△ 1,361　△ 369 ― ― 　△ 1,741

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,671 1,360 ― ― 4,154

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― ― 1,980 3,801 1,902

従業員数 (名) ― ― 642 651 624

(注)　１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載
 しておりません。

　　　２　売上高には、消費税等は含まれておりません。
　　　　３　第78期第２四半期連結累計(会計)期間及び第77期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額に
　　　　　　つきましては、潜在株式は存在するものの希薄化効果を有しないため、記載しておりません。
　　　　　　第77期第２四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につきましては、潜
　　　　　　在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失金額が計上されているため記載しておりません。
　　　４　従業員につきましては、就業人員を記載しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容につ

いて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 651(101)

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

　　　２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であります。

　

(2) 提出会社の状況

                                                     平成21年９月30日現在

従業員数(名) 601( 77)

(注)　１　従業員数は就業人員であります。

　　　２　従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当第２四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

医薬品事業 2,034 1.9

その他の事業 ― ―

合計 2,034 1.9

(注) １　金額は販売価格によっております。
２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注状況

当社グループは、主に販売計画に基づいて生産計画を立て、これにより生産をしております。

　受注生産は一部の関連会社で行っておりますが、受注残高の金額に重要性はないため、記載を省略して

おります。

　

(3) 販売実績

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

医薬品事業 5,619 3.6

その他の事業 208 47.8

合計 5,827 4.7

(注) １　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　セグメント間の取引については相殺消去しております。

３　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

　

相手先

前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

 アルフレッサ㈱ 1,053 18.9 1,140 19.6

㈱メディセオ・パルタックホール
ディングス

1,159 20.8 1,136 19.5

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告

書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　なお重要事象等は存在しておりません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会

社）が判断したものであります。

　

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間は、昨年来の未曾有の金融危機は峠を越えたとされる一方、わが国経済の回

復は依然として予断を許さぬ見通しの下にあり、産業界全体で痛みを伴う構造改革が進められています。

そのような状況下、医薬品業界においては従来から継続して、社会保障財政支出抑制への対応の柱とし

て、国によるジェネリック医薬品使用促進のための諸施策が積極的に推進されるとともに、官民一体と

なってジェネリック医薬品普及のための環境整備が進められてきました。

　当社グループは、こうした市場の期待と社会の要請の高まりに応え、「信頼できるジェネリック医薬

品」の普及に貢献するべく、新薬メーカーの実績にもとづく安心と責任をベースにした取り組みを全社

一丸となって進めてまいりました。併せて、国内外の経済環境が多難を極める中、今一度足元を固め直し

てサプライチェーン全体に亘る生産性の向上、経営の効率化を推し進めるべく、全社横断プロジェクトで

構造改革の取り組みを継続してまいりました。
　

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

①医薬品事業 

　医薬品事業の業績は、ジェネリック医薬品の売上高が増収となったことにより、医薬品事業全体で

の売上高は5,619百万円(前年同期比3.6％増)、営業利益は149百万円(前年同期比71.0％増)となり

ました。

②その他の事業

　受託試験事業を営む株式会社化合物安全性研究所を含むその他の事業の業績は、売上高が208百万

円(前年同期比47.8％増)となりましたが、競争の激化による原価率の上昇などにより、営業利益は

８百万円(前年同期は営業損失19百万円)となりました。
　
　

　以上の結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は5,827百万円(前年同期比4.7％増)、営業利益は

157百万円(前年同期比108.2％増)、経常利益は100百万円(前年同期比78.4％増)、四半期純利益は15

百万円(前年同期は四半期純損失20百万円)となりました。
　

(2) 財政状態の分析

①資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて2,470百万円増加し、14,638百万円となりました。これは、主

に現金及び預金並びに受取手形及び売掛金の増加によるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて23百万円減少し、12,492百万円となりました。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて2,445百万円増加し、27,142百万円となりました。

②負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,568百万円増加し、11,030百万円となりました。これは、主

に支払手形及び買掛金並びに一年内返済予定長期借入金の増加によるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて826百万円増加し、9,212百万円となりました。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,394百万円増加し、20,243百万円となりました。

③純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて50百万円増加し、6,898百万円となりました。これは、主に

配当金の支払等により利益剰余金が減少したものの、四半期純利益及びその他有価証券評価差額金が

増加したことによるものです。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営

業活動により576百万円増加いたしました。また、投資活動においては179百万円の減少、財務活動にお

いては、888百万円の増加となりました。 

　この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は3,801百万円(前年同期比91.9％増)

となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間において、営業活動による資金は、主に売上債権の減少並びに仕入債務

の増加により576百万円の増加(前年同期は2,462百万円の減少)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間において、投資活動による資金は、主に有形固定資産の取得による支出

により179百万円の減少(前年同期は927百万円の減少)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第２四半期連結会計期間において、財務活動による資金は、短期・長期借入金の返済、社債の償

還による支出等があったものの長期借入収入による増加があり、888百万円の増加(前年同期比

68.8％減)となりました。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その

内容等（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が

企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であ

る必要があると考えています。

　当社は、昭和25年(1950年)６月の設立以来、一貫して「医薬品を中心としたトータルヘルスケアで

人々の健康で豊かな生活に貢献する」という経営理念を堅持しつつ、環境変化に対応して時代のニー

ズを企業活動に取り入れることにより、企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させること

を最優先の課題としております。

　昨今、新しい法制度の整備や企業構造・企業文化の変化等を背景として、対象となる会社の経営陣と

十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった動き

が顕在化しつつあります。

　もとより、当社は、当社株式の大量買付であっても、当社の企業価値・株主共同の利益に資するもの

であれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案

に応じるか否かの判断は、最終的には株主全体の意思に基づき行われるものです。

　しかしながら、株主の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値・株主共同の利益に対する明

白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役

会や株主が株式の大量買付等の行為について検討しあるいは対象会社の取締役会が代替案を提案す

るための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件を

もたらすために買収者との交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値・株主共同の利益に資さな

いものも少なくありません。当社株式の買付を行う者が上記の当社の企業価値の源泉を理解し、これ

らを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀

損されることになります。

　当社としては、このような濫用的な買収に対しては必要かつ相当な対抗をすることにより、当社の企

業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があると考えます。
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② 基本方針実現のための取組み

 ・基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は、この課題への具体的な取り組みとして、平成17年４月からの中期経営計画「チャレンジGET

２」において、「高尿酸血症領域でのフロントランナーを目指す」、「病院市場におけるジェネリッ

クNo.１ブランドを目指す」という２つの重点目標を掲げ、経営資源をここに集中投下するとともに、

当社グループの財務健全化の総仕上げに取り組んでまいりました。

　当社は、この中期経営計画「チャレンジGET２」において、高尿酸血症領域での医薬品事業では、製品

に関するエビデンスの獲得、処方疾患の拡大、そして他社とのマーケティング連携及び大学病院での

普及活動の充実を通じて、主力商品である「ウラリット－Ｕ散・錠」の拡販に努めてまいりました。

また、ジェネリック医薬品事業では、品揃え強化を目的とした供給協力先の拡大、製剤工夫による飲み

やすさの追及、及び、自社ブランドイメージの向上を通じて、主に病院市場において当社ジェネリック

医薬品の普及に取り組んでまいりました。

　上記施策が奏功し、当社の最重要課題であった財務の健全化が達成されたこと、また、ジェネリック

医薬品を取り巻く環境が計画策定時の予想を上回るスピードで変化していることから、中期経営計画

「チャレンジGET２」は、平成19年３月末に当初の計画期間を１年前倒しして終了いたしました。

　現在は、病院市場におけるジェネリック医薬品事業で当社プレゼンスを確立する第１ステージ、「ウ

ラリット－Ｕ散・錠」を核に高尿酸血症領域でのポジションを確保する第２ステージ、そして当社発

の創薬による業容拡大を果たす第３ステージ、という長期段階的な将来戦略構想の下で、まずは、この

第１ステージを成し遂げるための新中期経営計画「Next Stage『飛躍』」を平成19年４月よりス

タートいたしております。

　また、当社は、企業価値及び株主共同の利益を確保し向上させるためには、経営組織と運営のあり方

の適正化に常時努めることでコーポレート・ガバナンスを徹底し、株主、顧客、社会一般に対して一層

の経営の透明性を高めるとともに公正な経営を実現することを最優先の課題の一つとして位置付け

ております。経営機能を意思決定機能・監督機能と業務執行機能とに分け、後者を執行役員（会議）

に権限委譲する執行役員制度の導入や独立性の高い社外取締役を１名、また、独立性の高い社外監査

役を２名擁することなどは、その具現化の一端であります。

 ・基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、平成19年５月11日開催の平成19年度第２回定例取締役会において「当社株式の大量取得行

為に関する対応策」(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議し、平成19年６月28日開催の当社

第75回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただきました。

③ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

当社の新中期経営計画「Next Stage『飛躍』」は、当社の企業価値・株主共同の利益を継続的かつ

持続的に向上させるための具体的方策として策定されたものであり、当社の基本方針に沿うもので

す。

　また、本プランは、企業価値・株主共同の利益を確保・向上させる目的をもって導入されたものであ

り、同様に基本方針に沿うものです。特に、本プランは、当社の定款を変更した上、変更された定款に基

づき株主総会での承認可決を経て導入されたものであること、その内容として合理的な客観的要件が

設定されていること、独立性の高い社外取締役及び社外監査役によって構成される独立委員会が設置

され、本プランの発動に際しては必ず独立委員会の判断を経ることが必要とされていること、独立委

員会は当社の費用で第三者専門家を利用することができるとされていること、有効期間が最長約３年

と定められた上、株主総会又は取締役会によりいつでも廃止できるとされていることなどにより、そ

の公正性・客観性が担保されており、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社

の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

　

(5) 研究開発活動

　　当第２四半期連結会計期間の医薬品事業における研究開発費の総額は413百万円であります。

　
　(注) その他の事業では、研究開発活動を行っていないため記載しておりません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

該当する事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 154,000,000

計 154,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第２四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日
現在発行数(株)
(平成21年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 38,522,301同左
東京証券取引所
(市場第一部)

 単元株式数は1,000株であり
 ます。

計 38,522,301同左 ― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第76回定時株主総会(平成20年６月27日)決議

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数 41個

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類
普通株式
単元株式数は1,000株であります。

新株予約権の目的となる株式の数 41,000株(新株予約権１個につき1,000株)　(注)１

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり516円 　 (注)２

新株予約権の行使期間 平成23年８月５日～平成26年８月４日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額

発行価格 516円
(注)３

 資本組入額 258円

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項 (注)５

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)６

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)７
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(注) １　新株予約権の割当日（以下「割当日」という。）後に当社が当社普通株式につき株式の分割（株式無償割当て

を含む。）または株式の併合を行う場合、対象株式数は次の算式により調整されるものとします。

調整後対象株式数 ＝ 調整前対象株式数 × 分割・併合の比率

なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整

の結果生ずる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

また、当社が合併または会社分割を行う場合等、対象株式数の調整を必要とする場合には、当社は対象株式数

の調整をすることができるものとします。

　　 ２　新株予約権の行使に際して出資される、新株予約権１個当たりの財産（金銭に限る）の価額は、次により決定さ

れる１株当たりの出資価額（以下「行使価額」という。）に、当該新株予約権１個当たりの目的である株式の

数を乗じた金額とします。

行使価額は、割当日の属する月の前月各日（取引が成立しない日を除く。）における東京証券取引所の当社株

式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額計算とし、１円未満の端数は切り上げます。ただし、その価

額が割当の日の終値（取引が成立しない場合それに先立つ直近取引日の終値。）を下回る場合は、割当日の終

値を行使価額とします。

なお、割当日後、当社が当社普通株式につき株式の分割（株式無償割当てを含む。）または株式の併合を行う

場合、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数は切り上げます。

　

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１

分割・併合の比率

　
また、割当日後、当社が時価を下回る価額で新株式の発行（新株予約権の行使により新株式を発行する場合を

除く。）を行う場合、または、当社が時価を下回る価額で自己株式を処分（新株予約権の行使により自己株式

を処分する場合を除く。）する場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる１円未満の端数

は切り上げます。

　

調整後行使価額＝調整前行使価額×

既発行株式数 ＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

１株当たりの時価

既発行株式数＋新規発行株式数

　
上記算定において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する自己株式数を控除

した数とし、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分」と、「１株当たり払込金額」

を「１株当たり処分金額」とそれぞれ読み替えるものとします。

　 　３　(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

    項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたと

    きは、その端数を切り上げるものとします。

　 (2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

　　   金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた金額とします。

　　 ４  (1) 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）が当社の役員または従業員の地位（以

下「権利行使資格」という。）を喪失した場合（ただし、新株予約権者が定年による退任または退職に

より権利行使資格を喪失した場合を除く。）は、新株予約権は直ちに失効し、以後行使できないものとし

ます。

　　　　 (2) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者が死亡した日から３ヶ月が経過する前に新株予約権者の相続人

による新株予約権に関する遺産分割協議その他の相続手続が完了した場合に限り、新株予約権の相続を

認めます。

　 (3) 新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は認めないものとします。

　 (4) 新株予約権の行使についてのその他の条件については、当社と新株予約権の割当てを受ける者との間で

　　　 締結する新株予約権割当契約に定めるところによります。

　　 ５　新株予約権の譲渡による取得については、当社取締役会の決議による承認を必要とすることとします。
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６　当社が、消滅会社となる合併、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転を行う場合には、合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画に従い、組織再編行為の効力発生の

時点において残存する新株予約権に代えて、当該合併後存続する株式会社、当該合併により設立する株式

会社、当該吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係る権利義務を承継する株式会社、当該新設分割によ

り設立する株式会社、当該株式交換により株式交換完全親会社となる株式会社または株式移転により設立

する株式会社の新株予約権が交付されうるものとします。この場合に交付されうる新株予約権の条件は、

以下に定めるとおりとします。

　 (1) 新株予約権の目的である株式

　　　 合併後存続する株式会社、合併により設立する株式会社、吸収分割に際して吸収分割会社の事業に係

　　　 る権利義務を承継する株式会社、新設分割により設立する株式会社、株式交換により株式交換完全親

       会社となる株式会社または株式移転により設立する株式会社の同種の株式

　 (2) 新株予約権の目的である株式の数

　　　 合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権１個

　　　 当たりの目的である株式の数に１株に満たない端数が生じる場合、これを切り捨てることとします。

　 (3) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額（行使価額）

　　　 合併、会社分割、株式交換または株式移転の比率に応じて調整します。調整の結果、新株予約権の目

　　　 的である株式１株当たりの行使価額に１円に満たない端数が生じる場合、これを切り上げることとし

       ます。

　 (4) 新株予約権を行使することができる期間、新株予約権の行使の条件、会社が新株予約権を取得するこ

　　　 とができる事由等

　　　 合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることとし

　　　 ます。

　 (5) 譲渡制限

　　　 新株予約権の譲渡による取得については、新株予約権を交付する会社の取締役会の承認を要すること

　　　 とします。

７　(1) 当社が消滅会社となる合併契約が当社株主総会で承認された場合、または、当社が行う株式交換（当

　  社が完全子会社となる場合）または株式移転に係る株式交換契約もしくは株式移転計画が当社株主総

    会で承認された場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて新株予約権を取得する旨決議したと

　  きは、当社は当該日に新株予約権を無償で取得することとします。

　 (2) 新株予約権は、新株予約権者が、上記４のいずれかの条件を満たさない状態である場合等、新株予約

　　　 権を行使できない状態にある場合であって、当社取締役会が取得の日を定めて当該新株予約権を取得

       する旨決議したときは、当社は当該日に当該新株予約権を無償で取得することとします。

　

　

　
　

(3) 【ライツプランの内容】

該当する事項はありません。

　

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成21年７月１日～
平成21年９月30日

― 38,522 ― 4,304 ― ―
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(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ジャパンソファルシム株式会社 東京都千代田区岩本町２丁目２番３号 4,081 10.59

日本調剤株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目９番１号 1,926 4.99

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 1,870 4.85

ジェーピー　モルガン　チェース　
バンク　３８５０９３　　　(常任代
理人 株式会社みずほコーポレー
ト銀行決済営業部)

125 LONDON WALL,LONDON,EC2Y 5AJ U.K.
(東京都中央区月島４丁目16番13号)

1,175 3.05

ゴールドマン・サックス・アン
ド・カンパニーレギュラーアカ
ウント
(常任代理人 ゴールドマン・
サックス証券株式会社)

85 BROAD STREET NEW YORK,NY,USA
(東京都港区六本木６丁目10番１号 六本木ヒ
ルズ森タワー)

1,146 2.97

山口　一城 東京都世田谷区 1,032 2.67

豊島薬品株式会社 東京都世田谷区弦巻２丁目33番20号 964 2.50

フクダ電子株式会社 東京都文京区本郷３丁目39番４号 735 1.90

日本ケミファ従業員持株会 東京都千代田区岩本町２丁目２番３号 714 1.85

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 681 1.76

計 ― 14,325 37.18

(注)  シュローダー証券投信投資顧問株式会社及びその共同保有者１社から、平成21年10月６日付（報告義務発生

 生日平成21年９月30日）の大量保有報告書（変更報告書）の写しの送付があり、平成21年９月30日現在でそ

 れぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末

 時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

 なお大量保有報告書の写しの内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

シュローダー証券投信投資顧問
株式会社

東京都千代田区丸の内１丁目８番３号 472 1.23

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッ
ド

英国　ロンドン 1,400 3.63
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式       192,000

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式    37,894,000 37,894 ―

単元未満株式 普通株式       436,301― ―

発行済株式総数 38,522,301 ― ―

総株主の議決権 ― 37,894 ―

(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式841株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
日本ケミファ株式会社

東京都千代田区岩本町
二丁目２番３号

192,000― 192,000 0.4

計 ― 192,000― 192,000 0.4

　
　
　

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月 　５月 　６月 　７月 　８月 　９月

最高(円) 298 288 335 356 368 357

最低(円) 273 265 267 300 325 308

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

　

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日

まで）に係る四半期連結財務諸表については、監査法人トーマツにより四半期レビューを受け、当第２四半

期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21

年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表については、有限責任監査法人トーマ

ツにより四半期レビューを受けております。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって有限責任監査法人トーマツとなりました。
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１【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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,901 1,902

受取手形及び売掛金 ※３
 7,550

※３
 7,326

商品及び製品 1,998 1,798

仕掛品 325 345

原材料及び貯蔵品 219 254

繰延税金資産 389 387

その他 253 154

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 14,638 12,168

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,741 2,842

機械装置及び運搬具（純額） 508 554

工具、器具及び備品（純額） 251 273

土地 5,478 5,478

リース資産（純額） 75 60

建設仮勘定 136 22

有形固定資産合計 ※１
 9,191

※１
 9,231

無形固定資産

リース資産 21 24

ソフトウエア 16 19

電話加入権 21 21

無形固定資産合計 60 65

投資その他の資産

投資有価証券 1,527 1,348

長期貸付金 9 10

長期前払費用 6 11

敷金及び保証金 151 154

繰延税金資産 281 340

その他 1,363 1,451

貸倒引当金 △97 △97

投資その他の資産合計 3,241 3,218

固定資産合計 12,492 12,515

繰延資産

社債発行費 11 13

繰延資産合計 11 13

資産合計 27,142 24,696
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,385 3,410

短期借入金 1,110 1,160

1年内償還予定の社債 320 320

1年内返済予定の長期借入金 2,473 1,696

リース債務 23 19

未払金 36 155

未払法人税等 135 257

未払消費税等 65 105

未払費用 1,592 1,510

預り金 37 36

返品調整引当金 5 6

販売促進引当金 283 312

その他 561 472

流動負債合計 11,030 9,462

固定負債

社債 530 690

長期借入金 6,415 5,497

リース債務 77 69

退職給付引当金 382 313

役員退職慰労引当金 218 226

再評価に係る繰延税金負債 1,589 1,589

その他 － 0

固定負債合計 9,212 8,386

負債合計 20,243 17,848

純資産の部

株主資本

資本金 4,304 4,304

利益剰余金 841 910

自己株式 △158 △158

株主資本合計 4,987 5,056

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △125 △243

土地再評価差額金 2,033 2,033

評価・換算差額等合計 1,907 1,789

新株予約権 3 1

少数株主持分 0 0

純資産合計 6,898 6,847

負債純資産合計 27,142 24,696
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 10,951 11,581

売上原価 5,039 5,578

売上総利益 5,911 6,003

返品調整引当金戻入額 0 1

差引売上総利益 5,912 6,004

販売費及び一般管理費 ※１
 5,819

※１
 5,724

営業利益 93 279

営業外収益

受取利息 7 2

受取配当金 18 16

固定資産賃貸料 16 12

持分法による投資利益 26 27

その他 11 8

営業外収益合計 80 67

営業外費用

支払利息 52 91

手形売却損 26 13

支払手数料 24 17

その他 26 21

営業外費用合計 130 142

経常利益 42 205

特別損失

たな卸資産評価損 2 －

固定資産除却損 4 －

投資有価証券評価損 － 43

その他 2 －

特別損失合計 9 43

税金等調整前四半期純利益 32 161

法人税、住民税及び事業税 111 138

法人税等調整額 △19 △23

法人税等合計 92 115

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △59 46
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 5,566 5,827

売上原価 2,534 2,831

売上総利益 3,031 2,996

返品調整引当金戻入額 0 0

差引売上総利益 3,031 2,996

販売費及び一般管理費 ※１
 2,955

※１
 2,839

営業利益 75 157

営業外収益

受取利息 3 1

受取配当金 1 1

固定資産賃貸料 8 6

持分法による投資利益 14 8

その他 7 2

営業外収益合計 35 19

営業外費用

支払利息 27 50

手形売却損 12 6

支払手数料 9 9

その他 4 8

営業外費用合計 54 75

経常利益 56 100

特別損失

固定資産除却損 4 －

投資有価証券評価損 － 43

貸倒引当金繰入額 1 －

特別損失合計 6 43

税金等調整前四半期純利益 50 57

法人税、住民税及び事業税 △37 △74

法人税等調整額 108 116

法人税等合計 71 42

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20 15
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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20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21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 32 161

減価償却費 256 301

社債発行費償却 0 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 0

販売促進引当金の増減額（△は減少） 73 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 69

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15 △8

受取利息及び受取配当金 △25 △18

支払利息 52 91

手形売却損 26 13

固定資産除却損 6 6

投資有価証券評価損益（△は益） 1 43

売上債権の増減額（△は増加） △1,100 △223

たな卸資産の増減額（△は増加） △867 △143

たな卸資産評価損 2 －

その他の流動資産の増減額（△は増加） 165 △100

仕入債務の増減額（△は減少） △598 974

その他の流動負債の増減額（△は減少） 124 171

未払消費税等の増減額（△は減少） 21 △38

長期前払費用の増減額（△は増加） 5 4

その他 △27 △21

小計 △1,816 1,255

利息及び配当金の受取額 28 21

利息の支払額 △71 △106

法人税等の支払額 △220 △261

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,080 908

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 △833 △354

投資有価証券の取得による支出 △32 △3

貸付けによる支出 △2 △2

貸付金の回収による収入 1 2

差入保証金の回収による収入 21 2

長期預金の払戻による収入 － 500

長期預金の預入による支出 － △500

その他の支出 △511 △11

その他 △4 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,361 △369
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

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） 104 △50

長期借入れによる収入 3,954 2,500

長期借入金の返済による支出 △986 △805

社債の償還による支出 △210 △160

配当金の支払額 △113 △113

その他 △78 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,671 1,360

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △770 1,899

現金及び現金同等物の期首残高 2,751 1,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,980 3,801
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【表示方法の変更】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めておりました「投資有価証券評価損」は、当
第２四半期連結累計期間において、特別損失総額の100分の20を超えたため、区分掲記することといたしました。
　なお、前第２四半期連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は、１百万円であり
ます。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」に含めており
ました「長期預金の預入による支出」は、当第２四半期連結累計期間において重要性が増したため、区分掲記する
ことといたしました。
　なお、前第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の支出」に含まれる「長
期預金の預入による支出」は、△500百万円であります。

　

　

　

【追加情報】

　
当第２四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

(退職給付引当金)

当社は、確定給付型の制度として、厚生年金制度及び適格退職年金制度を設けておりますが、このうちの適格退職
年金制度を平成21年10月１日付で確定給付企業年金制度へ移行しております。
　これによる損益に与える影響は軽微であります。

　

　

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 11,390百万円

　２　偶発債務(預り保証金に対する連帯債務保証)
ウエルライフ株式会社の入居者よりの預り保証金
に対する金融機関との連帯保証債務 　 17百万円

※３　受取手形割引高 2,059百万円

  ４　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結
しております。
当第２四半期連結会計期間末における貸出コミッ
トメントに係る借入金未実行残高等は次のとおり
であります。

　 貸出コミットメントの総額 3,000百万円

　 借入実行残高 ―　〃

　 差引額  3,000  〃

※１　有形固定資産の減価償却累計額 11,219百万円

　２　偶発債務(預り保証金に対する連帯債務保証)
ウエルライフ株式会社の入居者よりの預り保証金
に対する金融機関との連帯保証債務    28百万円

※３　受取手形割引高 2,361百万円

  ４　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた
め取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結
しております。
当連結会計年度末における貸出コミットメントに
係る借入金未実行残高等は次のとおりでありま
す。

　 貸出コミットメントの総額 4,000百万円

　 借入実行残高 300  〃

　 差引額  3,700  〃
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 170百万円

販売促進費 1,378　〃

旅費及び交通費 317　〃

給料 1,762　〃

支払手数料 432　〃

研究開発費 706　〃

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 100百万円

販売促進費 1,441　〃

旅費及び交通費 241　〃

給料 1,783　〃

支払手数料 433　〃

研究開発費 790　〃

 

　

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 72百万円

販売促進費 757　〃

旅費及び交通費 159　〃

給料 882　〃

支払手数料 217　〃

研究開発費 375　〃

 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

広告宣伝費 48百万円

販売促進費 717　〃

旅費及び交通費 117　〃

給料 907　〃

支払手数料 232　〃

研究開発費 413　〃

 

　

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 1,980百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△  0  〃

現金及び現金同等物 1,980百万円

１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 3,901百万円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△100  〃

現金及び現金同等物 3,801百万円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年９月30日)

　

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 38,522,301

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 396,916

　

　
　

３　新株予約権等に関する事項

　　ストック・オプションとしての新株予約権

会社名
当第２四半期

連結会計期間末残高　　　　　
(百万円)

提出会社 ３

(注) 新株予約権を行使することができる期間の初日

　　 が到来しているものはありません。

　

　

４　配当に関する事項

　　配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 114 3.00平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

　

　
医薬品
事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する売上高 5,425 140 5,566 ― 5,566

　(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 30 30 (　 30) ―

計 5,425 171 5,596 (　 30) 5,566

営業利益又は営業損失(△) 87 △19 67 7 75

(注) １　事業区分の方法は製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮し、医薬品事業、その他の事業にセグメンテー

ションしております。

２　各区分に属する主要製品・商品

事業区分 主要な製品・商品

医薬品事業 医療用医薬品

その他の事業 化粧品・健康食品等販売、安全性試験の受託等

　

　

　

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

　

　
医薬品
事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する売上高 5,619 208 5,827 ― 5,827

　(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 86 86 (　 86) ―

計 5,619 294 5,914 (　 86) 5,827

営業利益 149 8 158 (　  1) 157

(注) １　事業区分の方法は製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮し、医薬品事業、その他の事業にセグメンテー

ションしております。

２　各区分に属する主要製品・商品

事業区分 主要な製品・商品

医薬品事業 医療用医薬品

その他の事業 化粧品・健康食品等販売、安全性試験の受託等

　

EDINET提出書類

日本ケミファ株式会社(E00957)

四半期報告書

24/30



前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
医薬品
事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する売上高 10,655 295 10,951 ― 10,951

　(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 34 34 (　 34) ―

計 10,655 329 10,985 (　 34) 10,951

営業利益又は営業損失(△) 107 △22 85 7 93

(注) １　事業区分の方法は製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮し、医薬品事業、その他の事業にセグメンテー

ションしております。

２　各区分に属する主要製品・商品

事業区分 主要な製品・商品

医薬品事業 医療用医薬品

その他の事業 化粧品・健康食品等販売、安全性試験の受託等

　

　

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
医薬品
事業
(百万円)

その他
の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に対する売上高 11,167 414 11,581 ― 11,581

　(2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 86 86 (　 86) ―

計 11,167 501 11,668 (　 86) 11,581

営業利益又は営業損失(△) 293 △12 280 (　  1) 279

(注) １　事業区分の方法は製品・商品の種類、販売市場の類似性を考慮し、医薬品事業、その他の事業にセグメンテー

ションしております。

２　各区分に属する主要製品・商品

事業区分 主要な製品・商品

医薬品事業 医療用医薬品

その他の事業 化粧品・健康食品等販売、安全性試験の受託等
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【所在地別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）
　
　所在地別セグメント情報につきましては、在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略

しております。
　

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会

計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年

４月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年

９月30日）
　
　海外売上高につきましては、輸出の連結売上高に占める割合が10％未満であるため、記載を省略してお

ります。

　

　

(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 180.86円
　

　 　

　 179.55円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額等

　

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純損失金額(△) △1.55円

 
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失金額が計上されているため記載しておりませ
ん。
 

 

　 　

１株当たり四半期純利益金額 1.22円

　
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
 ついては、潜在株式が存在するものの希薄化効果を有
 しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成21年４月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△) (百万円)

△59 46

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△) (百万円)

△59 46

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,143 38,125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日  至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日  至　平成21年９月30日)

　 　

１株当たり四半期純損失金額(△) △0.55円

 
なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
ついては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失金額であるため記載しておりません。 
 

 

　 　

１株当たり四半期純利益金額 0.41円

　
 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に
 ついては、潜在株式が存在するものの希薄化効果を有
 しないため記載しておりません。

(注)　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
　至　平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失(△) (百万円)

△20 15

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失(△) (百万円)

△20 15

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 38,137 38,125

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

― ―

　
　

　

(重要な後発事象)

該当する事項はありません。

　

　

　

２ 【その他】

該当する事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成２０年１１月１１日

　
　

日本ケミファ株式会社

 取 締 役 会　御 中

　

監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定社員
業務執行社員

　
公認会計士　　國　　井　　泰　　成

　

　 印

　

指定社員
業務執行社員

　
公認会計士　　小　　林　　功　　幸

　

　 印

　

指定社員
業務執行社員

　
公認会計士　　大　　野　　開　　彦

　

　 印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

本ケミファ株式会社の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成２０年４

月１日から平成２０年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本ケミファ株式会社及び連結子会社の平成

２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　
 (※) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　　 報告書提出会社)が別途保管しております。

　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

　

平成２１年１１月９日

　
　

日本ケミファ株式会社

 取 締 役 会　御 中

　

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 　

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
公認会計士　　國　　井　　泰　　成

　

　 印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
公認会計士　　小　　林　　功　　幸

　

　 印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　
公認会計士　　大　　野　　開　　彦

　

　 印

　

　

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日

本ケミファ株式会社の平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間（平成２１年７月１日から平成２１年９月３０日まで）及び第２四半期連結累計期間(平成２１年

４月１日から平成２１年９月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半

期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期

連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本ケミファ株式会社及び連結子会社の平成

２１年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計

期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じ

させる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　

 (※) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

　　 報告書提出会社)が別途保管しております。

　　 ２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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