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（百万円未満切捨て）

１．19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
(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 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 51,308 △7.7 2,534 △24.3 2,683 △18.8 △894 －

18年３月期 55,602 △13.7 3,349 △25.5 3,306 △30.3 6,196 95.2

 
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 ％ ％ ％

19年３月期 △7 31 － － △1.4 2.8 4.9

18年３月期 50 17 47 34 9.6 3.3 6.0

（参考）　持分法投資損益　19年３月期　　－百万円　18年３月期　　85百万円

(2）連結財政状態  

 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

19年３月期 91,769 62,851 68.5 513 96

18年３月期 102,800 66,850 65.0 546 65

（参考）　自己資本　19年３月期　　62,851百万円　18年３月期　　66,850百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

 
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

19年３月期 △5,298 △1,799 △3,071 33,433

18年３月期 3,887 12,335 △2,288 43,599

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 期末 年間

 円  　銭 円 　銭 百万円 ％ ％

18年３月期 25 00 25 00 3,059 49.8 4.7

19年３月期 15 00 15 00 1,834 － 2.8

20年３月期（予想） 12 00 12 00 － 209.8 －

３．20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 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

中間期 24,600 △4.5 650 △42.3 650 △43.8 350 － 2 86

通　期 48,400 △5.7 1,300 △48.7 1,300 △51.6 700 － 5 72
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４．その他
(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）　有
新規　　　　　－社　　　　　　　除外　　　1社（社名　同仁医薬化工株式会社）
（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項の変更に記載されるもの）
①　会計基準等の改正に伴う変更　　有
②　①以外の変更　　　　　　　　　無
（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）
①　期末発行済株式数（自己株式を含む）　19年３月期　122,947,364株　18年３月期　122,947,364株
②　期末自己株式数　　　　　　　　　　　19年３月期　    658,762株　18年３月期　    774,465株
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 44,433 △10.7 2,489 △27.9 3,113 △11.8 435 △89.8

18年３月期 49,766 △14.8 3,452 △22.6 3,531 △26.7 4,255 36.0

 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

 円 銭 円 銭

19年３月期 3 56 － －

18年３月期 34 30 32 57

(2）個別財政状態  

 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

19年３月期 89,438 64,044 71.6 523 71

18年３月期 99,838 67,013 67.1 547 05

（参考）　自己資本　19年３月期　　64,044百万円　18年３月期　　67,013百万円

２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）
 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

 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

中間期 20,600 △8.0 450 △54.6 550 △60.0 350 － 2 86

通　期 41,100 △7.5 1,100 △55.8 1,300 △58.3 750 72.2 6 13

※　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、実際の業績は今後さまざ

まな要因によって予想数値と異なる場合があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　①当期の概況

　当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善や意欲的な民間設備投資に牽引され緩やかながらも回復基調を

辿りました。一方、個人消費につきましては個人所得の伸び悩み、株価、社会保険料の負担増など先行き不透明な

要素があり、本格回復には至りませんでした。

　ＯＴＣ薬（一般用医薬品）市場では、同質化競争と価格競争さらに栄養機能食品等による侵食もあり引き続き厳

しい環境が続いております。

　このような状況のもとで、当社グループは積極的な販売活動と財務体質の強化を推し進めるべく業務の効率化の

一環として当期にセカンドキャリア支援プログラムと富山工場の分割・譲渡を行いました。

　この結果、当期の業績は、連結売上高は513億８百万円（前期比7.7％減）、経常利益は26億８千３百万円（前期

比18.8％減）、当期純利益はセカンドキャリア支援プログラムの退職加算金等の計上もあり８億９千４百万円の損

失となりました。

　当社グループの売上高は、医薬品の製造・販売を中心とする「医薬品分野」と、不動産賃貸業務、広告代理業務

等を行う「その他の分野」の２つに分類されます。

　「医薬品分野」の内、当社の主力でありますコンシューマーへルスケア部門の売上状況につきましては、解熱鎮

痛薬「イブ」群は、ラインナップ強化として昨年５月に「イブクイック頭痛薬」を発売しその寄与もあり前年を上

回ることが出来ました。同じく昨年10月に新製品として発売しました高コレステロール改善薬「コレステガード」

も消費者の健康維持への関心の高まりもあり順調に推移しております。

　また、当社が注力すべき「インナービューティー＆ヘルス」カテゴリーでＬ－システイン製剤「ハイチオールＣ」

群に続く第二の柱として本年３月に発売した、毛穴・肌のキメに着目した「キュティナ」も期待通りの売上を示し

ております。

　睡眠改善剤「ドリエル」群につきましてもラインナップの充実を図るため本年３月に、「ドリエルＥＸ」を発売

しシェアで圧倒的な地位を確保しております。

　一方、滋養強壮剤「エスカップ」群は店頭消化が進み明るさが見えてきたものの最盛期である夏場の天候不順等

による不振を回復するまでには至らず減少、「ハイチオールＣ」群もシェア拡大はしたものの美白市場の減少によ

り売上高が減少しました。

　かぜ薬「エスタック」群、鎮咳去痰剤「ブロン」群は風邪が例年ほど流行せず、持続性鼻炎薬「エスタックニス

キャップ12」もスギ花粉の飛散が少なく売上高減少となりました。

　また、当社製品の店頭消化は好調になりつつも小売側による流通在庫の調整や製造受託品（医療用）の減少の影

響も売上高を減少させる要因となりました。

　この結果、当社グループの「医薬品分野」の売上高は512億９千６百万円(前期比7.7％減)、「その他の分野」の

売上高は１千１百万円(前期比8.6％減)となりました。

＜セグメントの状況＞

　当社グループの所在地別売上高は、当期におきましては、日本の割合が86.6％となり、ドイツの割合が11.6％、

その他の地域の割合が1.8％となりました。

＜研究開発の状況＞

　より健康でありたい、より心身共に快適でありたい、いつまでも美しくありたいという生活者ニーズは、高齢化

社会を迎えますます強まるものと思われます。

　当期より研究機能の更なる活性化を目的として、中央研究所の名称を「ライフサイエンス インスティチュート

（ＬＳＩ）」と改め、取り組む分野を、従来の一般用医薬品である「治療薬・保健薬」と、その機能を拡大した「予

防薬・生活改善薬」の両分野に加え、主に女性にフォーカスした新たな取り組みとして加齢症状に関する「ビュー

ティフルエイジング」、及び、美容的医薬品（美薬品）として「インナービューティー」の４つのカテゴリーに分

類し、市場創造型の新製品・リニューアル品の開発と、スイッチＯＴＣ薬、新効能、新剤型薬等の開発に積極的に

取り組んでまいります。

　なお、当期の研究開発費は20億９千万円となっております。

＜設備投資の状況＞

　生産設備の能力向上を中心に当期は17億１千３百万円の設備投資を行いました。
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　②来期の見通し

　来期のＯＴＣ薬市場も、同質化競争と価格競争さらに栄養機能食品等による侵食もあり引き続き厳しい環境が続

くことが予想されます。当社グループの平成20年3月期の業績見込は、ＯＴＣ市場全体の低迷、とくに一般店市場の

縮小及び受託製造の減少が大きく影響し連結売上高484億円、営業利益は減収に伴い13億円、経常利益は同様に13億

円、当期純利益７億円を見込んでおります。

　ブランド別には当社の今後の成長の核となる「インナービューティー」関連製品である「ハイチオールＣ」群

「キュティナ」、及び「イブ」群の広告宣伝費増加による増収を見込むものの、「エスカップ」群はピークである

夏場の市場環境を厳しいものと予想し、「ドリエル」群は他社製品の参入に伴う競争が激化し、「エスタック」群

につきましても同質化競争の激化により減収の見込みです。また「その他製品」群につきましては一般店市場の縮

小に連動し大幅な減収と見込んでおります。当期新発売した「キュティナ」と「コレステガード」につきましては

広告宣伝を行い将来的に大きな商品として育成して行く予定ですが、来期の売上状況を打開するまでにはなってお

りません。また来期は大型新製品の上市による売上増への寄与が不透明なことも減収の一因となっております。

　平成21年３月期以降はスイッチＯＴＣを含めた新製品の上市と合わせ、更なる拡大が見込まれる量販チャネルへ

の注力と販売力のある一般店の強化により売上の回復を見込んでおります。

　来期の広告宣伝費は当期に比べ15％以上の増加を予定しております。当社主要ブランドである「ハイチオールＣ」

群、新製品「キュティナ」及び「イブ」群に重点的に投入することによりコアブランドの育成を進めます。

　当期純利益が前期より増益となっているのは、セカンドキャリア支援プログラムで発生した特別損失がなくなる

ことによるものです。

(2）財政状態に関する分析

　①資産、負債及び純資産の状況

　当期の財政状態は、旧本社土地・建物の譲渡、富山工場事業の分割・譲渡、セカンドキャリア支援プログラムの

実施などにより総資産は、917億６千９百万円（前期比110億３千１百万円減）となりました。

　負債は、法人税等の支払いによる未払法人税等の減少や、企業年金制度をキャッシュバランスプランへ制度変更

したことによる退職給付引当金の減少などもあり、289億１千７百万円（前期比70億３千１百万円減）となりました。

　純資産は、配当金の支払等により利益剰余金が減少し、628億５千１百万円（前期比39億９千９百万円減）となり

自己資本比率が68.5％（前期比3.5％増）となりました。

　②キャッシュ・フローの状況

連結キャッシュ・フロー

 当期 前期 対前期増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △5,298 3,887 △9,185

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △1,799 12,335 △14,135

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △3,071 △2,288 △783

現金及び現金同等物の期末残高（百万円） 33,433 43,599 △10,166

・営業活動によるキャッシュ・フローは、52億９千８百万円減（前期比91億８千５百万円減）となりました。主な

内訳は、税金等調整前当期純損失７億３千４百万円、減価償却費26億８千１百万円、過年度研究費の支払による

支出８億８千２百万円、退職加算金等の支払による支出34億７百万円、法人税等の支払による支出45億９千９百

万円等であります。

・投資活動によるキャッシュ・フローは、17億９千９百万円減（前期比141億３千５百万円減）となりました。主な

内訳は、固定資産の取得による支出20億８千７百万円、旧本社譲渡による収入59億６千２百万円、投資有価証券

の取得による支出84億９千４百万円、富山工場事業譲渡による収入18億８千６百万円、持分法適用関連会社の売

却による収入10億１百万円等であります。

・財務活動によるキャッシュ・フローは、30億７千１万円減（前期比７億８千３百万円減）となりました。主な内

訳は、配当金の支払額30億５千９百万円等であります。

これらの結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、334億３千３百万円（前期比101億６千６百万円減）となり

ました。
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　キャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

自己資本比率（％） 48.4 52.8 62.8 65.0 68.5

時価ベースの自己資本比率

（％）
60.5 76.0 93.4 108.6 91.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率
2.9 3.6 5.3 3.1 △2.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ
15.6 10.5 7.6 13.3 △17.2

　（注）　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債

を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。

　③来期の見通し

　営業活動によって得られるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益12億５千万円、減価償却費27億円の

見込みです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出19億円を見込んでおります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額18億円を見込んでおります。

　なお、社債発行等による新たな資金調達の計画はありません。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　株主の皆様に対し安定配当を継続的に実施するため収益の向上に努め、業績及び将来計画に対応した適切な配当水

準を維持していくことを基本方針としております。

　また、内部留保資金は、コンシューマーへルスケア関連製品の研究開発、ブランドの育成と増強（Ｍ＆Ａも含む）、

生産設備の強化、並びに生産性向上のための情報システム投資に充当していく方針であります。

　なお、平成19年４月27日の取締役会決議により、当期の配当金は15円とさせていただく予定です。

　また、来期の配当金は業績を勘案し１株につき12円とさせていただく予定です。
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(4）事業等のリスク

　投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

＜売上高等について＞

　小売企業間の過当競争による店頭価格の下落に起因したメーカーに対する納入価格引下げ圧力の増加や、メーカー

間の同質的商品の競争激化による納入価格の下落の進展、マーケティングコストの増加が、収益性に影響を与える恐

れがあります。

　また、当社の市場開拓型かつ差別優位性を持った商品に対する他社からの類似商品の上市が、売上・収益に影響を

与えることが考えられます。

＜研究開発部門について＞

　現在開発中あるいは計画中の新製品の開発については、何らかの理由での計画の変更、または断念せざるを得ない

場合のリスクが考えられます。

＜生産部門について＞

　当社は、原材料を調達し各工場で剤形別に製造、外部製造所へ委託または製品を購入し販売しております。そのた

め、いずれかの製造所における重大事故の発生や天災が、供給または生産に支障をもたらした場合、製品が製造でき

ず、代替品の調達、他工場での代替生産もしくは委託製造開始までに、該当製品の販売機会を失う可能性が考えられ

ます。

＜他社との提携について＞

　経営資源の有効活用と外部資源の相乗効果を期待し、共同開発研究や販売提携等他社との提携を行なっております。

しかし、今後何らかの事情によりこれらの提携関係等を解消することで予定していた効果を得られなくなる可能性が

考えられます。

＜その他＞

　予測不可能な副作用、仕入れ原材料の品質不備による回収、廃棄、情報システムの事故等により個人情報等の保有

する情報が流出した場合の信用力の低下等が収益に悪影響を及ぼすことが考えられます。

　なお、上記以外にもさまざまなリスクが考えられ、ここに記載したものが全てのリスクではありません。
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２．企業集団の状況
　当社の企業集団は、当社、親会社、連結子会社６社及び非連結子会社で構成され、事業の種類として医薬品の製造・

販売を中心とする「医薬品分野」とこれに属さない「その他の分野」に区分しております。

　当連結会計年度中の異動につきましては、前連結会計年度まで持分法適用関連会社でありました同仁医薬化工㈱は、

当連結会計年度中に全株式を売却したため、持分法の適用から除外しております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

  

ベーリンガーインゲルハイム 
インターナショナルGmbH（ドイツ） 

（ベーリンガーインゲルハイムアウスランズ 
ベタイリグングスGmbHに対する100％出資会社） 

ベーリンガーインゲルハイムアウスランズ 
ベタイリグングスGmbH（ドイツ） 

（日本ベーリンガーインゲルハイム㈱に対する 
100％出資会社） 

日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ 

〔親会社〕 
製品・原材料の供給 

原材料の仕入れ 

原材料の仕入れ 

インコ・インターナショナル 
・ハンデルスコントアGmbH（ドイツ） 

 

インコＳ.Ａ.（フランス） 

ヌトリケム・ダイエット医薬GmbH（ドイツ） 

〔持株会社〕 
ヌトリラン医薬販売GmbH（ドイツ） 

〔連結子会社〕 

商品・原材料の仕入れ 

〔連結子会社〕 

アーバンエステート㈱ 
不動産賃借 

〔連結子会社〕 

㈱コム・テック 
広告代理等 

医

薬

品

分

野 

エ

ス

エ

ス

製

薬

㈱ 

そ

の

他

の

分

野 
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３．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは「全ての人々の健康を願い、限りない探求と挑戦を続け、信頼され、親しまれるヘルスケアの担い

手を目指す」ことを経営理念とし、ＯＴＣ薬を中心とするコンシューマーヘルスケア関連事業（一般用医薬品、医薬

部外品等のヘルスケア関連商品分野）に経営資源を集中投下し、生活者目線からの優れた製品の開発と供給を通じて

顧客満足度を高め、企業価値の最大化を目指してまいります。

　当社グループは一般生活者様及びお取引先様に対して、期待以上のアウトプットを提供することを目標に揚げ、そ

の到達点を「ＯＴＣのチャンピオン」と称し、これを目指して経営改革を進めております。

　今後のＯＴＣ薬事業環境の変化の可能性を見据え、柔軟性のある効率の良い組織への改革及びビジネスドメインに

「インナービューティ＆ヘルス」のコンセプトを新たに加えております。次のステップとして、社員の意識変革を促

すために、四つのコアバリューのプロアクティブ(Proactive)，イノベイティブ(Innovative)，コミットメント

(Commitment)，チームワーク(Teamwork)を行動基準と定めました。

　また新しいビジネスドメインに対応する当社独自のブランドの伸張や構築およびセールススキルの確立を目指して

まいります。

　また、環境問題をはじめとする社会的責任への取り組みは企業の重要な使命と考え、社会的信頼を得ることが出来

るよう積極的に活動してまいります。それらに関する様々な課題への取り組み結果を昨年に引き続き「ＣＳＲ報告書

2007」にまとめ開示いたします。

(2）中長期的な経営戦略

　依然として停滞感のあるＯＴＣ薬市場において、メーカー及び小売企業間でのシェア競争や開発競争は更に激しさ

を増しており、それに伴い資本の流動化による企業の大同合併や提携が頻繁化してきました。それに加えて、平成18

年６月に成立した薬事法の改正がＯＴＣ薬の事業環境を大きく変化させると言われております。

　しかしながら、高齢化社会の進展とセルフメディケーションという言葉に集約される生活者の健康への関心の高ま

り、更に新しい機能を有したＯＴＣ薬の疾病予防や健康維持などへの貢献の可能性を勘案すれば、ヘルスケア関連市

場は今後の拡大が期待できます。

　このような市場動向に対応すべく、当社としてはコンシューマーへルスケア事業への選択と集中、子会社や遊休不

動産等の清算・売却、営業生産性の向上など、財務体質の強化を進めてきたところです。

　今後はこれらの経営資源を独自のブランド確立や伸張、新製品開発及び人資源の開発に効率的に再投資してまいり

ます。

　そのために、いくつかのキープロジェクトを立上げ、今後の変革に対応できるブランド戦略や新製品開発や営業手

法を検討しております。

　特に新製品開発においては、積極的に親会社のパイプラインを活用した競争優位性のあるＯＴＣ薬の開発(スイッチ

ＯＴＣ薬など)を進めております。ここ数年のＯＴＣ薬のあり方の変化を想起すると、その機能拡大がメーカーにとっ

ても流通チャネルにとっても、何よりも生活者にとって重要であると考えます。

　その為に、当社では従来からある“治療薬・保健薬”のカテゴリーに加え、“予防薬・生活改善薬”“ビューティ

フルエイジング”“インナービューティー”のカテゴリーを新たに設け、各カテゴリーに相応した開発を進めてまい

ります。

(3）会社が対処すべき課題

　量的拡大やシェア拡大による収益性の向上といった従来型の図式は大きく再検討を余儀なくされ、量から質への経

営転換が求められております。この様な状況のなか当社は、将来に向けての成長性を確保することを目的として、い

くつかのキープロジェクトを立上げ、今後の変革に対応できるブランド戦略や新製品開発や営業手法を検討しており

ます。

　一方、規制緩和の流れや国民の利便性の観点から、平成21年６月施行を目処に薬事法の大幅な改正が行われます。

本改正により、全てのＯＴＣ薬は安全性の観点から第一類～第三類に分類され、スイッチＯＴＣ薬などの第一類薬は

従来通り薬剤師管理の下薬局で販売されますが、殆どのかぜ薬や胃腸薬などを含む第二類薬やビタミン含有保健剤な

どの第三類薬は登録販売者という新たな有資格者の常駐など一定の許可要件を満たせば店舗販売業（一般小売店など）

でも販売が可能となります。

　このことから改正施行後は流通面での変化も想定されるため、当社としても今後の動向を注意深く見守り、環境変

化への対応を検討してゆくことも必要であると考えております。

　加えて、金融商品取引法の下、上場会社に義務付けられた平成21年３月期よりの「財務報告に係る内部統制の評価

及び報告」が滞りなく的確に遂行することを目的とし、社内プロジェクトを立ち上げ平成20年３月期までに統制活動

の整備、文書化及び有効性評価に基づく改善を完了するよう、内部統制システムの構築に取り組んでおります。

　また、選択と集中の一環として平成19年４月17日開催の取締役会において子会社２社の吸収合併と清算を決議いた

しました。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
増減

（百万円）

区分 金額（百万円）
構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 19,273  28,632  △9,358

２．受取手形及び売掛金 13,067  14,107  △1,039

３．有価証券 14,190  14,997  △807

４．たな卸資産 4,433  5,215  △782

５．繰延税金資産 994  1,036  △41

６．その他 2,371  1,336  1,034

貸倒引当金 △154  △172  18

（流動資産合計） 54,177 59.0 65,154 63.4 △10,976

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築物 11,366  13,021  △1,654

(2）機械装置及び運搬具 3,047  3,871  △824

(3）土地 3,856  9,214  △5,357

(4）建設仮勘定 325  102  222

(5）その他 2,211  2,284  △72

（有形固定資産合計） 20,807 22.7 28,494 27.7 △7,686

２．無形固定資産 764 0.8 639 0.6 125

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 11,754  4,536  7,218

(2）長期貸付金 82  98  △15

(3）繰延税金資産 3,300  3,020  280

(4）その他 978  930  48

貸倒引当金 △97  △73  △24

（投資その他の資産合計） 16,019 17.5 8,512 8.3 7,506

（固定資産合計） 37,591 41.0 37,646 36.6 △54

資産合計 91,769 100.0 102,800 100.0 △11,031
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当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
増減

（百万円）

区分 金額（百万円）
構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 4,060 4,341 △280

２．短期借入金 1,486 1,061 425

３．未払法人税等 － 2,900 △2,900

４．賞与引当金 1,301 1,426 △125

５．役員賞与引当金 45 － 45

６．返品調整引当金 644 694 △50

７．その他 5,438 6,368 △929

（流動負債合計） 12,976 14.1 16,792 16.3 △3,815

Ⅱ　固定負債

１．転換社債 9,629 9,629 －

２．長期借入金 1,171 1,252 △80

３．退職給付引当金 4,899 8,098 △3,199

４．役員退職引当金 206 162 44

５．その他 34 14 20

（固定負債合計） 15,941 17.4 19,156 18.7 △3,215

負債合計 28,917 31.5 35,949 35.0 △7,031

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

　１．資本金 10,162 11.1 － － －

　２．資本剰余金 13,704 14.9 － － －

　３．利益剰余金 39,035 42.5 － － －

　４．自己株式 △496 △0.5 － － －

（株主資本合計） 62,406 68.0 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価差額金 245 0.3 － － －

２．為替換算調整勘定 200 0.2 － － －

（評価・換算差額等合計） 445 0.5 － － －

Ⅲ　少数株主持分 0 0.0 － － －

純資産合計 62,851 68.5 － － －

負債純資産合計 91,769 100.0 － － －

エスエス製薬株式会社（4537）平成 19 年３月期決算短信

－ 10 －



当連結会計年度

（平成19年３月31日現在）

前連結会計年度

（平成18年３月31日現在）
増減

（百万円）

区分 金額（百万円）
構成比

（％）
金額（百万円）

構成比

（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 － － 0 0.0 －

（資本の部）

Ⅰ　資本金 － － 10,162 9.9 －

Ⅱ　資本剰余金 － － 13,704 13.3 －

Ⅲ　利益剰余金 － － 43,045 41.9 －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 457 0.4 －

Ⅴ　為替換算調整勘定 － － 17 0.0 －

Ⅵ　自己株式 － － △536 △0.5 －

資本合計 － － 66,850 65.0 －

負債、少数株主持分及び資本合計 － － 102,800 100.0 －
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(2）連結損益計算書

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

増減

 区分 金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額
（百万円）

率
（％）

Ⅰ　売上高 51,308 100.0 55,602 100.0 △4,293 △7.7

Ⅱ　売上原価 18,021 35.1 19,318 34.7 △1,297 △6.7

売上総利益 33,287 64.9 36,283 65.3 △2,996 △8.3

返品調整引当金繰入差額 △50 △0.1 156 0.3 △206 －

差引売上総利益 33,337 65.0 36,127 65.0 △2,790 △7.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費 30,802 60.1 32,777 59.0 △1,975 △6.0

営業利益 2,534 4.9 3,349 6.0 △814 △24.3

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 148 38

２．受取配当金 26 20

３．持分法による投資利益 － 85

４．為替差益 144 31

５．その他 178 497 1.0 186 363 0.6 134 37.0

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 308 293

２．たな卸資産評価損 － 63

３．その他 39 348 0.7 49 406 0.7 △57 △14.2

経常利益 2,683 5.2 3,306 5.9 △622 △18.8

Ⅵ　特別利益

１．旧本社譲渡益 1,240 －

２．関係会社株式売却益 104 －

３．富山工場事業譲渡益 10 －

４．医療用医薬品事業譲渡益 － 7,409

５．固定資産売却益 － 193

６．その他 82 1,437 2.8 － 7,603 13.7 △6,165 △81.1

Ⅶ　特別損失

１．退職加算金等 3,435 －

２．過年度研究費 882 －

３．投資有価証券評価損 326 61

４．固定資産除却売却損 55 166

５．関係会社株式売却損 － 204

６．連結調整勘定一時償却額 － 177

７．本社移転費用 － 175

８．その他 155 4,856 9.4 － 785 1.4 4,070 518.3

税金等調整前当期純利益
又は純損失（△） △734 △1.4 10,124 18.2 △10,858 －

法人税、住民税及び事業税 254 3,579

法人税等調整額 △92 161 0.3 349 3,929 7.1 △3,767 △95.9

少数株主損失(△) △2 △0.0 △1 △0.0 △0 －

当期純利益又は純損失(△) △894 △1.7 6,196 11.1 △7,090 －
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

　　①連結剰余金計算書

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

区分 金額（百万円）

（資本剰余金の部）   

Ⅰ　資本剰余金期首残高  13,704

Ⅱ　資本剰余金期末残高  13,704

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ　利益剰余金期首残高  38,676

Ⅱ　利益剰余金増加高   

１．当期純利益 6,196  

２．連結子会社減少に伴う利益剰余金増加高 68 6,265

Ⅲ　利益剰余金減少高   

１．配当金 1,837  

２．役員賞与 59 1,896

Ⅳ　利益剰余金期末残高  43,045
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　　②連結株主資本等変動計算書

      当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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

平成18年３月31日残高　

（百万円）
10,162 13,704 43,045 △536 66,375

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）　　（百万円）   △3,059  △3,059

役員賞与（注）　　　　（百万円）   △55  △55

当期純損失　　　　　　（百万円）   △894  △894

自己株式の取得　　　　（百万円）    △77 △77

持分法適用関連会社除外による自己

株式の減少　　　　　　（百万円）
   117 117

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（百万円）
     

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
－ － △4,009 40 △3,969

平成19年３月31日残高

（百万円）
10,162 13,704 39,035 △496 62,406

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算調整勘定
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日残高　

（百万円）
457 17 475 0 66,851

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）　　（百万円）     △3,059

役員賞与（注）　　　　（百万円）     △55

当期純損失　　　　　　（百万円）     △894

自己株式の取得　　　　（百万円）     △77

持分法適用関連会社除外による自己

株式の減少　　　　　　（百万円）
    117

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（百万円）
△212 182 △30 △0 △30

連結会計年度中の変動額合計

（百万円）
△212 182 △30 △0 △3,999

平成19年３月31日残高

（百万円）
245 200 445 0 62,851

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）
増減

（百万円）

 区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　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又は純損失（△） △734 10,124 △10,858

減価償却費 2,681 2,778 △96

連結調整勘定償却額 － 416 △416

退職給付引当金の増減額 △3,074 167 △3,241

受取利息及び受取配当金 △174 △59 △114

支払利息 308 293 15

持分法による投資損益 － △85 85

固定資産売却益 － △193 193

固定資産除却売却損 25 166 △140

投資有価証券評価損 329 61 268

関係会社株式売却損益 △104 204 △308

退職加算金等 3,435 － 3,435

過年度研究費 882 － 882

旧本社譲渡益 △1,240 － △1,240

富山工場事業譲渡益 △10 － △10

医療用医薬品事業譲渡益 － △7,409 7,409

本社移転費用 － 175 △175

売上債権の増減額 1,177 701 476

たな卸資産の増減額 815 △374 1,189

仕入債務の増減額 △397 △656 258

役員賞与の支払額 △55 △59 4

その他 △139 △255 116

小計 3,724 5,996 △2,271

利息及び配当金の受取額 174 73 101

利息の支払額 △308 △293 △15

退職加算金等支払額 △3,407 － △3,407

過年度研究費支払額 △882 － △882

本社移転費用支払額 － △141 141

法人税等の支払額 △4,599 △1,746 △2,852

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,298 3,887 △9,185
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当連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）
増減

（百万円）

 区分 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △2,087 △1,597 △490

固定資産の売却による収入 － 1,643 △1,643

投資有価証券の取得による支出 △8,494 △1,501 △6,993

投資有価証券の売却による収入 － 400 △400

連結子会社の売却による収入 － 168 △168

持分法適用関連会社の売却による収入 1,001 － 1,001

貸付による支出 △9 △16 6

貸付金の回収による収入 27 386 △359

旧本社譲渡による収入 5,962 － 5,962

富山工場事業譲渡による収入 1,886 － 1,886

医療用医薬品事業譲渡による収入 － 13,129 △13,129

その他 △85 △276 190

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,799 12,335 △14,135

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額 298 △168 467

長期借入による収入 － 0 △0

長期借入金の返済による支出 △232 △202 △29

自己株式の取得による支出 △77 △80 2

配当金の支払額 △3,059 △1,837 △1,222

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,071 △2,288 △783

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △1 4

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △10,166 13,934 △24,100

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 43,599 29,665 13,934

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 33,433 43,599 △10,166
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［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

連結子会社　　　　６社　　ヌトリラン医薬販売GmbH、ヌトリケム・ダイエット医薬GmbH、インコＳ．Ａ．、　

インコ・インターナショナル・ハンデルスコントアGmbH、アーバンエステート㈱、

㈱コム・テック

　ハンゼファルムGmbH & Co.KG他非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

しておりませんので、連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

  前連結会計年度まで持分法適用関連会社でありました同仁医薬化工㈱は、当連結会計年度中に全株式を売却した

ため、持分法の適用から除外しております。

　ハンゼファルムGmbH & Co.KG他非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ

全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

（会社名） （決算日）

ヌトリラン医薬販売GmbH 12月31日

ヌトリケム・ダイエット医薬GmbH 12月31日

インコＳ．Ａ． 12月31日

インコ・インターナショナル・ハンデルスコントアGmbH 12月31日

　連結財務諸表の作成にあたっては、連結子会社決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に重要な取引

が生じた場合については、連結上必要な調整を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）

その他有価証券

時価のあるもの…………………決算期末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）

時価のないもの…………………移動平均法による原価法

たな卸資産

製品・仕掛品………………………主として先入先出法による原価法

商品・原材料………………………主として移動平均法による原価法

貯蔵品………………………………主として最終仕入原価法による原価法

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産…………………………主として定率法

　ただし、当社の東日本物流センター・名古屋物流センターの建物及び立体

自動倉庫設備、並びに平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を

除く）については、定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一

の基準によっております。

無形固定資産…………………………定額法

　耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっており

ます。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。
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(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………………………売掛金等の債権に対する回収危険に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等の特定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。

賞与引当金……………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金………………………当社は役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しており

ます。

返品調整引当金………………………当社は販売済製品・商品について連結会計年度末日後に発生が予測される

返品に備えるため、過去の返品率に基づき、売買利益及び廃棄損失の見積額

を計上しております。

退職給付引当金………………………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

役員退職引当金………………………当社及び連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、内

規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4）重要なリース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随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。
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（会計方針の変更）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月

９日　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基

準委員会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は62,851百万円であります。

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の連結財務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月17日　企業会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第

４号）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益が45百万円減少し、税金等調整前当期純損失が45百万円増加しております。　

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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［注記事項］

（連結貸借対照表関係）

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

１．有形固定資産の減価償却累計額 37,610百万円 39,806百万円

２．非連結子会社及び関連会社の株式等

投資有価証券（株式） 166百万円 973百万円

３．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

有形固定資産 2,148百万円 2,058百万円

上記に対応する債務

短期借入金 － 489

長期借入金 1,171 1,252

合計 1,171 1,741

４．連結会計年度末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当連結

会計年度の末日は金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれ

ております。

受取手形 106百万円  

（連結損益計算書関係）

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

１．一般管理費及び当期製造費用に含まれる

研究開発費
2,090百万円 2,350百万円

２．販売費及び一般管理費の主なもの

荷造運送費 2,652百万円 2,907百万円

広告宣伝費 4,630 5,255

貸倒引当金繰入額 42 105

給料・賞与・手当 7,023 7,391

賞与引当金繰入額 1,096 1,159

役員賞与引当金繰入額 45 －

退職給付引当金繰入額 637 1,189

役員退職引当金繰入額 44 67

研究開発費 2,090 2,350
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　　当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

 
前連結会計年度末

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 122,947,364 － － 122,947,364

合計 122,947,364 － － 122,947,364

自己株式

普通株式（注）１，２ 774,465 111,292 226,995 658,762

合計 774,465 111,292 226,995 658,762

 （注）１．普通株式の自己株式の増加株式数111,292株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．普通株式の自己株式の減少株式数226,995株は、当連結会計年度に持分法の適用から除外された持分法適

用関連会社の自己株式（当社株式）の当社帰属分であります。

　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

決議 株式の種類
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18年６月29日

定時株主総会
普通株式 3,059 25 平成18年３月31日 平成18年６月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

次のとおり、決議を予定しております。

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資 
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 1,834 利益剰余金 15 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

現金及び預金 19,273百万円 28,632百万円

有価証券 14,190 14,997

計 33,463 43,629

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △30 △30

現金及び現金同等物 33,433 43,599

２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳

（前連結会計年度）

海東エスエス製薬㈱ （当連結会計年度初現在）

流動資産 550百万円

固定資産 300

資産合計 850

流動負債 46

固定負債 10

負債合計 56

３．富山工場事業の分割・譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

（当連結会計年度）

 （平成18年９月１日現在）

流動資産 45百万円

固定資産 2,184

資産合計 2,229

固定負債 124

負債合計 124
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（セグメント情報）

１．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び前連結会計年度（自　平成17年４月１

日　至　平成18年３月31日）

　事業の種類として医薬品の製造・販売を中心とする「医薬品分野」とこれに属さない「その他の分野」に区分

しておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医

薬品分野」の割合が、いずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

２．所在地別セグメント情報

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（百万円）
ドイツ

（百万円）

その他の
地域

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

(1）外部顧客に対する売上高 44,445 5,957 905 51,308 － 51,308

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,087 － 1,087 (1,087) －

計 44,445 7,044 905 52,395 (1,087) 51,308

営業費用 41,948 6,955 941 49,845 (1,071) 48,774

営業利益又は営業損失（△） 2,497 89 △36 2,550 (15) 2,534

Ⅱ．資産 91,434 6,123 483 98,041 (6,272) 91,769

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　その他の地域…………フランス

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。

４　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）に記載のとおり、当連結会計年度

より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）を適

用しております。これにより日本の営業費用は45百万円増加し、営業利益が同額減少しております。なお、

日本以外のセグメントに与える影響はありません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（百万円）
ドイツ

（百万円）

その他の
地域

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ．売上高及び営業損益       

(1）外部顧客に対する売上高 49,779 4,976 846 55,602 － 55,602

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 1,225 － 1,225 (1,225) －

計 49,779 6,201 846 56,827 (1,225) 55,602

営業費用 46,339 6,300 873 53,513 (1,260) 52,252

営業利益又は営業損失（△） 3,440 △98 △27 3,314 34 3,349

Ⅱ．資産 102,929 5,579 427 108,936 (6,136) 102,800

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　その他の地域…………フランス

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。
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３．海外売上高

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
欧州

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
(百万円)

Ⅰ　海外売上高 6,862 321 7,184

Ⅱ　連結売上高   51,308

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 13.4 0.6 14.0

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　欧州…………………ドイツ・フランス

　その他の地域………中国・韓国・台湾・シンガポール

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高です。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
欧州

（百万円）
その他の地域
（百万円）

計
(百万円)

Ⅰ　海外売上高 5,822 309 6,131

Ⅱ　連結売上高   55,602

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 10.5 0.5 11.0

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　日本以外の区分に属する主な国又は地域

　欧州…………………ドイツ・フランス

　その他の地域………中国・韓国・台湾・カナダ

３　海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高です。
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（リース取引）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額

有形固定資産 1,372百万円 1,636百万円

無形固定資産 648 736

合計 2,021 2,372

減価償却累計額相当額

有形固定資産 1,001百万円 1,124百万円

無形固定資産 528 509

合計 1,529 1,634

期末残高相当額

有形固定資産 371百万円 511百万円

無形固定資産 119 226

合計 491 738

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 296百万円 372百万円

１年超 204 381

合計 501 753

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

　 支払利息相当額

支払リース料 396百万円 477百万円

減価償却費相当額 380 455

支払利息相当額 10 15

(4）減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

同左

(5）利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

同左

２．オペレーティング・リース取引

(1）未経過リース料

１年内 5百万円 4百万円

１年超 8 8

合計 13 13

エスエス製薬株式会社（4537）平成 19 年３月期決算短信

－ 25 －



（関連当事者との取引）

（当連結会計年度）

　記載すべき重要な取引に該当する事項はありません。

（前連結会計年度）

　記載すべき重要な取引に該当する事項はありません。

（税効果会計）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

繰延税金資産

退職給付引当金限度超過分 1,994百万円 3,296百万円

繰越欠損金 1,073 74

賞与引当金限度超過分 529 580

過年度研究費 341 －

投資有価証券評価損 177 －

貯蔵品 85 －

役員退職引当金 83 65

返品調整引当金限度超過分 83 100

貸倒引当金限度超過分 30 30

未払事業税 － 245

その他 473 170

繰延税金資産小計 4,872 4,564

評価性引当額 △217 △114

繰延税金資産合計 4,655 4,450

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 168百万円 314百万円

未収事業税 117 －

固定資産圧縮積立金 70 75

その他 3 3

繰延税金負債合計 359 393

繰延税金資産の純額 4,295 4,057

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 △14.8 0.8

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 25.9 △0.0

住民税均等割 △4.1 0.4

試験研究費の法人税額特別控除 － △3.4

関係会社株式売却益の連結上の修正 △48.4 －

評価性引当額 △13.0 0.1

過年度法人税等 △6.2 －

その他 △2.1 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △22.0 38.8
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（有価証券）

（当連結会計年度）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

区分
連結貸借対照表
計上額（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

時価が連結貸借対照表

計上額を超えないもの

(1）国債・地方債等 4,994 4,985 △9

(2）その他 1,993 1,990 △3

合計 6,987 6,975 △12

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成19年３月31日現在）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 427 881 453

(2）債券 500 503 3

小計 927 1,384 456

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 55 41 △14

(2）債券 2,500 2,473 △26

小計 2,555 2,514 △41

合計 3,483 3,898 415

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について１百万円減損処理を行っております。

なお、当該株式の減損にあたっては、当連結会計年度末において時価が簿価に比べて50％以上下落した場合、

及び当連結会計年度末、当中間連結会計期間末、前連結会計年度末の３半期末連続して時価が簿価に比べて

30％以上50％未満下落した場合は著しい下落があったものと判断して、回復可能性を考慮し簿価と時価との差

額を減損処理することとしております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

売却額　　　　　　　　　　　　　　　　1,001百万円

売却益の合計額　　　　　　　　　     　 104

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成19年３月31日現在）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー　　　　　　   14,190百万円

(2）その他有価証券

非上場株式　　　  　　　　　　　　　　　696百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　  　6

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 （平成19年３月31日現在）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － 4,994 － －

(2）社債 － － － －

(3）その他 14,688 2,494 － 2,000

２．その他 － － － －

合計 14,688 7,489 － 2,000
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（前連結会計年度）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

　該当事項はありません。

２．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日現在）

区分 取得原価（百万円）
連結貸借対照表
計上額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 440 1,224 784

(2）債券 500 502 2

小計 940 1,727 786

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 37 34 △3

(2）債券 1,000 990 △9

小計 1,037 1,025 △12

合計 1,977 2,752 774

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式については、減損処理を行っておりません。

なお、当該株式の減損にあたっては、当連結会計年度末において時価が簿価に比べて50％以上下落した場合、

及び当連結会計年度末、当中間連結会計期間末、前連結会計年度末の３半期末連続して時価が簿価に比べて

30％以上50％未満下落した場合は著しい下落があったものと判断して、回復可能性を考慮し簿価と時価との差

額を減損処理することとしております。

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

売却額　　　　　　　　　　　　　　　　400百万円

売却益の合計額　　　　　　　　　　　　 －

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日現在）

(1）満期保有目的の債券

コマーシャル・ペーパー　　　　　　 14,997百万円

(2）その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　803百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　7

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 （平成18年３月31日現在）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

１．債券     

(1）国債・地方債等 － － － －

(2）社債 － － － －

(3）その他 14,997 － － －

２．その他 － － － －

合計 14,997 － － －
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（デリバティブ取引）

（当連結会計年度）

　該当事項はありません。

（前連結会計年度）

　該当事項はありません。

（退職給付）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、平成18年９月末までに入社した社員につきましては、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制

度及び退職一時金制度を設けておりますが、平成18年４月１日付で退職金、年金制度を変更し、企業年金制度と

してキャッシュバランスプランを導入すると同時に、基本プラスα部分（加入員）を廃止いたしました。平成18

年10月以降入社した社員につきましては、確定拠出年金制度を設けました。

　また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務に関する事項

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

①　退職給付債務 17,843百万円 23,068百万円

②　年金資産 12,922 11,797

③　未積立退職給付債務（①－②） 4,921 11,270

④　未認識数理計算上の差異 2,476 3,171

⑤　未認識過去勤務債務(債務の減額) △2,455 －

⑥　退職給付引当金（③－④－⑤） 4,899 8,098

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

（注）１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定

にあたり、簡便法を採用しております。

（注）１．            同左

２．過去勤務債務（債務の減額）は、平成18年

４月１日付で退職金、年金制度を変更した

ことにより発生したものであります。

２．     　　―――――

３．退職給付費用に関する事項

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

①　勤務費用 477百万円 717百万円

②　利息費用 398 491

③　期待運用収益 △262 △208

④　数理計算上の差異の費用処理額 471 640

⑤　過去勤務債務の費用処理額 △272 －

⑥　退職給付費用

（①＋②＋③＋④＋⑤）

812 1,640

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金3,453

百万円支払っており、販売費及び一般管理

費として64百万円、特別損失として、3,388

百万円を計上しております。

（注）１．上記退職給付費用以外に、割増退職金203百

万円支払っており、販売費及び一般管理費

として計上しております。

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給

付費用は、「勤務費用」に計上しておりま

す。

２．            同左
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

②　割引率  2.2％ 2.2％

③　期待運用収益率  2.2％ 2.2％

④　過去勤務債務の額の処理年数  10年

（発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により費用

処理しております。）

－

⑤　数理計算上の差異の処理年数 10年

（各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。）

同左
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（１株当たり情報）

（当連結会計年度） （前連結会計年度）

１株当たり純資産額 513円96銭

１株当たり当期純損失 △7円31銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるた

め記載しておりません。

１株当たり純資産額 546円65銭

１株当たり当期純利益 50円17銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 47円34銭

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純損失 △894百万円

普通株式に係る当期純損失 △894百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 122,344,115株

―――――

 

 

 

―――――

 

連結損益計算書上の当期純利益 6,196百万円

普通株式に係る当期純利益 6,131百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

利益処分による役員賞与金 64百万円

普通株式の期中平均株式数 122,221,340株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内訳

支払利息（税額相当額控除後） 83百万円

当期純利益調整額 83百万円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の主要な内訳

転換社債（第５回無担保転換社債） 9,060,883株

普通株式増加数 9,060,883株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

（転換社債）

　第５回無担保転換社債（額面金額9,629百万円）

―――――
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（重要な後発事象）

１．当社は、平成19年４月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるアーバンエステート株式会社と

合併契約を締結し、同社を吸収合併することを決議いたしました。

(1) 合併の理由

当社の連結子会社であるアーバンエステート株式会社は、当社従業員用の社宅、寮、駐車場の管理を行ってお

りましたが、社宅の売却に伴い、子会社として保有し続ける意義が減少したと判断したためです。

(2) 合併要旨

①合併の日程

合併契約承認取締役会　 平成19年４月17日

合併契約締結 　　　　　平成19年４月17日

合併契約承認株主総会

（合併会社）エスエス製薬株式会社

会社法第796条第３項に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。

（被合併会社）アーバンエステート株式会社　

会社法第784条第１項に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。

    合併期日（効力発生日） 平成19年９月30日（予定）

②合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、アーバンエステート株式会社は解散いたします。

③被合併会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

(3)合併当事会社の概要（平成18年９月30日現在）

① 商号 
エスエス製薬株式会社

（合併会社）  

アーバンエステート株式会社

（被合併会社） 

② 主な事業内容  
医薬品、医薬部外品等の製造

及び販売等
不動産の賃貸及び管理等 

③ 設立年月日  昭和２年10月29日 平成２年９月１日 

④ 本店所在地  
東京都中央区日本橋浜町

二丁目12番４号

東京都中央区日本橋浜町

二丁目12番４号 

⑤ 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長

兼最高経営責任者　羽鳥　成一郎
代表取締役　神原　和男

⑥ 資本金  10,162百万円 100百万円

⑦ 発行済株式総数 122,947,364株 12,000株 

⑧ 純資産 
62,092百万円（連結）

63,171百万円（単体） 
664百万円

⑨ 総資産 
93,956百万円（連結）

91,800百万円（単体）
770百万円

⑩ 決算期 ３月31日 ３月31日 

⑪ 大株主及び持株比率  
日本ベーリンガーインゲルハイム

株式会社　57.29%
エスエス製薬株式会社　100%

(4)合併後の状況

① 商号   　　　　　 　　エスエス製薬株式会社

② 主な事業内容  　　　　医薬品、医薬部外品等の製造及び販売等　　　

③ 本店所在地  　　　　　東京都中央区日本橋浜町二丁目12番４号

④ 代表者の役職・氏名　　代表取締役社長兼最高経営責任者　羽鳥　成一郎

⑤ 資本金  　　　　　　　変動はありません。

⑥ 純資産  　　　　　　　合併による純資産への影響は、軽微であります。

⑦ 総資産　　　　　　　  合併による総資産への影響は、軽微であります。

⑧ 決算期　　　　 　　　 変更はありません。

⑨ 業績への影響 　　　　 平成20年３月期の連結及び単体の業績に与える影響は、軽微であります。
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２．当社は、平成19年４月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社コム・テックについて、

平成19年７月15日をもって解散し、平成19年９月30日までに清算することを決議いたしました。

(1) 解散及び清算の理由

当社の連結子会社である株式会社コム・テックは、主として当社のＣＨＣ事業における広告宣伝事業、販売

促進に関する企画・選定・受発注を行ってきましたが、当該業務を当社に集中してきていることから、解散及

び清算が適当であると判断したためです。

(2) 当該子会社の概要(平成18年９月30日)

① 商号　   　　　　　　  株式会社コム・テック

② 本店所在地　　  　　　 東京都港区赤坂三丁目２番８号

③ 代表者氏名　　　 　　  代表取締役　栁　義久

④ 主な事業内容　　　 　　広告宣伝事業、販売促進に関する企画・選定・受発注等

⑤ 設立年月日　　　　 　  平成10年10月１日

⑥ 資本金       　　　    10百万円

⑦ 発行済株式数  　　 　  200株

⑧ 純資産  　　　　　 　  85百万円 

⑨ 総資産  　　　　　 　  122百万円  

⑩ 決算期　　　　　　 　  ３月31日

⑪ 従業員数　　       　  ５名

⑫ 主要取引先     　　　  エスエス製薬株式会社、株式会社電通、株式会社博報堂 

⑬ 大株主及び持株比率　　 エスエス製薬株式会社（持株比率100%）

⑭ 主要取引銀行 　　　　  三井住友銀行

⑮ 最近３年間の業績                                                       （単位：千円）

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

売上高 686,505 630,743 564,215

営業利益 28,420 31,972 13,432

経常利益 28,761 31,994 13,449

当期純利益 13,322 19,533 8,524

１株当たり利益（円） 66,610.53 97,667.74 42,620.81

１株当たり配当金（円） 25,000 30,000 300,000

１株当たり純資産（円） 641,244.47 713,912.21 726,533.03

(3) 解散及び清算の日程（株式会社コム・テック）

平成19年７月15日  当該子会社の株主総会にて解散決議（予定）

平成19年９月30日  当該子会社の清算結了（予定）

(4) 今後の見通し

当該子会社解散に伴う平成20年３月期の当社連結及び単体の業績に与える影響は、軽微であります。
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５．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

当事業年度
（平成19年３月31日現在）

前事業年度
（平成18年３月31日現在） 増減

（百万円）
 区分 金額（百万円）

構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 18,719  27,675  △8,955

２．受取手形 723  862  △139

３．売掛金 11,534  12,542  △1,007

４．有価証券 14,190  14,997  △807

５．商品 606  482  123

６．製品 1,100  1,714  △613

７．原材料 743  984  △240

８．仕掛品 644  812  △168

９．貯蔵品 52  56  △3

10．前渡金 122  284  △161

11．前払費用 41  54  △12

12．繰延税金資産 997  1,029  △32

13．未収法人税等 1,445  －  1,445

14．その他 294  574  △279

貸倒引当金 △100  △116  15

（流動資産合計） 51,117 57.2 61,953 62.1 △10,836

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 8,577  10,176  △1,599

(2）構築物 536  645  △109

(3）機械及び装置 2,504  3,243  △738

(4）車両運搬具 24  26  △2

(5）工具器具及び備品 1,781  1,903  △122

(6）土地 3,692  9,060  △5,368

(7）建設仮勘定 1  －  1

（有形固定資産合計） 17,116 19.1 25,055 25.1 △7,938

２．無形固定資産      

(1）商標権 4  6  △2

(2）ソフトウェア 642  516  126

(3）その他 60  61  △0

（無形固定資産合計） 706 0.8 583 0.6 123

３．投資その他の資産      

(1）投資有価証券 11,547  3,526  8,020

(2）関係会社株式 610  663  △53

(3）関係会社出資金 1,306  1,306  －

(4）従業員長期貸付金 82  98  △15

(5）関係会社長期貸付金 1,405  1,415  △9

(6）長期前払費用 137  91  45

(7）繰延税金資産 4,575  4,288  286

(8）その他 937  935  2

貸倒引当金 △105  △81  △24

（投資その他の資産合計） 20,497 22.9 12,245 12.2 8,252

（固定資産合計） 38,321 42.8 37,884 37.9 436

資産合計 89,438 100.0 99,838 100.0 △10,399
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当事業年度
（平成19年３月31日現在）

前事業年度
（平成18年３月31日現在） 増減

（百万円）
 区分 金額（百万円）

構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形 730  1,204  △474

２．買掛金 2,708  2,557  151

３．未払金 719  1,003  △284

４．未払費用 4,100  4,756  △656

５．未払法人税等 －  2,789  △2,789

６．未払消費税等 78  －  78

７．預り金 99  98  0

８．賞与引当金 1,298  1,421  △123

９．役員賞与引当金 45  －  45

10．返品調整引当金 644  694  △50

11．設備関係支払手形 209  380  △170

（流動負債合計） 10,633 11.9 14,906 14.9 △4,272

Ⅱ　固定負債      

１．転換社債 9,629  9,629  －

２．退職給付引当金 4,895  8,094  △3,199

３．役員退職引当金 192  150  42

４．その他 44  44  －

（固定負債合計） 14,761 16.5 17,918 18.0 △3,157

負債合計 25,394 28.4 32,824 32.9 △7,429

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本

１．資本金 10,162 11.4 － － －

２．資本剰余金

(1）資本準備金 13,698  －  －

(2）その他資本剰余金 5  －  －

（資本剰余金合計） 13,704 15.3 － － －

３．利益剰余金

(1）利益準備金 2,540  －  －

(2）その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 102  －  －

別途積立金 33,202  －  －

繰越利益剰余金 4,583  －  －

（利益剰余金合計） 40,428 45.2 － － －

４．自己株式 △496 △0.6 － － －

（株主資本合計） 63,798 71.3 － － －

Ⅱ　評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金 245 0.3 － － －

（評価・換算差額等合計） 245 0.3 － － －

純資産合計 64,044 71.6 － － －

負債純資産合計 89,438 100.0 － － －
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当事業年度
（平成19年３月31日現在）

前事業年度
（平成18年３月31日現在） 増減

（百万円）
 区分 金額（百万円）

構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － － 10,162 10.2 －

Ⅱ　資本剰余金      

１．資本準備金 －  13,698  －

２．その他資本剰余金     

(1）自己株式処分差益 －  5  －

（資本剰余金合計） － － 13,704 13.7 －

Ⅲ　利益剰余金      

１．利益準備金 －  2,540  －

２．任意積立金      

(1）固定資産圧縮積立金 －  434  －

(2）別途積立金 －  33,202  －

３．当期未処分利益 －  6,930  －

（利益剰余金合計） － － 43,107 43.2 －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － － 457 0.4 －

Ⅴ　自己株式 － － △419 △0.4 －

資本合計 － － 67,013 67.1 －

負債及び資本合計 － － 99,838 100.0 －
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(2）損益計算書

当事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

前事業年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

増減

区分 金額（百万円）
百分比

（％）
金額（百万円）

百分比

（％）

金額

（百万円）

率

（％）

Ⅰ　売上高 44,433 100.0 49,766 100.0 △5,332 △10.7

Ⅱ　売上原価 14,933 33.6 16,707 33.6 △1,773 △10.6

売上総利益 29,499 66.4 33,058 66.4 △3,558 △10.8

返品調整引当金繰入差額 △50 △0.1 156 0.3 △206 －

差引売上総利益 29,549 66.5 32,902 66.1 △3,352 △10.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 27,059 60.9 29,450 59.2 △2,390 △8.1

営業利益 2,489 5.6 3,452 6.9 △962 △27.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 185 61

２．受取配当金 286 48

３．為替差益 144 31

４．その他 178 794 1.8 171 313 0.6 481 153.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 135 135

２．たな卸資産評価損 － 63

３．その他 35 171 0.4 34 233 0.4 △62 △26.6

経常利益 3,113 7.0 3,531 7.1 △418 △11.8

Ⅵ　特別利益

１．旧本社譲渡益 1,240 －

２．関係会社株式売却益 978 －

３．富山工場事業譲渡益 10 －

４．医療用医薬品事業譲渡益 － 7,409

５．その他 82 2,311 5.2 － 7,409 14.9 △5,097 △68.8

Ⅶ　特別損失

１．退職加算金等 3,407 －

２．過年度研究費 882 －

３．投資有価証券評価損 326 61

４．固定資産除却売却損 55 166

５．関係会社出資金評価損 － 3,142

６．関係会社株式売却損 － 585

７．本社移転費用 － 175

８．その他 155 4,827 10.9 － 4,131 8.3 695 16.8

税引前当期純利益 597 1.3 6,809 13.7 △6,211 △91.2

法人税、住民税及び事業税 270 3,483

法人税等調整額 △107 162 0.3 △928 2,554 5.1 △2,392 △93.7

当期純利益 435 1.0 4,255 8.6 △3,819 △89.8

前期繰越利益 －  2,675  －  

当期未処分利益 －  6,930  －  
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

　　①利益処分計算書

科目

前事業年度

（平成18年６月29日）

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益  6,930

Ⅱ　任意積立金取崩額   

１．固定資産圧縮積立金取崩額  323

合計  7,253

これを次のとおり処分いたします   

Ⅲ　利益処分額   

１．配当金
3,059

(１株につき25円)
 

２．役員賞与金 55  

（内監査役賞与金） (6) 3,114

Ⅳ　次期繰越利益  4,138

　（注）固定資産圧縮積立金は、租税特別措置法の規定に基づくものであります。
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　　②株主資本等変動計算書

　当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益
剰余金
合計固定資産

圧縮積立金
別途

積立金 
繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
10,162 13,698 5 13,704 2,540 434 33,202 6,930 43,107

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）　（百万円）
     △323  323 －

経理処理による固定資産圧縮

積立金の取崩し

　　　　　　　（百万円）

     △9  9 －

剰余金の配当（注）

　　　　　　　（百万円）
       △3,059 △3,059

役員賞与（注）（百万円）        △55 △55

当期純利益　　（百万円）        435 435

自己株式の取得（百万円）          

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）　　　（百万円）

         

事業年度中の変動額合計　

　　　　　　　　（百万円）
－ － － － － △332 － △2,346 △2,679

平成19年３月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
10,162 13,698 5 13,704 2,540 102 33,202 4,583 40,428

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日残高　

　　　　　　　　（百万円）
△419 66,555 457 457 67,013

事業年度中の変動額

固定資産圧縮積立金の

取崩し（注）　（百万円）
 －   －

経理処理による固定資産圧縮

積立金の取崩し　　

　　　　　　　（百万円）

 －   －

剰余金の配当（注）

　　　　　　　（百万円）
 △3,059   △3,059

役員賞与（注）（百万円）  △55   △55

当期純利益　　（百万円）  435   435

自己株式の取得（百万円） △77 △77   △77

株主資本以外の項目の

事業年度中の変動額

（純額）　　　（百万円）

  △212 △212 △212

事業年度中の変動額合計

　　　　　　　　（百万円）
△77 △2,757 △212 △212 △2,969

平成19年３月31日残高

　　　　　　　　（百万円）
△496 63,798 245 245 64,044

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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［重要な会計方針］

１．有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…………………決算期末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）

時価のないもの…………………移動平均法による原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品………………………先入先出法による原価法

商品・原材料………………………移動平均法による原価法

貯蔵品………………………………最終仕入原価法による原価法

３．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産………………………定率法

　ただし、東日本物流センター・名古屋物流センターの建物及び立体自動倉庫

設備、並びに平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

　なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の

基準によっております。

無形固定資産………………………定額法

　耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

４．引当金の計上基準

貸倒引当金…………………………売掛金等の債権に対する回収危険に備えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等の特定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。

賞与引当金…………………………従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

役員賞与引当金……………………役員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

返品調整引当金……………………販売済製品・商品について期末日後に発生が予測される返品に備えるため、

過去の返品率に基づき、売買利益及び廃棄損失の見積額を計上しております。

退職給付引当金……………………従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

　数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期か

ら費用処理することとしております。

役員退職引当金……………………役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。
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５．リース取引の処理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

（会計方針の変更）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

これまでの「資本の部」の合計に相当する金額は64,044百万円であります。

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部については、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

　　当事業年度から「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月17日　企業会計基準第７号）並びに「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」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計基準適用指針第10号）を

適用しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　　当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年11月29日　企業会計基準第４号）

を適用しております。

　　これにより、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が45百万円減少しております。
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［注記事項］

（貸借対照表関係）

（当事業年度） （前事業年度）

１．有形固定資産の減価償却累計額 32,488百万円 35,541百万円

２．授権株式数 普通株式 400,000,000株 400,000,000株

　　発行済株式総数 普通株式 122,947,364株 122,947,364株

３．当社が保有する自己株式の数 普通株式 658,762株 547,470株

４．保証債務の金額

子会社の銀行借入 966百万円 877百万円

５．退職給付引当金

①　退職給付債務 17,839百万円 23,064百万円

②　年金資産 12,922 11,797

③　未積立退職給付債務（①－②） 4,916 11,266

④　未認識数理計算上の差異 2,476 3,171

⑤　未認識過去勤務債務(債務の減額) △2,455 －

⑥　退職給付引当金（③－④－⑤） 4,895 8,094

６．期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、当事業年度の末日

は金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

受取手形 106百万円  

（損益計算書関係）

（当事業年度） （前事業年度）

１．販売費及び一般管理費の主なもの   

荷造運送費 2,400百万円 2,667百万円

広告宣伝費 4,754 5,540

販売促進費 2,717 2,442

貸倒引当金繰入額 28 101

旅費交通・通信費 1,622 1,774

給料・賞与・手当 5,384 5,958

賞与引当金繰入額 1,093 1,154

役員賞与引当金繰入額 45 －

退職給付引当金繰入額 636 1,187

役員退職引当金繰入額 42 65

賃借料 1,366 1,253

研究開発費 1,876 2,166

手数料 1,585 1,330

減価償却費 784 712

（株主資本等変動計算書関係）

    当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

    自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末

株式数（株）

当事業年度

増加株式数（株）

当事業年度

減少株式数（株）

当事業年度末

株式数（株）

 普通株式 547,470 111,292 － 658,762

（注）普通株式の自己株式の増加株式数111,292株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

（当事業年度） （前事業年度）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額

取得価額相当額

有形固定資産 1,372百万円 1,636百万円

無形固定資産 648 736

合計 2,021 2,372

   

減価償却累計額相当額

有形固定資産 1,001百万円 1,124百万円

無形固定資産 528 509

合計 1,529 1,634

   

期末残高相当額

有形固定資産 371百万円 511百万円

無形固定資産 119 226

合計 491 738

   

(2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 296百万円 372百万円

１年超 204 381

合計 501 753

   

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

　　支払利息相当額

支払リース料 396百万円 477百万円

減価償却費相当額 380 455

支払利息相当額 10 15

   

(4）減価償却費相当額の算定方法 リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

同左

   

(5）利息相当額の算定方法 リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

同左

２．オペレーティング・リース取引

(1）未経過リース料

１年内 5百万円 4百万円

１年超 8 8

合計 13 13
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（有価証券）

（当事業年度） （前事業年度）

１．子会社株式で時価のあるもの 　該当事項はありません。 同左

（税効果会計）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（当事業年度） （前事業年度）

繰延税金資産

退職給付引当金限度超過分 1,992百万円 3,294百万円

関係会社出資金評価損 1,279 1,279

繰越欠損金 932 －

賞与引当金限度超過分 528 578

過年度研究費 341 －

投資有価証券評価損 177 －

貯蔵品 85 －

返品調整引当金限度超過分 83 100

役員退職引当金 78 61

貸倒引当金限度超過分 30 30

未払事業税 － 241

その他 453 162

繰延税金資産小計 5,983 5,748

評価性引当額 △58 △39

繰延税金資産合計 5,925 5,708

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 168百万円 314百万円

未収事業税 114 －

固定資産圧縮積立金 70 75

繰延税金負債合計 352 389

繰延税金資産の純額 5,572 5,318

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％ 40.7％

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 18.2 1.2

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △49.6 △0.0

住民税均等割 5.0 0.6

試験研究費の法人税額特別控除 － △5.1

評価性引当額 3.0 0.6

過年度法人税等 7.6 －

その他 2.2 △0.5

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.1 37.5
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（１株当たり情報）

（当事業年度） （前事業年度）

１株当たり純資産額  523円71銭

１株当たり当期純利益   3円56銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が希薄化効果を有しないため記載しており

ません。

１株当たり純資産額 547円05銭

１株当たり当期純利益 34円30銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 32円57銭

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定上の基礎

１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期

純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 435百万円

普通株式に係る当期純利益 435百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 122,344,115株

 ―――――

 

  

  

 ―――――

  

  

損益計算書上の当期純利益 4,255百万円

普通株式に係る当期純利益 4,200百万円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

利益処分による役員賞与金 55百万円

普通株式の期中平均株式数 122,448,335株

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた当期純利益調整額の主要な内訳

支払利息（税額相当額控除後） 83百万円

当期純利益調整額 83百万円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用いら

れた普通株式増加数の主要な内訳

転換社債（第５回無担保転換社債） 9,060,883株

普通株式増加数 9,060,883株

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

（転換社債）

　第５回無担保転換社債（額面金額9,629百万円）

―――――
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（重要な後発事象）

１．当社は、平成19年４月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるアーバンエステート株式会社と

合併契約を締結し、同社を吸収合併することを決議いたしました。

(1) 合併の理由

当社の連結子会社であるアーバンエステート株式会社は、当社従業員用の社宅、寮、駐車場の管理を行ってお

りましたが、社宅の売却に伴い、子会社として保有し続ける意義が減少したと判断したためです。

(2) 合併要旨

①合併の日程

合併契約承認取締役会　 平成19年４月17日

合併契約締結 　　　　　平成19年４月17日

合併契約承認株主総会

（合併会社）エスエス製薬株式会社

会社法第796条第３項に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。

（被合併会社）アーバンエステート株式会社　

会社法第784条第１項に基づき、合併契約書承認株主総会は開催いたしません。

    合併期日（効力発生日） 平成19年９月30日（予定）

②合併方式

当社を存続会社とする吸収合併方式とし、アーバンエステート株式会社は解散いたします。

③被合併会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取り扱い

該当事項はありません。

(3)合併当事会社の概要（平成18年９月30日現在）

① 商号 
エスエス製薬株式会社

（合併会社）  

アーバンエステート株式会社

（被合併会社） 

② 主な事業内容  
医薬品、医薬部外品等の製造

及び販売等
不動産の賃貸及び管理等 

③ 設立年月日  昭和２年10月29日 平成２年９月１日 

④ 本店所在地  
東京都中央区日本橋浜町

二丁目12番４号

東京都中央区日本橋浜町

二丁目12番４号 

⑤ 代表者の役職・氏名 
代表取締役社長

兼最高経営責任者　羽鳥　成一郎
代表取締役　神原　和男

⑥ 資本金  10,162百万円 100百万円

⑦ 発行済株式総数 122,947,364株 12,000株 

⑧ 純資産 
62,092百万円（連結）

63,171百万円（単体） 
664百万円

⑨ 総資産 
93,956百万円（連結）

91,800百万円（単体）
770百万円

⑩ 決算期 ３月31日 ３月31日 

⑪ 大株主及び持株比率  
日本ベーリンガーインゲルハイム

株式会社  57.29%
エスエス製薬株式会社  100%

(4)合併後の状況

① 商号   　　　　　 　　エスエス製薬株式会社

② 主な事業内容  　　　　医薬品、医薬部外品等の製造及び販売等　　　

③ 本店所在地  　　　　　東京都中央区日本橋浜町二丁目12番４号

④ 代表者の役職・氏名　　代表取締役社長兼最高経営責任者　羽鳥　成一郎

⑤ 資本金  　　　　　　　変動はありません。

⑥ 純資産  　　　　　　　合併による純資産への影響は、軽微であります。

⑦ 総資産　　　　　　　  合併による総資産への影響は、軽微であります。

⑧ 決算期　　　　 　　　 変更はありません。

⑨ 業績への影響 　　　　 平成20年３月期の連結及び単体の業績に与える影響は、軽微であります。
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２．当社は、平成19年４月17日開催の取締役会において、当社の連結子会社である株式会社コム・テックについて、

平成19年７月15日をもって解散し、平成19年９月30日までに清算することを決議いたしました。

(1) 解散及び清算の理由

当社の連結子会社である株式会社コム・テックは、主として当社のＣＨＣ事業における広告宣伝事業、販売

促進に関する企画・選定・受発注を行ってきましたが、当該業務を当社に集中してきていることから、解散及

び清算が適当であると判断したためです。

(2) 当該子会社の概要(平成18年９月30日)

① 商号　   　　　　　　  株式会社コム・テック

② 本店所在地　　  　　　 東京都港区赤坂三丁目２番８号

③ 代表者氏名　　　 　　  代表取締役　栁　義久

④ 主な事業内容　　　 　　広告宣伝事業、販売促進に関する企画・選定・受発注等

⑤ 設立年月日　　　　 　  平成10年10月１日

⑥ 資本金       　　　    10百万円

⑦ 発行済株式数  　　 　  200株

⑧ 純資産  　　　　　 　  85百万円 

⑨ 総資産  　　　　　 　  122百万円  

⑩ 決算期　　　　　　 　  ３月31日

⑪ 従業員数　　       　  ５名

⑫ 主要取引先     　　　  エスエス製薬株式会社、株式会社電通、株式会社博報堂 

⑬ 大株主及び持株比率　　 エスエス製薬株式会社（持株比率100%）

⑭ 主要取引銀行 　　　　  三井住友銀行

⑮ 最近３年間の業績                                                       （単位：千円）

 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

売上高 686,505 630,743 564,215

営業利益 28,420 31,972 13,432

経常利益 28,761 31,994 13,449

当期純利益 13,322 19,533 8,524

１株当たり利益（円） 66,610.53 97,667.74 42,620.81

１株当たり配当金（円） 25,000 30,000 300,000

１株当たり純資産（円） 641,244.47 713,912.21 726,533.03

(3) 解散及び清算の日程（株式会社コム・テック）

平成19年７月15日  当該子会社の株主総会にて解散決議（予定）

平成19年９月30日  当該子会社の清算結了（予定）

(4) 今後の見通し

当該子会社解散に伴う平成20年３月期の当社連結及び単体の業績に与える影響は、軽微であります。
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