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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 13,264 14.5 898 221.3 821 300.4 87 87.5
22年3月期第2四半期 11,581 5.8 279 200.3 205 381.8 46 ―

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

23年3月期第2四半期 2.18 ―
22年3月期第2四半期 1.22 ―

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

23年3月期第2四半期 30,762 8,415 27.3 199.85
22年3月期 29,600 7,865 23.9 185.22

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,410百万円 22年3月期  7,061百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 27,300 13.8 1,800 134.7 1,600 172.6 500 85.2 12.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 42,614,205株 22年3月期  38,522,301株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  528,941株 22年3月期  399,122株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 40,104,471株 22年3月期2Q 38,125,802株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第 2四半期連結累計期間のわが国経済は一昨年来の経済危機からようやく最悪期を脱し、緩慢なが 

らも回復基調にあるものの、依然として先行きの不透明感を払拭しきれない状況にあります。医薬品業 

界におきましては、本年 4 月に診療報酬と薬価基準の改定が実施され、診療報酬全体では 10 年ぶりの

ネットプラス改定となった中で、患者負担の軽減と医療保険財政の改善を目的としたジェネリック医薬 

品のさらなる使用促進策として調剤薬局や医療機関での取り組みを評価する制度が導入されました。 

当社グループは、このような環境下で「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、昨年 12 月に子会社化した日本薬品工業株式会社を株式交換によって本年 7 月に完全子

会社化した後、10 月には同社を承継会社として当社茨城工場を吸収分割するなど、サプライチェーン全

体にわたる生産性の向上、経営の効率化の取り組みをグループ一体となり、より一層推し進めてまいり 

ました。 

なお、本年 6月に当社は創立 60 周年を迎え、その記念すべき年にあたりロゴマークを新たなデザイ 

ンへ変更いたしました。 
 

（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前年同期比 20.2％の増収となったことにより、

医薬品事業全体での売上高は 12,678 百万円、営業利益は 926 百万円となりました。 
 

（その他） 

主に受託試験事業及び健康食品事業である「その他」の事業の業績は売上高が 586 百万円となりまし 

たが、市場競争の激化などにより、営業損失は 30 百万円となりました。 
 

以上の結果、当第 2 四半期連結累計期間の売上高は 13,264 百万円(前年同期比 14.5％増)、営業利益

は 898 百万円(前年同期比 221.3％増)、経常利益は 821 百万円(前年同期比 300.4％増)、四半期純利益

は 87 百万円(前年同期比 87.5％増)となりました。 
 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

1) 資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べて 993 百万円増加し、16,893 百万円となりました。これは、主

に商品及び製品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 162 百万円増加し、13,845 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 1,161 百万円増加し、30,762 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 608 百万円増加し、11,987 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未払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 3百万円増加し、10,359 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 611 百万円増加し、22,346 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 549 百万円増加し、8,415 百万円となりました。これは、

主に資本剰余金が 1,297 百万円増加したことによるものです。 
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② キャッシュ・フローの状況 

当第 2四半期連結累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 750 百万円増加いたしました。また投資活動においては 453 百万円の減少、財務活動にお

いては 107 百万円の減少となりました。 

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 4,040 百万円（前年同期比 6.3％増） 

となりました。 
 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 2四半期連結累計期間において、営業活動による資金は主に税金等調整前四半期純利益の増加に

より、750 百万円の増加（前年同期比 17.4％減）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第 2 四半期連結累計期間において、投資活動による資金は主に固定資産の取得による支出により、

453 百万円の減少（前年同期は 369 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 2四半期連結累計期間において、財務活動による資金は主に配当金の支払により、107 百万円の

減少（前年同期は 1,360 百万円の増加）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 23 年 3 月期の第 2 四半期連結累計期間並びに通期業績予想につきましては、平成 22 年 5 月 11

日の決算発表時に公表いたしました業績予想を修正しております。通期業績予想については、売上高

27,300 百万円（前期比 13.8％増）、営業利益 1,800 百万円（同 134.7％増）、経常利益 1,600 百万円（同

172.6％増）、当期純利益 500 百万円（同 85.2％増）といたしました。 

詳細は、平成 22 年 10 月 26 日公表の「平成 23 年 3 月期第 2 四半期 投資有価証券評価損及び業績予

想の修正に関するお知らせ」を参照してください。 

 

２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 
該当事項はありません。 

 
 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3月 31 日）及び「資産除去債 

務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日）を第 1 四半

期連結会計期間より適用しております。 

これにより、当第 2 四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 0 百万円、税金等調整

前四半期純利益は 8百万円減少しております。 
 

② 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20 年 12 月 26 日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 

日）を当第 2四半期連結会計期間より適用しております。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,089 3,906

受取手形及び売掛金 8,431 8,091

商品及び製品 2,508 2,137

仕掛品 714 724

原材料及び貯蔵品 439 403

繰延税金資産 593 536

その他 116 100

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 16,893 15,899

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,259 3,368

機械装置及び運搬具（純額） 831 795

工具、器具及び備品（純額） 266 291

土地 5,550 5,550

リース資産（純額） 227 220

建設仮勘定 23 22

有形固定資産合計 10,159 10,248

無形固定資産   

のれん 779 420

リース資産 23 27

ソフトウエア 30 26

電話加入権 23 23

無形固定資産合計 857 497

投資その他の資産   

投資有価証券 954 1,083

長期貸付金 9 9

長期前払費用 11 3

敷金及び保証金 131 156

繰延税金資産 373 418

その他 1,390 1,316

貸倒引当金 △41 △52

投資その他の資産合計 2,828 2,935

固定資産合計 13,845 13,682

繰延資産   

社債発行費 23 18

繰延資産合計 23 18

資産合計 30,762 29,600
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,629 3,807

短期借入金 1,169 1,109

1年内償還予定の社債 500 460

1年内返済予定の長期借入金 2,458 2,470

リース債務 61 55

未払金 162 87

未払法人税等 416 385

未払消費税等 73 137

未払費用 1,752 1,808

預り金 55 52

返品調整引当金 4 5

販売促進引当金 268 298

その他 434 700

流動負債合計 11,987 11,379

固定負債   

社債 1,340 1,125

長期借入金 6,300 6,557

リース債務 207 208

退職給付引当金 657 621

役員退職慰労引当金 264 253

再評価に係る繰延税金負債 1,589 1,589

固定負債合計 10,359 10,355

負債合計 22,346 21,734

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,304 4,304

資本剰余金 1,297 －

利益剰余金 1,037 1,064

自己株式 △162 △158

株主資本合計 6,476 5,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △99 △182

土地再評価差額金 2,033 2,033

評価・換算差額等合計 1,933 1,850

新株予約権 4 3

少数株主持分 0 800

純資産合計 8,415 7,865

負債純資産合計 30,762 29,600
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,581 13,264

売上原価 5,578 6,339

売上総利益 6,003 6,924

返品調整引当金戻入額 1 0

差引売上総利益 6,004 6,925

販売費及び一般管理費 5,724 6,027

営業利益 279 898

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 16 16

固定資産賃貸料 12 8

持分法による投資利益 27 3

補助金収入 － 28

その他 8 8

営業外収益合計 67 67

営業外費用   

支払利息 91 108

手形売却損 13 8

支払手数料 17 13

その他 21 13

営業外費用合計 142 144

経常利益 205 821

特別損失   

固定資産除却損 － 0

投資有価証券評価損 43 272

その他の投資評価損 － 23

組織再編費用 － 17

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 8

特別損失合計 43 322

税金等調整前四半期純利益 161 498

法人税、住民税及び事業税 138 400

法人税等調整額 △23 △69

法人税等合計 115 330

少数株主損益調整前四半期純利益 － 167

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 80

四半期純利益 46 87
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 161 498

減価償却費 301 376

社債発行費償却 1 2

のれん償却額 － 65

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 3

販売促進引当金の増減額（△は減少） △29 △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 69 35

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 10

受取利息及び受取配当金 △18 △19

支払利息 91 108

手形売却損 13 8

固定資産除却損 6 4

投資有価証券評価損益（△は益） 43 272

その他の投資評価損 － 23

売上債権の増減額（△は増加） △223 △340

たな卸資産の増減額（△は増加） △143 △396

その他の流動資産の増減額（△は増加） △100 △17

仕入債務の増減額（△は減少） 974 821

その他の流動負債の増減額（△は減少） 171 △154

未払消費税等の増減額（△は減少） △38 △63

長期前払費用の増減額（△は増加） 4 △8

その他 △21 7

小計 1,255 1,212

利息及び配当金の受取額 21 20

利息の支払額 △106 △118

法人税等の支払額 △261 △364

営業活動によるキャッシュ・フロー 908 750

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △24

定期預金の払戻による収入 － 30

固定資産の取得による支出 △354 △356

投資有価証券の取得による支出 △3 △2

貸付けによる支出 △2 △2

貸付金の回収による収入 2 2

差入保証金の回収による収入 2 12

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 △100

その他の支出 △11 △8

その他 △3 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △369 △453
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △50 60

長期借入れによる収入 2,500 1,100

長期借入金の返済による支出 △805 △1,369

社債の発行による収入 － 500

社債の償還による支出 △160 △245

配当金の支払額 △113 △115

その他 △10 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,360 △107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,899 189

現金及び現金同等物の期首残高 1,902 3,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,801 4,040
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第 2四半期連結累計期間（自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 22 年 9 月 30 日） 

該当事項はありません。 

 
 

(5) セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第 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) 
(単位：百万円) 

 医薬品事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

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 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第 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。 
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【セグメント情報】 
 

（追加情報） 
  「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17 号 平成 21 年 3月 27 日）及び「セグ 

メント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日） 
を第 1四半期連結会計期間より適用しております。 

 

① 報告セグメントの概要 
当社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。 
 当社は、本社に事業本部を置き、当該事業本部は取り扱う製品について包括的な戦略を立案し、事業活 
動を展開しております。 

   従って、当社は事業本部を基礎としたセグメントから構成されており、「医薬品事業」を報告セグメン 
トとしております。 

なお、「医薬品事業」は医療用医薬品の製造・販売を主に行っております。 
 

② 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 
 

当第 2四半期連結累計期間(自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 22 年 9 月 30 日) 
(単位：百万円) 

 
報告セグメント その他 

(注)1 
合計 

調整額 
(注)2 

四半期連結損益

計算書計上額

(注)3 医薬品事業

売 上 高  
外部顧客に対する売上高 12,678 586 13,264 ― 13,264

セグメント間の内部売上高又は振替高 7 102 110  △ 110 ―

計 12,686 688 13,375  △ 110 13,264

セグメント利益又は損失(△) 926  △ 30 896 1 898

(注) 1「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、健康・美容関連事業及び安全性試験の受 
託等及び不動産賃貸業を含んでおります。 

2 セグメント利益又は損失(△)の調整額 1 百万円は、セグメント間取引消去であります。 
3 セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

③ 報告セグメントの変更等に関する情報 
   当第 2四半期連結累計期間(自 平成 22 年 4月 1日 至 平成 22 年 9月 30 日) 

当第 2四半期連結会計期間から、「医薬品事業」に含めておりました不動産賃貸業は、一部の賃貸等不 
動産から今後継続的な収入が見込めるため、「その他」に含めることに変更しております。 

 

④ 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 
   当第 2四半期連結会計期間(自 平成 22 年 7月 1日 至 平成 22 年 9月 30 日) 

（のれんの金額の重要な変動） 
「医薬品事業」セグメントにおいて、平成 22 年 7月 1日に当社を完全親会社、日本薬品工業株式会社 
を完全子会社とする株式交換を行いました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第 2四半期連 
結会計期間においては 424 百万円であります。 

 

 
(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第 2四半期連結累計期間（自 平成 22 年 4 月 1日 至 平成 22 年 9 月 30 日） 

当社は、平成 22 年 7 月 1 日に日本薬品工業株式会社を完全子会社とする株式交換を行いました。こ   

の結果、当第 2四半期連結累計会計期間においてその他資本剰余金が 1,297 百万円増加し、当第 2四半 

期連結会計期間末において資本剰余金が 1,297 百万円となっております。 
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