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（１）連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年６月期 17,816 11.1 3,377 45.0 3,404 43.8 2,136 22.4
2020年６月期 16,034 5.4 2,329 92.4 2,367 85.4 1,745 167.0

（注）包括利益 2021年６月期 2,124百万円 （21.8％） 2020年６月期 1,744百万円 （166.6％）

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
2021年６月期 53.94 － 13.5 14.3 19.0
2020年６月期 44.05 － 12.3 10.5 14.5

（参考）持分法投資損益 2021年６月期 －百万円 2020年６月期 －百万円

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
2021年６月期 24,804 16,703 67.3 421.61

2020年６月期 22,902 14,915 65.1 376.48

（参考）自己資本 2021年６月期 16,703百万円 2020年６月期 14,915百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
2021年６月期 3,051 △223 △678 7,590
2020年６月期 2,277 △546 △556 5,430

年間配当金 配当金総額
(合計)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年６月期 － 0.00 － 34.00 34.00 336 19.3 2.4

2021年６月期 － 0.00 － 10.00 10.00 396 18.5 2.5

2022年６月期（予
想）

－ 0.00 － 10.00 10.00 19.2

１．2021年６月期の連結業績（2020年７月１日～2021年６月30日）

（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、「１株

当たり当期純利益」を算定しております。

（２）連結財政状態

（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、「１株

当たり純資産」を算定しております。

（３）連結キャッシュ・フローの状況

２．配当の状況

（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。そのため2020年６月期については当該株式分割前の実際の配当金の額

を記載しております。



（％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 18,550 4.1 3,430 1.6 3,420 0.4 2,060 △3.6 52.00

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年６月期 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 1,312株 2020年６月期 1,160株
③  期中平均株式数 2021年６月期 39,618,681株 2020年６月期 39,618,840株

３．2022年６月期の連結業績予想（2021年７月１日～2022年６月30日）

（注）現時点では、新型コロナウイルス感染症が当社グループの事業活動に与える影響は軽微ですが、その収束時期を正
確に見通すことは難しいことから、業績予想には新型コロナウイルス感染症の影響を織り込んでおりません。今
後、業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかに開示いたします。詳細は、３ページ「１.経営成績等の概
況（４）今後の見通し」をご覧ください。

※  注記事項
（１）期中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）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

（３）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。

※  決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※  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
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Ｐ２「１.経営成績等の概況」をご覧ください。

（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法）
　当社は、2021年８月19日（木）にアナリスト・機関投資家向けに決算説明会を開催する予定です。当日使用する決
算説明資料は、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　文中の将来に関する事項は、当連結会計年度の末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。

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルスの世界的な蔓延や緊急事態宣言発令に伴う影響によ

り、依然として国内外の経済活動の停滞が続いており、総じて厳しい状況となっております。

　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。」と明記されておりましたが、2020年９月の薬

価調査における実績は78.3％となり、80％の目標にわずかに届かない結果となりました。そこで厚生労働省は2021年

４月27日に開かれた、経済財政諮問会議の経済・財政一体改革推進委員会「社会保障ワーキング・グループ）」にお

いて、後発医薬品の浸透には都道府県による格差があることから、後発医薬品の使用割合に関する新たな目標として

「2023年度末までに後発医薬品の数量シェアを全ての都道府県で80％以上」とすると示しております。その一方で、

2021年度から薬価改定が毎年度行われることとなっており、厳しさも予想されております。

　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。また、昨今後発医薬品業界で品質面に関わる重大な問

題が相次いで発生しております。当社グループとしては、医薬品製造従事者として引き続きGMPを遵守し、品質管理

や製造管理をより一層徹底してまいります。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高17,816百万円（前期比11.1％増）、営業利益3,377百万円（前期比

45.0％増）、経常利益3,404百万円（前期比43.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,136百万円（前期比

22.4％増）となりました。

　セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　①原薬販売事業

　原薬販売事業におきましては、呼吸器官用薬や抗生物質製剤向け原薬の販売の減少があったものの、循環器官用薬

や中枢神経系用薬向け原薬の販売の増加等により、当連結会計年度の売上高は12,504百万円（前期比8.9％増）とな

りました。また、新型コロナウイルス感染症に起因する営業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、セグメント利益は2,241百万円（前期比17.4％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1,709百万円を含んでおります。

　②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、受託製造が年間を通じて好調に推移したことにより、売上高は7,021百万円

（前期比22.8％増）、セグメント利益は1,199百万円（前期比165.0％増）となりました。

（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末における資産は24,804百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,902百万円増加いたしました。

これは主に、受取手形及び売掛金の減少959百万円、減価償却実施等に伴う有形固定資産の減少268百万円、繰延税金

資産の減少133百万円があった一方で、現金及び預金の増加2,189百万円、電子記録債権の増加998百万円、及び商品

及び製品の増加80百万円等があったことによるものであります。

　負債は8,100百万円となり、前連結会計年度末に比べ113百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金の減少

383百万円があった一方で、支払手形及び買掛金の増加141百万円、未払法人税等の増加100百万円、未払費用の増加

を含むその他流動負債の増加79百万円、電子記録債務の増加75百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加61百万円

等があったことによるものであります。

　純資産は16,703百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,788百万円増加いたしました。これは主に利益剰余金の

増加1,800百万円、及びその他有価証券評価差額金の減少10百万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2.2ポイント増加し、67.3％となっております。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2,159百万

円増加し、7,590百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）

　営業活動の結果獲得した資金は、3,051百万円（前年同期間比773百万円の増加）となりました。これは主に、法人

税等の支払額1,052百万円、たな卸資産の増加額149百万円があった一方で、税金等調整前当期純利益3,404百万円、

減価償却費625百万円、及び仕入債務の増加額217百万円等があったことによるものであります。

（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、223百万円（同323百万円の減少）となりました。これは主に、固定資産取得によ

る支出205百万円等があったことによるものであります。

（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、678百万円（同121百万円の増加）となりました。これは主に、配当金の支払額

336百万円、長期借入金の返済による支出321百万円等があったことによるものであります。

（４）今後の見通し

　次期の後発医薬品業界におきましては、後発医薬品の使用割合に関する新たな目標として「2023年度末までに後発

医薬品の数量シェアを全ての都道府県で80％以上」とすると示されましたが、薬価改定を毎年実施する方針が示され

る等、ジェネリック医薬品の単価の下落が続いていくと予想されます。

　このような中、当社グループにおきましては、原薬販売事業は今後もグループの中心として堅実な成長が見込ま

れ、医薬品製造販売事業でも、受託製造を中心に業績に貢献していく見込みとなっております。

　なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期を正確に見通すことは現時点で難しいことから、業績予想には新型コ

ロナウイルス感染症の影響を織り込んでおりません。今後、業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかに開示

いたします。

　これらの結果、次期連結会計年度の売上高18,550百万円（前期比4.1％増）、営業利益3,430百万円（前期比1.6％

増）、経常利益3,420百万円（前期比0.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益2,060百万円（前期比3.6％減）を

予想しております。

　セグメント別の次期見通しは、次のとおりであります。

　①原薬販売事業

　原薬販売事業は、厚生労働省が要請している原薬のマルチソース化による競合他社の参入により競争激化が見込ま

れるものの国内外の充実した取引基盤と、自社保有の試験設備による高品質保証体制を活用することで新たな機会と

して新規採用活動等に取り組むことで、売上高は12,900百万円（前期比3.2％増）、セグメント利益2,260百万円（前

期比0.8％増）を予想しております。

　②医薬品製造販売事業

　医薬品製造販売事業は、前期からの受託製造に加え、蔵王工場バイアルラインで新たに開始した製造受託等が業績

に貢献することで、売上高は7,450百万円（前期比6.1％増）、セグメント利益1,200百万円（前期比0.0％増）を予想

しております。
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新型コロナウイルス感染拡大による当社グループへの影響について

①原薬販売事業

　原薬販売事業におきましては、世界10ヶ国以上90社以上の原薬製造業者より輸入仕入を行っております。物流面で

の遅延、納期未確定を予想して対応をしておりますが、現在まで欠品等は発生しておりません。

　当社グループといたしましては、医薬品製販業者が必要とする原薬を必要な時期に納入できるよう努めておりま

す。

②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、サプライヤーおよび原薬販売業者からの情報収集に引き続き努めておりま

す。また、製造現場におきましては、行政からの要請を受け入れ労務面に配慮しつつ衛生管理を実施しており、生産

活動に影響がないように取り組んでおります。

　以上のことから、現時点では新型コロナウイルス感染拡大による当社グループの事業活動における影響は軽微なも

のであり、輸入が滞るリスクや為替相場が変動し原料の仕入価格が急激に変動するリスク等があるものの、現在の在

庫状況から業績に対する影響も軽微なものと認識しております。また、手元資金・借入による必要資金は確保されて

おり、不測の事態に対する調達に懸念はないと考えております。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社グループの取り組みについて

　当社グループは国民の健康を守る医薬品業界の一翼を担っている立場の者として、今後も高品質な医薬品の安定供

給に努めてまいります。感染拡大防止と事業継続の体制維持の観点から、顧客や従業員等の健康・安全確保のために

実施しました取り組みについては、2020年３月10日、４月16日に、当社グループホームページで開示しております。

　今後、重要な事象が発生した場合には速やかに開示いたします。
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２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
（2020年６月30日）

当連結会計年度
（2021年６月30日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,071,921 8,261,630

受取手形及び売掛金 4,760,756 3,801,303

電子記録債権 2,346,048 3,344,714

商品及び製品 1,478,404 1,559,052

仕掛品 202,886 273,610

原材料及び貯蔵品 303,739 303,022

その他 140,530 109,230

貸倒引当金 △526 －

流動資産合計 15,303,761 17,652,563

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 4,746,419 4,781,898

減価償却累計額 △1,770,882 △1,968,093

建物及び構築物（純額） 2,975,536 2,813,805

機械装置及び運搬具 3,427,795 3,527,857

減価償却累計額 △1,230,761 △1,547,376

機械装置及び運搬具（純額） 2,197,033 1,980,481

工具、器具及び備品 1,102,660 1,191,049

減価償却累計額 △936,763 △983,418

工具、器具及び備品（純額） 165,896 207,630

土地 1,761,774 1,761,774

建設仮勘定 1,473 69,670

有形固定資産合計 7,101,714 6,833,361

無形固定資産

その他 96,705 74,598

無形固定資産合計 96,705 74,598

投資その他の資産

投資有価証券 96,219 76,978

繰延税金資産 260,562 126,905

退職給付に係る資産 28,346 28,212

その他 15,167 12,007

投資その他の資産合計 400,295 244,103

固定資産合計 7,598,714 7,152,063

資産合計 22,902,476 24,804,627

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）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）

当連結会計年度
（2021年６月30日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,446,111 1,587,745

電子記録債務 567,010 642,452

短期借入金 850,000 850,000

１年内返済予定の長期借入金 321,332 383,248

未払法人税等 607,757 708,399

賞与引当金 51,042 52,180

その他 778,163 857,818

流動負債合計 4,621,416 5,081,844

固定負債

長期借入金 3,024,344 2,641,096

繰延税金負債 17,712 6,395

役員退職慰労引当金 98,187 110,882

退職給付に係る負債 121,448 126,322

その他 103,803 134,361

固定負債合計 3,365,496 3,019,058

負債合計 7,986,912 8,100,903

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 15,957,540

自己株式 △305 △376

株主資本合計 14,885,229 16,685,270

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 18,453

繰延ヘッジ損益 1,239 －

その他の包括利益累計額合計 30,334 18,453

純資産合計 14,915,563 16,703,724

負債純資産合計 22,902,476 24,804,627
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 16,034,276 17,816,077

売上原価 11,362,388 12,267,104

売上総利益 4,671,887 5,548,973

販売費及び一般管理費 2,342,067 2,171,748

営業利益 2,329,819 3,377,224

営業外収益

受取利息及び配当金 2,744 2,324

為替差益 31,593 －

受取手数料 6,694 16,252

有価証券売却益 － 6,973

補助金収入 14,529 12,410

受取補償金 9,089 19,967

その他 5,565 6,725

営業外収益合計 70,217 64,653

営業外費用

支払利息 26,481 23,973

支払手数料 4,000 －

為替差損 － 12,189

その他 2,375 890

営業外費用合計 32,856 37,053

経常利益 2,367,181 3,404,824

特別利益

販売権譲渡益 36,591 －

補助金収入 24,169 －

特別利益合計 60,761 －

税金等調整前当期純利益 2,427,942 3,404,824

法人税、住民税及び事業税 886,202 1,140,286

法人税等調整額 △203,456 127,666

法人税等合計 682,745 1,267,953

当期純利益 1,745,196 2,136,871

親会社株主に帰属する当期純利益 1,745,196 2,136,871

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

当期純利益 1,745,196 2,136,871

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,832 △10,640

繰延ヘッジ損益 3,923 △1,239

その他の包括利益合計 △908 △11,880

包括利益 1,744,288 2,124,990

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,744,288 2,124,990

（連結包括利益計算書）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 522,277 205,828 12,649,945 △293 13,377,757

当期変動額

剰余金の配当 △237,713 △237,713

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,745,196 1,745,196

自己株式の取得 △12 △12

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － 1,507,483 △12 1,507,471

当期末残高 522,277 205,828 14,157,429 △305 14,885,229

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額
合計

当期首残高 33,926 △2,683 31,242 13,409,000

当期変動額

剰余金の配当 △237,713

親会社株主に帰属する
当期純利益

1,745,196

自己株式の取得 △12

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△4,832 3,923 △908 △908

当期変動額合計 △4,832 3,923 △908 1,506,562

当期末残高 29,094 1,239 30,334 14,915,563

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）
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（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 522,277 205,828 14,157,429 △305 14,885,229

当期変動額

剰余金の配当 △336,759 △336,759

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,136,871 2,136,871

自己株式の取得 △70 △70

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

当期変動額合計 － － 1,800,111 △70 1,800,041

当期末残高 522,277 205,828 15,957,540 △376 16,685,270

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価差額
金

繰延ヘッジ損益
その他の包括利益累計額
合計

当期首残高 29,094 1,239 30,334 14,915,563

当期変動額

剰余金の配当 △336,759

親会社株主に帰属する
当期純利益

2,136,871

自己株式の取得 △70

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△10,640 △1,239 △11,880 △11,880

当期変動額合計 △10,640 △1,239 △11,880 1,788,160

当期末残高 18,453 － 18,453 16,703,724

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）
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（単位：千円）

 前連結会計年度
(自　2019年７月１日
　至　2020年６月30日)

 当連結会計年度
(自　2020年７月１日
　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 2,427,942 3,404,824

減価償却費 524,056 625,561

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,136 △526

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,608 1,138

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,611 12,695

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △7,664 134

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 12,365 4,873

受取利息及び受取配当金 △2,744 △2,324

支払利息 26,481 23,973

補助金収入 △38,699 △13,469

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,973

販売権譲渡益 △36,591 －

為替差損益（△は益） △242 △10,164

固定資産除売却損益（△は益） 1,022 31

売上債権の増減額（△は増加） 288,061 △39,211

たな卸資産の増減額（△は増加） △443,060 △149,841

仕入債務の増減額（△は減少） △436,690 217,076

未収入金の増減額（△は増加） 58,969 △7,196

その他 276,499 8,821

小計 2,651,787 4,069,423

利息及び配当金の受取額 4,807 4,387

利息の支払額 △28,136 △23,971

補助金の受取額 15,067 14,107

法人税等の支払額 △665,557 △1,052,222

販売権譲渡に係る対価の受取額 36,591 －

法人税等の還付額 263,227 39,654

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,277,788 3,051,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の売却による収入 － 15,770

固定資産の取得による支出 △534,500 △205,519

固定資産の売却による収入 － 486

定期預金の預入による支出 △269,164 △192,010

定期預金の払戻による収入 237,161 162,007

補助金の受取額 24,169 －

その他 △4,378 △4,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △546,710 △223,286

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △303,632 △321,332

配当金の支払額 △237,219 △336,573

自己株式の取得による支出 △12 △70

その他 △15,930 △20,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △556,793 △678,551

現金及び現金同等物に係る換算差額 242 10,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,174,527 2,159,705

現金及び現金同等物の期首残高 4,255,887 5,430,414

現金及び現金同等物の期末残高 5,430,414 7,590,119

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）

１．連結の範囲に関する事項

全ての子会社を連結しております。

連結子会社の数　4社

連結子会社の名称

コーア商事㈱

コーアイセイ㈱

コーアバイオテックベイ㈱

コーア製薬㈱

２．連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

３．会計方針に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

イ　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

ロ　デリバティブ

時価法を採用しております。

ハ　たな卸資産

①　製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

②　商品

　先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ　有形固定資産（リース資産を除く）

主として定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　３年～60年

機械装置及び運搬具　２年～８年

工具、器具及び備品　２年～20年

ロ　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

ハ　リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
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(3）重要な引当金の計上基準

イ　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ　賞与引当金

　当社及び連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

ハ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社及び連結子会社の一部は役員退職金規程に基づく期末

要支給額を計上しております。

(4）退職給付に係る会計処理の方法

　当社及び連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都

合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、振当処理の要件を満たす為替予約については、振当処理を採用しております。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建金銭債務（外貨建予定取引を含む）

ハ　ヘッジ方針

　為替相場変動リスクを回避する目的で実需の範囲内で必要に応じ為替予約を行う方針としておりま

す。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎に判断しております。なお、振当処理を採用している為替予約につ

いては、有効性の評価を省略しております。

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　手許現金、臨時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

イ　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

ロ　連結納税制度の導入に伴う会計処理

　当社及び連結子会社は、当社を連結納税親会社として、当連結会計年度から連結納税制度を適用し

ております。
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ハ　連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

　当社及び連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（2020年法律第８号）において創設

されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが

行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に

関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適用せ

ず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,904,995 － － 9,904,995

合計 9,904,995 － － 9,904,995

自己株式

普通株式（注） 275 15 － 290

合計 275 15 － 290

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2019年９月26日

定時株主総会
普通株式 237,713 24.00 2019年６月30日 2019年９月27日

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2020年９月25日

定時株主総会
普通株式 336,759 利益剰余金 34.00 2020年６月30日 2020年９月28日

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加15株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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当連結会計年度
期首株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式

普通株式（注１）（注２） 9,904,995 29,714,985 － 39,619,980

合計 9,904,995 29,714,985 － 39,619,980

自己株式

普通株式（注３） 290 1,022 － 1,312

合計 290 1,022 － 1,312

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2020年９月25日

定時株主総会
普通株式 336,759 34.00 2020年６月30日 2020年９月28日

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）
配当の原資

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2021年９月29日

定時株主総会
普通株式 396,186 利益剰余金 10.00 2021年６月30日 2021年９月30日

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

（注）１.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。

２.発行済株式の普通株式総数の増加29,714,985株は株式分割によるものであります。

３.普通株式の自己株式の株式数の増加1,022株は、単元未満株式の買取り、株式分割による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注１）

連結財務諸表計
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 10,316,880 5,717,395 16,034,276 － 16,034,276

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,164,865 － 1,164,865 △1,164,865 －

計 11,481,745 5,717,395 17,199,141 △1,164,865 16,034,276

セグメント利益 1,909,580 452,711 2,362,291 △32,471 2,329,819

セグメント資産 12,796,263 10,350,088 23,146,351 △243,875 22,902,476

その他の項目

減価償却費 96,338 423,119 519,458 4,597 524,056

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
88,378 54,711 143,089 2,025 145,114

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

　当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社グループは、純粋持株会社である当社を中心に「原薬販売事業」及び「医薬品製造販売事業」の２つを報

告セグメントとしております。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

　報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。

　報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　報告セグメント間の内部収益及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

（注）１　調整額は以下のとおりであります。

（１）セグメント利益の調整額△32,471千円は、セグメント間取引の消去及び全社費用であります。

（２）セグメント資産の調整額△243,875千円は、セグメント間取引の消去及び全社資産であります。

（３）減価償却費の調整額4,597千円は、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償

却費であります。

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額2,025千円は、報告セグメントに帰属しない当社の

管理部門の設備投資額であります。

２　セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。
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(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注１）

連結財務諸表計
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 10,794,690 7,021,386 17,816,077 － 17,816,077

セグメント間の内部売上高又は

振替高
1,709,590 － 1,709,590 △1,709,590 －

計 12,504,281 7,021,386 19,525,668 △1,709,590 17,816,077

セグメント利益 2,241,906 1,199,862 3,441,769 △64,545 3,377,224

セグメント資産 14,320,734 10,139,686 24,460,420 344,207 24,804,627

その他の項目

減価償却費 84,544 536,267 620,812 4,749 625,561

有形固定資産及び無形固定資産

の増加額
62,224 271,303 333,528 1,835 335,363

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

（注）１　調整額は以下のとおりであります。

（１）セグメント利益の調整額△64,545千円は、セグメント間取引の消去及び全社費用であります。

（２）セグメント資産の調整額344,207千円は、セグメント間取引の消去及び全社資産であります。

（３）減価償却費の調整額4,749千円は、報告セグメントに帰属しない当社の管理部門に係る資産の減価償

却費であります。

（４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額1,835千円は、報告セグメントに帰属しない当社の

管理部門の設備投資額であります。

２　セグメント利益の合計額は、連結財務諸表の営業利益と一致しております。
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原薬販売事業 医薬品製造販売事業 合計

外部顧客への売上高 10,316,880 5,717,395 16,034,276

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

扶桑薬品工業株式会社 1,687,244
原薬販売事業 及び

医薬品製造販売事業

原薬販売事業 医薬品製造販売事業 合計

外部顧客への売上高 10,794,690 7,021,386 17,816,077

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

扶桑薬品工業株式会社 3,249,756
原薬販売事業 及び

医薬品製造販売事業

【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年７月１日　至　2020年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円）

当連結会計年度（自　2020年７月１日　至　2021年６月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

(単位：千円）

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円）

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

１株当たり純資産額 376.48円 421.61円

１株当たり当期純利益 44.05円 53.94円

前連結会計年度
（自　2019年７月１日

至　2020年６月30日）

当連結会計年度
（自　2020年７月１日

至　2021年６月30日）

親会社株主に帰属する当期純利益

（千円）
1,745,196 2,136,871

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益（千円）
1,745,196 2,136,871

普通株式の期中平均株式数（株） 39,618,840 39,618,681

（１株当たり情報）

　（注）１．潜在株式調整後１株当たり当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株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益を算定しております。

３．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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