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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 11,545 ― 183 ― 167 ― △16 ―

20年3月期第1四半期 10,610 △0.8 △236 ― △261 ― 462 ―

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

21年3月期第1四半期 △19.00 ―

20年3月期第1四半期 5.10 ―

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

21年3月期第1四半期 65,918 27,790 42.2 306.51
20年3月期 65,490 28,003 42.8 308.83

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  27,790百万円 20年3月期  28,003百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 23,720 ― 960 ― 760 ― 280 ― 3.09
通期 47,540 8.1 2,120 ― 1,770 ― 1,210 ― 13.34

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）  無  

(2) 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  無  

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１ 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。  

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） 21年3月期第1四半期  94,511,690株 20年3月期  94,511,690株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,844,944株 20年3月期  3,835,372株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  90,672,234株 20年3月期第1四半期  90,725,783株

1



扶桑薬品工業㈱(4538)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期におけるわが国経済は、歯止めがかからぬ資源価格の高騰で、その世界経済を覆ってきた物

価高が“エネフレーション”ともいわれるインフレ圧力によって米景気の急減速、新興国の過熱景気の変調
を誘い、下振れしつつある世界経済を一段と下押しするリスクをはらむなか、加工貿易に依存する日本経済
は資源高の打撃が強く、外需頼みの成長シナリオが揺らぎ、また、内需の柱の設備投資や個人消費にも防衛
マインドが働き、４月の景気動向指数をもとに政府も景気が後退に転じた可能性がある“局面変化”を迎え
たとの判断を示唆し、０６年１１月に“いざなぎ景気”を超えた最長景気が遂に終息かどうかの瀬戸際にあ
り、後期高齢者医療をめぐる混乱が高齢者の消費マインドを殺ぐなど、ねじれ国会のもとの政策不信が景気
後退を促しかねない状況となっております。一方、医薬品業界におきましては、薬価改訂の初四半期となり
業界平均５％強の引下げで国民医療費のうち６兆円の薬剤費の３千億円規模となる大幅削減影響がスタート
したところながら、先月の厚生労働省報告の０７年度の概算医療費総額が前年度比３．１％増の３３兆４千
億円と過去最高を更新、０３年度から５年連続増加となり、前年度から約１兆円増加のうち７０歳以上の高
齢者医療費が約７千５百億円を占め、いぜんとして高齢者医療費増と医療技術の高度化が国民医療費増大の
要因となっており、旺盛な国民医療ニーズのおとろえは見当たらないところで医療費抑制策の更なる強化の
一途が否めない情勢であります。
こうした環境のもと、当社におきましては、主柱の医薬品部門において、今回、薬価是正の「生理食塩液」

の増収、新戦力の吸着型血液浄化器「リクセル」の著伸が寄与して、主力のキンダリー剤やサブラッド補液
の薬価抑圧、そして、人工腎臓透析器、血液分析器システムの伸び悩み、さらに、ヘパリンナトリウム製剤
の自主回収影響など減収要因をカバーでき、不動産部門を加え、当期間の売上高は１１５億４５百万円と前
年同期比８．８％の増収、新薬価年度の初頭ながら第２四半期連結累計期間の目標の４８％水準を確保いた
しております。一方、利益面におきましては、業績再建の焦点となった医薬品部門の売上原価率の改善への
努力が奏功しつつあり、営業利益１億８３百万円を確保でき、経常利益も１億６７百万円となり、第２四半
期連結累計期間の目標の２２％水準を確保いたしております。ただ、四半期純利益は法人税等調整額等によ
り１６百万円の損失計上が止むなく、第２四半期連結累計期間、通期目標の達成へは一段の企業努力をもっ
て対処する所存であります。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間の総資産は、たな卸資産、設備投資による有形固定資産および株価の上昇によ

る投資有価証券の増加などにより前連結会計年度末より４億２８百万円増加し６５９億１８百万円に、負債
は、仕入単価の引上げなどによる買掛金の増加などにより６億４０百万円増加し３８１億２８百万円に、純
資産は、剰余金の配当による利益剰余金の減少などにより２億１２百万円減少して２７７億９０百万円にな
っております。 
  なお、自己資本比率は０．６％低下しております。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
なお、第２四半期連結累計期間の見通しにつきましては、主力のキンダリーの伸びや生理食塩液の増収基

調をベースに売上目標の未達幅を一層縮める営業努力の奏効が見込めるところから、目下のところ第２四半
期連結累計期間（９月中間期）の業績予想の変更はいたしておりません。
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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)

該当事項はありません。

(2) 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
該当事項はありません。

(3) 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
　①四半期財務諸表に関する会計基準の適用

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②重要な資産の評価基準および評価方法の変更

  会計処理基準に関する事項の変更

    重要な資産の評価基準及び評価方法の変更
　 たな卸資産

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準
委員会平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、たな卸資産評価方法を以下
の通りに変更しております。
（前連結会計年度）

 ①商品、 製品   先入先出法による原価法
  原材料、貯蔵品
 ②半製品、仕掛品  移動平均法による原価法
  （第１四半期連結会計期間）
 ①商品、 製品  先入先出法による原価法
  原材料、貯蔵品 （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
 ②半製品、仕掛品  移動平均法による原価法
　   （貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が25百万円、経常利益が25百万円、税金等調整
前四半期純利益が25百万円それぞれ減少しております。
　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。

(4)追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

当社の機械装置の医薬品製造設備については、従来、耐用年数を７年としておりましたが、減価償却資
産の耐用年数等に関する省令の改正を契機に見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より８年に変更し
ております。
　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が25百万円、経常利益が25百万円、税金等調整
前四半期純利益が25百万円それぞれ増加しております。
　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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5. 【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１四半期連結会計期間末

(平成20年6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20年3月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,762 4,817

受取手形及び売掛金 20,665 20,433

商品 1,093 894

製品 2,886 2,855

半製品 715 699

原材料 624 597

仕掛品 139 166

その他 1,919 2,236

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 32,806 32,700

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,213 10,306

土地 11,434 11,434

その他 5,118 4,829

有形固定資産合計 26,766 26,570

無形固定資産 268 283

投資その他の資産 6,078 5,936

固定資産合計 33,112 32,790

資産合計 65,918 65,490

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,128 10,764

短期借入金 9,253 8,375

未払法人税等 20 78

引当金 758 987

その他 6,580 6,232

流動負債合計 27,740 26,437

固定負債

社債 600 650

長期借入金 5,476 6,178

引当金 690 645

その他 3,620 3,574

固定負債合計 10,387 11,049

負債合計 38,128 37,487
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年6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20年3月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,758 10,758

資本剰余金 15,011 15,011

利益剰余金 6,906 7,195

自己株式 △1,376 △1,373

株主資本合計 31,300 31,592

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 853 801

繰延ヘッジ損益 △23 △51

土地再評価差額金 △4,338 △4,338

評価・換算差額等合計 △3,509 △3,589

純資産合計 27,790 28,003

負債純資産合計 65,918 65,490
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 11,545

売上原価 8,002

売上総利益 3,543

返品調整引当金繰入額 13

差引売上総利益 3,529

販売費及び一般管理費

研究開発費 807

その他 2,537

販売費及び一般管理費合計 3,345

営業利益 183

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 30

その他 82

営業外収益合計 118

営業外費用

支払利息 70

その他 64

営業外費用合計 135

経常利益 167

特別利益

投資有価証券売却益 44

投資事業組合運用益 83

その他 0

特別利益合計 128

特別損失

たな卸資産処分損 57

固定資産除却損 19

その他 10

特別損失合計 88

税金等調整前四半期純利益 207

法人税、住民税及び事業税 9

法人税等調整額 214

法人税等合計 224

四半期純利益 △16
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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）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 207

減価償却費 507

投資有価証券売却損益（△は益） △44

投資事業組合運用損益（△は益） △83

投資有価証券評価損益（△は益） 10

固定資産除却損 18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

引当金の増減額（△は減少） △185

受取利息及び受取配当金 △35

支払利息 70

売上債権の増減額（△は増加） △231

たな卸資産の増減額（△は増加） △245

仕入債務の増減額（△は減少） 363

その他の資産の増減額（△は増加） 82

その他の負債の増減額（△は減少） 234

小計 661

利息及び配当金の受取額 28

利息の支払額 △78

法人税等の支払額 △89

営業活動によるキャッシュ・フロー 521

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 △530

投資有価証券の取得による支出 △20

投資有価証券の売却による収入 68

投資その他の資産の増減額（△は増加） △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △491

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,450

短期借入金の返済による支出 △1,650

長期借入金の返済による支出 △623

社債の償還による支出 △50

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △229

財務活動によるキャッシュ・フロー △106

現金及び現金同等物に係る換算差額 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54

現金及び現金同等物の期首残高 4,692

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,637
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扶桑薬品工業㈱(4538)平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

　【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

医薬品事業 不動産事業 計(百万円)
消去又は

全社 連結(百万円)

（百万円） （百万円） （百万円）

　 売上高

　 (1)外部顧客に
　 対する売上高

11,481 64 11,545 ― 11,545

　 (2)セグメント間の内部
　 売上高及び振替高

― 1 1 (1) ―

計 11,481 65 11,547 (1) 11,545

      営業利益 163 21 185 (1) 183

　  (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

　 ２ 各区分の主な製品 

　(1)医薬品事業…輸液を中心とする注射剤や人工腎臓透析液などの医療用医薬品及び医療用機械器具 

　(2)不動産事業…不動産の賃貸

　 ３ 会計方針の変更

　【定性的情報・財務諸表等】4.(3)②に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準委員会平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、医薬品事業の営業利益が25百万円、経常利益が25百万円、税

金等調整前四半期純利益が25百万円それぞれ減少しております。 

　 ４ 追加情報

　【定性的情報・財務諸表等】4.(4)に記載のとおり、当社の機械装置の医薬品製造設備については、従来、耐

用年数を７年としておりましたが、減価償却資産の耐用年数等に関する省令の改正に伴い、当第１四半期連結

会計期間より８年に変更しております。 

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が25百万円、経常利益が25百万円、税金等調整前四

半期純利益が25百万円それぞれ増加しております。 

　【所在地別セグメント】
当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

　 在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。
　

　【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)
　 海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため、記載を省略しております。
　

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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扶桑薬品工業㈱(4538)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

（1）（要約）四半期連結損益計算書

　 前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

　 （単位百万円：未満切捨て）

科 目

前四半期

（平成20年3月期

第1四半期）

売上高 10,610

売上原価 7,488

売上総利益 3,122

返品調整引当金戻入額 3

差引売上総利益 3,125

販売費及び一般管理費 3,361

営業損失 236

営業外収益

受取利息 4

受取配当金 34

雑収入 70 109

営業外費用

支払利息 69

雑損失 65 134

経常損失 261

特別利益

固定資産売却益 568

貸倒引当金戻入額 0 568

特別損失

固定資産除却損 15

投資有価証券売却損 0 16

税金等調整前四半期純利益 290

税金費用 △ 172

四半期純利益 462
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（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
　 前第１四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年６月30日）

（単位百万円：未満切捨て）

科 目
前四半期

（平成20年3月期
第1四半期）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 290

　２ 減価償却費 531

　３ 投資有価証券売却損 0

　４ 固定資産売却益 △ 568

　５ 固定資産除売却損 12

　６ 貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

　７ 賞与引当金等の増減額（△は減少） △ 397

　８ 退職給付引当金等の増減額（△は減少） △ 8

　９ 受取利息及び受取配当金 △ 39

　10 支払利息 69

　11 売上債権の増減額（△は増加） △ 37

　12 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 158

　13 仕入債務の増減額（△は減少） △ 309

　14 その他資産の増減額（△は増加） 70

　15 その他負債の増減額（△は減少） △ 142

　 小計 △ 686

　16 利息及び配当金の受取額 30

　17 利息の支払額 △ 77

　18 法人税等の支払額 △ 34

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 767

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 有形固定資産の取得による支出 △ 205

　２ 有形固定資産売却による収入 1,483

　３ 投資有価証券の取得による支出 △ 17

　４ 投資有価証券の売却による収入 15

　５ その他投資の増減額（△は増加） 114

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,391

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入れによる収入 2,290

　２ 短期借入金の返済による支出 △ 1,116

　３ 長期借入れによる収入 200

　４ 長期借入金の返済による支出 △ 915

　５ 社債の償還による支出 △ 50

　６ 自己株式の売却による収入 0

　７ 自己株式の取得による支出 △ 3

　８ 配当金の支払額 △ 224

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 180
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る

－
　 換算差額
Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額

804
　 （又は減少額）

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,999

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,803
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