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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 12,848 15.7 2,519 67.7 2,533 65.3 1,632 54.5

2020年６月期第３四半期 11,104 7.1 1,502 159.3 1,532 148.7 1,056 312.3

（注）包括利益 2021年６月期第３四半期 1,624百万円（53.9％） 2020年６月期第３四半期 1,055百万円（297.5％）

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

2021年６月期第３四半期 41.20 －

2020年６月期第３四半期 26.67 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年６月期第３四半期 23,754 16,203 68.2

2020年６月期 22,902 14,915 65.1

（参考）自己資本 2021年６月期第３四半期 16,203百万円 2020年６月期 14,915百万円

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

2020年６月期 － 0.00 － 34.00 34.00

2021年６月期 － 0.00 －

2021年６月期（予想） 10.00 10.00

１．2021年６月期第３四半期の連結業績（2020年７月１日～2021年３月31日）

（注）１．「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．当社は、2020年11月６日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を、2021年５月１日付で普通株式１株

につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計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」を算定しております。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：有

２．当社は、2020年11月６日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を、2021年５月１日付で普通株

式１株につき２株の割合で株式分割を行っているため、2021年６月期（予想）の１株当たり年間配当金

につきましては、当該株式分割の影響を考慮した金額を記載しております。株式分割を考慮しない場合

の2021年６月期（予想）の１株当たり期末配当金額は40円00銭となり、１株当たり年間配当金は40円00

銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧

ください。



（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 17,500 9.1 3,180 36.5 3,180 34.3 2,000 14.6 50.48

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期３Ｑ 39,619,980株 2020年６月期 39,619,980株

②  期末自己株式数 2021年６月期３Ｑ 1,312株 2020年６月期 1,160株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年６月期３Ｑ 39,618,685株 2020年６月期３Ｑ 39,618,847株

３．2021年６月期の連結業績予想（2020年７月１日～2021年６月30日）

（注）１．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

２．2021年６月期の通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益につきましては、株式分割の影響を考慮し

ております。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧くださ

い。

※  注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

新規  －社  （社名）－、除外  －社  （社名）－

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用：無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（４）発行済株式数（普通株式）

（注）当社は、2020年11月６日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を、2021年５月１日付で普通株式１

株につき２株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定

して、「期末発行済株式数」、「期末自己株式数」及び「期中平均株式数」を算定しております。

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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

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仮定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３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。

（株式分割後の配当及び業績予想について）

当社は、2020年10月７日開催の取締役会決議により、2020年11月６日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割

を、2021年３月22日開催の取締役会決議により、2021年５月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行

っております。これに伴い、株式分割考慮前に概算した2021年６月期の配当予想及び業績予想は以下のとおりとなり

ます。

１．2021年６月期の配当予想　　１株当たり配当金　第２四半期末　0円00銭　期末　40円00銭

２．2021年６月期の通期の連結業績予想　　１株当たり当期純利益　期末　201円92銭
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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３四半期連結累計期間における我が国経済は、新型コロナウィルス感染症が再び増加傾向となり緊急事態宣

言が再度発令されるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　後発医薬品業界におきましては、2025年には５人に１人が75歳以上になるという「2025年問題」を控え、「経済

財政運営と改革の基本方針2019～『令和』新時代：『Society 5.0』への挑戦～」（骨太方針2019）において、

「後発医薬品の使用促進について、安定供給や品質の更なる信頼性確保を図りつつ、2020年９月までの後発医薬品

使用割合80％の実現に向け、インセンティブ強化も含めて引き続き取り組む。」と明記されており、日本ジェネリ

ック製薬協会の分析によれば、2020年度第３四半期（2020年10月～12月）のジェネリック医薬品使用割合は79.4％

（速報値）となり80％が間近に迫ってきております。しかしながら、後発医薬品の浸透には都道府県による格差が

あるため、後発医薬品使用割合80％を見据えた後発品の更なる使用促進についても議論が行われております。その

一方で、2019年10月には消費税率引上げに伴う薬価改定、2020年４月に通常の薬価改定と、短期間に薬価改定が実

施され、さらに、「経済財政運営と改革の基本方針2020」(骨太方針2020）において、「本年の薬価調査を踏まえ

て行う2021年度の薬価改定については、骨太方針2018等の内容に新型コロナウイルス感染症による影響も勘案し

て、十分に検討し、決定する。」とされ、価格の引下げ圧力が増すなど厳しさも見えてきております。

　このような事業環境の中で、当社グループは、事業理念“New Business Model Innovation”に基づき、ジェネリ

ック医薬品原薬の輸入商社と、注射剤中心の医療用医薬品の製造販売機能を併せもつビジネスモデルで、高品質で

安価な原薬を日本市場に安定的に供給するとともに、自社開発品の製造・販売や大手医薬品メーカーからの製造受

託を通じて、医薬品業界における多様なニーズに対応しております。

　なお、新型コロナウイルス感染症拡大による当第３四半期連結累計期間の業績への影響は軽微なものでありまし

た。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高12,848百万円（前年同期比15.7％増）、営業利益

2,519百万円（前年同期比67.7％増）、経常利益2,533百万円（前年同期比65.3％増）、親会社株主に帰属する四半

期純利益1,632百万円（前年同期比54.5％増）となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

原薬販売事業

　原薬販売事業におきましては、抗生物質製剤用原薬や呼吸器官用薬の販売が減少した一方、循環器官用薬や中枢

神経系用薬向け原薬の販売の増加、その他新規採用品目の貢献及び新型コロナウイルス感染症に起因する活動自粛

により販売費及び一般管理費が減少したことで、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,064百万円（前年同期比

14.8％増）、セグメント利益は1,669百万円（前年同期比29.1％増）となりました。なお、売上高には、セグメン

ト間の内部売上高1,288百万円（前年同期比69.2％増）を含んでおります。

医薬品製造販売事業

　医薬品製造販売事業におきましては、受託製造が引き続き堅調に推移したため、当第３四半期連結累計期間の売

上高は5,072百万円（前年同期比27.9％増）、セグメント利益は876百万円（前年同期比281.1％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資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

　総資産は23,754百万円となり、前連結会計年度末に比べ852百万円増加いたしました。これは主に、現金及び預

金の増加1,015百万円、電子記録債権の増加541百万円、商品及び製品の増加313百万円があった一方で、受取手形

及び売掛金の減少741百万円、減価償却実施による機械装置及び運搬具（純額）の減少177百万円等があったことに

よるものであります。

　負債は7,551百万円となり、前連結会計年度末に比べ435百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買

掛金の増加119百万円、電子記録債務の増加85百万円があった一方で、長期借入金の減少271百万円、未払法人税等

の減少262百万円、未払消費税等を含む流動負債のその他の減少199百万円があったことによるものであります。

　純資産は16,203百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,288百万円増加いたしました。これは主に、親会社株

主に帰属する四半期純利益1,632百万円の計上による増加があった一方、配当金支払による減少336百万円によるも

のであります。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末より3.1ポイント増加し、68.2％となっております。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年６月期の通期業績予想につきましては、本日（2021年５月13日）連結業績予想および配当予想を修正いた

しました。詳細は、本日（2021年５月13日）公表の「連結業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,071,921 7,087,246

受取手形及び売掛金 4,760,756 4,019,080

電子記録債権 2,346,048 2,887,081

商品及び製品 1,478,404 1,792,370

仕掛品 202,886 289,634

原材料及び貯蔵品 303,739 345,069

その他 140,530 134,181

貸倒引当金 △526 －

流動資産合計 15,303,761 16,554,663

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,746,419 4,770,569

減価償却累計額 △1,770,882 △1,918,328

建物及び構築物（純額） 2,975,536 2,852,240

機械装置及び運搬具 3,427,795 3,480,972

減価償却累計額 △1,230,761 △1,461,070

機械装置及び運搬具（純額） 2,197,033 2,019,901

工具、器具及び備品 1,102,660 1,183,893

減価償却累計額 △936,763 △978,535

工具、器具及び備品（純額） 165,896 205,357

土地 1,761,774 1,761,774

建設仮勘定 1,473 47,738

有形固定資産合計 7,101,714 6,887,012

無形固定資産

その他 96,705 80,399

無形固定資産合計 96,705 80,399

投資その他の資産

投資有価証券 96,219 82,747

繰延税金資産 260,562 111,517

退職給付に係る資産 28,346 26,080

その他 15,167 12,373

投資その他の資産合計 400,295 232,718

固定資産合計 7,598,714 7,200,130

資産合計 22,902,476 23,754,794

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年６月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,446,111 1,566,050

電子記録債務 567,010 652,950

短期借入金 850,000 850,000

1年内返済予定の長期借入金 321,332 352,284

未払法人税等 607,757 345,685

賞与引当金 51,042 75,182

その他 778,163 578,571

流動負債合計 4,621,416 4,420,724

固定負債

長期借入金 3,024,344 2,752,393

繰延税金負債 17,712 6,509

役員退職慰労引当金 98,187 107,540

退職給付に係る負債 121,448 124,900

その他 103,803 139,020

固定負債合計 3,365,496 3,130,363

負債合計 7,986,912 7,551,087

純資産の部

株主資本

資本金 522,277 522,277

資本剰余金 205,828 205,828

利益剰余金 14,157,429 15,452,829

自己株式 △305 △376

株主資本合計 14,885,229 16,180,559

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 29,094 22,800

繰延ヘッジ損益 1,239 347

その他の包括利益累計額合計 30,334 23,147

純資産合計 14,915,563 16,203,706

負債純資産合計 22,902,476 23,754,794
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

売上高 11,104,784 12,848,787

売上原価 7,882,700 8,763,928

売上総利益 3,222,083 4,084,858

販売費及び一般管理費 1,719,596 1,565,742

営業利益 1,502,487 2,519,116

営業外収益

受取利息及び配当金 2,330 2,149

為替差益 20,267 －

有価証券売却益 － 6,973

受取手数料 6,438 11,506

補助金収入 11,148 9,547

受取補償金 9,020 19,830

その他 2,450 3,046

営業外収益合計 51,654 53,053

営業外費用

支払利息 20,082 18,108

為替差損 － 20,540

その他 1,948 332

営業外費用合計 22,031 38,982

経常利益 1,532,110 2,533,188

特別利益

販売権譲渡益 36,591 －

特別利益合計 36,591 －

税金等調整前四半期純利益 1,568,702 2,533,188

法人税、住民税及び事業税 512,232 760,059

法人税等調整額 △112 140,968

法人税等合計 512,120 901,028

四半期純利益 1,056,582 1,632,160

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,056,582 1,632,160

（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）
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（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間
(自　2019年７月１日
　至　2020年３月31日)

 当第３四半期連結累計期間
(自　2020年７月１日
　至　2021年３月31日)

四半期純利益 1,056,582 1,632,160

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,593 △6,294

繰延ヘッジ損益 2,834 △892

その他の包括利益合計 △758 △7,186

四半期包括利益 1,055,823 1,624,973

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,055,823 1,624,973

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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（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）

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。

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２原薬販売事業
医薬品製造販売

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 7,137,550 3,967,234 11,104,784 － 11,104,784

セグメント間の内部売上高

又は振替高
761,469 － 761,469 △761,469 －

計 7,899,019 3,967,234 11,866,254 △761,469 11,104,784

セグメント利益 1,293,754 229,835 1,523,589 △21,101 1,502,487

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額

（注）２原薬販売事業
医薬品製造販売

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 7,775,874 5,072,912 12,848,787 － 12,848,787

セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,288,704 － 1,288,704 △1,288,704 －

計 9,064,579 5,072,912 14,137,491 △1,288,704 12,848,787

セグメント利益 1,669,787 876,004 2,545,792 △26,675 2,519,116

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2019年７月１日　至　2020年３月31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

　（注）１．セグメント利益の調整額△21,101千円は、セグメント間取引の消去及び全社費用であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2020年７月１日　至　2021年３月31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

　（注）１．セグメント利益の調整額△26,675千円は、セグメント間取引の消去及び全社費用であります。

２．セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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前第３四半期連結累計期間

　　（自　2019年７月１日

　　　至　2020年３月31日）

当第３四半期連結累計期間

　　（自　2020年７月１日

　　　至　2021年３月31日）

１株当たり四半期純利益 26円67銭 41円20銭

変更前定款 変更後定款

（発行可能株式総数）

第６条　当社の発行可能株式総数は、72,000,000株と

する。

（発行可能株式総数）

第６条　当社の発行可能株式総数は、144,000,000株と

する。

（重要な後発事象）

(株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更)

　当社は、2021年３月22日開催の取締役会決議により、2021年５月１日付で株式分割及び株式分割に伴う定款の一

部変更を行っております。

（１）株式分割の目的

　株式分割し投資単位の水準を引き下げることにより、当社株式の流動性の向上及び投資家層の更なる拡大

を図ることを目的としております。

（２）株式分割の概要

　①分割方法

　2021年４月30日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有株式を、普通株式１株につき２株の割合

をもって分割しております。

　②分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数　　　　19,809,990株

今回の分割により増加する株式数　　19,809,990株

株式分割後の発行済株式総数　　　　39,619,980株

株式分割後の発行可能株式総数　　 144,000,000株

　③株式分割の日程

基準公告日：2021年４月15日（木）

基　準　日：2021年４月30日（金）

効力発生日：2021年５月１日（土）

　④１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前連結会計年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりであ

ります。

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（３）株式分割に伴う定款の一部変更

　①定款変更の理由

　株式分割に伴い、会社法第184条第２項の規定に基づき、2021年５月１日をもって、当社の定款第６条の

発行可能株式総数を変更いたしました。

　②定款変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線は変更箇所を示しております。）

　③定款変更の効力発生日

2021年５月１日

（４）その他

資本金の額の変更

今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。
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