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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 4,339 ― 398 ― 416 ― 228 ―

20年3月期第2四半期 4,410 13.0 564 31.1 649 4.7 386 5.7

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2四半期 16.56 ―

20年3月期第2四半期 27.88 ―

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2四半期 17,569 14,622 83.2 1,060.13
20年3月期 17,497 14,622 83.6 1,060.26

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,622百万円 20年3月期  14,622百万円

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  有  
 

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 ― ― ― 15.00 15.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 8,409 0.1 563 △27.7 693 △23.8 380 △27.2 27.55

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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） 

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期  14,182,184株 20年3月期  14,182,184株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  388,705株 20年3月期  390,298株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  13,792,374株 20年3月期第2四半期  13,861,387株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 
・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、
上記の予想値と異なる場合があります。なお、業績予想の前提となる仮定及び業績予想に関する注記事項等につきましては、3ページ「・定性的情報・財務諸表等 3.業績
予想に関する定性的情報」をご参考ください。  
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当第２四半期累計期間における医薬品業界は、高齢化社会の進行とともに膨らみ続ける医療費抑制策
の一環として４月より業界平均5.2％の薬価基準の引下げ改定が行われるなど、引続き厳しい事業環境
下にあります。 
  
①売上の状況について 

このような厳しい状況にあって、当社は主力製品の「ゼポラス」（フルルビプロフェン貼付剤）、
「スミルテープ」（フェルビナクテープ剤）、及び当社固有の剤型的特徴を有する「スミルスチック」
（フェルビナク固形軟膏）を中心に、積極的な営業活動を展開し、また、本年７月には、市場が拡大し
ているテープ剤の新製品として、経皮吸収型鎮痛・消炎フルルビプロフェンテープ剤「ゼポラステープ
20ｍｇ」「ゼポラステープ40ｍｇ」を新発売し、売上の伸展に努めました。 
 しかし、上記のような厳しい事業環境のなか、薬価基準引下げに伴う販売価格引下げの影響を、販売
数量の増加でカバーし切れず、また、テープ剤についても競合品の新発売が同時期にあったこともあ
り、立上げ時の売上の伸びは鈍く、第２四半期累計期間の医療用医薬品の売上は前年同期比若干減少い
たしました。 
 フェルビナク製剤「スミルテープ」「スミルスチック」の販売提携先である大正製薬株式会社向け売
上は順調に拡大しております。 
 一般用医薬品は、大鵬薬品工業株式会社を販売元としており、売上は前年同期比若干増加いたしまし
た。 
 また、受託製造品の売上は前年同期比減少しており、以上の結果、当社全体の第２四半期累計期間の
売上高は、前年同期比1.6％減の4,339百万円となりました。 
  
②収益の状況について 

生産性の向上による製造原価低減に努めておりますが、販売価格の引下げ、原材料価格の上昇、製造
設備投資による減価償却負担増加などの要因により売上高総利益率が低下し、売上総利益は、2,088百
万円と前年同期比156百万円減となりました。 
 経費削減にも努めましたが、教育研修費、研究開発費などの増加もあり、販売費及び一般管理費が前
年同期比９百万円増となり、営業利益は、398百万円と前年同期比165百万円減少いたしました。 
 前年同期は営業外収益にロイヤリティ収入が29百万円ありましたが当第２四半期累計期間は無く、ま
た、営業外費用に長期定期預金の組込みデリバティブ評価損28百万円を計上したこともあり、営業外損
益が17百万円（前年同期比67百万円減）となり、経常利益は、416百万円（前年同期比233百万円減）、
また、特別損失に投資有価証券の評価損25百万円を計上し、税引後の四半期純利益は228百万円（前年
同期比157百万円減）となりました。 
 なお、「前年同期比較」に関する情報は、参考として記載しております。 
  

  

（1）当第２四半期会計期間末の財政状態 
当第２四半期会計期間末の総資産残高は、前事業年度末比71百万円増加し、17,569百万円となりまし

た。 
  
①資産の部 

流動資産は、有価証券が債券の期日償還で減少した一方で、現金及び預金、売掛金（前第４四半期の
月平均売上に比し、当第２四半期の月平均売上が増加）及びたな卸資産などが増加したことにより、前
事業年度末比278百万円増となりました。 
 固定資産は、主に定期預金の長短振替により前事業年度末比206百万円の減となりました。 
  
②負債の部 

流動負債が、設備支払手形の期日決済により減少した一方で、買掛債務、未払消費税が増加したこと
により、前事業年度末比128百万円増加しました。 
 固定負債は、長期性引当金が前事業年度末比56百万円減少しました。 
  
③資本の部 

利益剰余金が21百万円増加し、有価証券評価差額金が22百万円減少しており、自己資本は前事業年度
末と同水準で推移しております。 
  

（2）キャッシュ・フローの分析 
当第2四半期累計期間における営業活動によるキャシュ・フローは、マイナス47百万円となりまし

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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た。これは、税引前四半期純利益371百万円、減価償却費246百万円を計上したものの、売上債権及び
たな卸資産の増加（テープ剤の新製品・スチック剤の容器変更品）、法人税等の支払などの要因による
ものです。 
 投資活動によるキャシュ・フローは、有形固定資産等の取得（主に掛川工場の機械設備）による支出
が445百万円ありましたが、有価証券の債券等の期日償還による収入が大きく、プラス248百万円となり
ました。 
 財務活動によるキャシュ・フローは、配当金の支払等によりマイナス206百万円となりました。 
 以上の結果、現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,827百万円と前事業年度末比で4百万円減少い
たしました。 

  

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年９月17日発表の「通期業績予想の修正に関する
お知らせ」の業績予想から変更しておりません。 

3. 業績予想に関する定性的情報
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①棚卸資産の評価方法 
棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効
税率を乗じて計算する方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタ
ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

① 当事業年度より「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
半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② 「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）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変
更しております。 
 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、経常利益及び税金前四半期純
利益はそれぞれ5,474千円減少しています。 

③ 当第１四半期会計期間から、法人税法の改正を契機として資産の利用状況を見直した結果、機械装
置の耐用年数を４～７年から４～８年に変更しております。 
 なお、この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期累計期間の減価償却費は
21,276千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ21,276千円増加してお
ります。 
  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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
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5. 【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 3,178,573 2,881,984

受取手形及び売掛金 3,749,149 3,350,267

有価証券 1,788,511 2,601,591

商品 168,877 124,296

製品 396,143 334,781

原材料 321,793 266,819

その他 417,324 182,416

貸倒引当金 △3,000 △3,000

流動資産合計 10,017,373 9,739,156

固定資産

有形固定資産 2,879,321 2,844,127

無形固定資産 26,378 35,802

投資その他の資産

投資有価証券 2,806,325 2,851,298

長期性預金 1,700,000 1,900,000

その他 186,403 172,757

貸倒引当金 △46,500 △45,400

投資その他の資産合計 4,646,229 4,878,656

固定資産合計 7,551,929 7,758,586

資産合計 17,569,302 17,497,742

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,104,247 1,019,971

未払金 458,761 461,374

未払法人税等 164,096 159,091

賞与引当金 200,000 192,300

売上割戻引当金 69,882 61,187

返品調整引当金 80 1,293

デリバティブ負債 28,324 －

その他 429,168 431,193

流動負債合計 2,454,560 2,326,411

固定負債

退職給付引当金 365,101 377,644

役員退職慰労引当金 126,775 170,735

固定負債合計 491,876 548,379

負債合計 2,946,437 2,874,791

純資産の部

株主資本

資本金 1,714,760 1,714,760

資本剰余金 1,367,393 1,367,387

利益剰余金 11,482,698 11,461,109

自己株式 △209,988 △210,847

株主資本合計 14,354,864 14,332,410

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 268,000 290,541

評価・換算差額等合計 268,000 290,541

純資産合計 14,622,864 14,622,951

負債純資産合計 17,569,302 17,497,742
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 4,339,475

売上原価 2,251,107

売上総利益 2,088,368

販売費及び一般管理費

運賃 52,360

広告宣伝費 60,132

販売促進費 203,922

交際接待費 36,522

給料手当及び賞与 503,184

賞与引当金繰入額 123,847

法定福利費 82,373

退職給付費用 19,212

旅費及び交通費 117,976

事業所税 1,919

賃借料 48,113

研究開発費 208,728

減価償却費 36,703

その他 194,859

販売費及び一般管理費合計 1,689,853

営業利益 398,514

営業外収益

受取利息 5,952

有価証券利息 13,672

受取配当金 14,898

その他 19,020

営業外収益合計 53,544

営業外費用

社宅等解約損 760

リース解約損 412

原材料廃棄損 5,266

貸倒引当金繰入額 1,100

デリバティブ評価損 28,324

営業外費用合計 35,864

経常利益 416,194

特別損失

固定資産除却損 13,473

投資有価証券評価損 25,000

公開買付関連費用 5,777

特別損失合計 44,251

税引前四半期純利益 371,942

法人税等 143,474

四半期純利益 228,467
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 2,180,271

売上原価 1,144,829

売上総利益 1,035,442

販売費及び一般管理費

運賃 27,505

広告宣伝費 24,121

販売促進費 119,511

交際接待費 18,160

給料手当及び賞与 253,516

賞与引当金繰入額 64,303

法定福利費 41,790

退職給付費用 9,606

旅費及び交通費 60,544

事業所税 959

賃借料 24,778

研究開発費 102,548

減価償却費 14,532

その他 90,853

販売費及び一般管理費合計 852,733

営業利益 182,709

営業外収益

受取利息 2,879

有価証券利息 6,890

受取配当金 937

その他 8,701

営業外収益合計 19,408

営業外費用

社宅等解約損 452

リース解約損 412

原材料廃棄損 5,266

デリバティブ評価損 28,324

営業外費用合計 34,456

経常利益 167,661

特別損失

固定資産除却損 7,272

投資有価証券評価損 25,000

公開買付関連費用 5,777

特別損失合計 38,050

税引前四半期純利益 129,610

法人税等 44,474

四半期純利益 85,136
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 371,942

減価償却費 246,519

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,543

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △43,960

デリバティブ評価損益（△は益） 28,324

投資有価証券売却損益（△は益） △33

投資有価証券評価損益（△は益） 25,000

有形固定資産除却損 13,473

受取利息及び受取配当金 △20,851

有価証券利息 △13,672

売上債権の増減額（△は増加） △398,882

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,334

その他の資産の増減額（△は増加） △17,167

仕入債務の増減額（△は減少） 84,275

未払金の増減額（△は減少） △50,983

未払消費税等の増減額（△は減少） 26,289

その他の負債の増減額（△は減少） 4,953

小計 65,152

利息及び配当金の受取額 37,231

法人税等の支払額 △150,149

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,766

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 △165,000

定期預金の払戻による収入 65,000

有価証券の取得による支出 △200,239

有価証券の売却及び償還による収入 1,532,801

有形固定資産の取得による支出 △445,474

無形固定資産の取得による支出 △420

投資有価証券の取得による支出 △542,943

投資有価証券の売却による収入 3,700

貸付金の回収による収入 1,520

投資活動によるキャッシュ・フロー 248,944

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △206,878

自己株式の取得による支出 △164

自己株式の売却による収入 1,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,835

現金及び現金同等物の期首残高 2,832,504

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,827,668
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません 

  

該当事項はありません 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」

（要約）中間損益計算書

科 目
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

 至 平成19年９月30日)

区分   金額（千円）
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 4,410,470 100.0 

Ⅱ 売上原価 2,165,344 49.1 

   売上総利益 2,245,126 50.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,680,646 38.1 

   営業利益 564,479 12.8 

Ⅳ 営業外収益 87,768 2.0 

Ⅴ 営業外費用 2,974 0.1 

   経常利益 649,272 14.7 

Ⅵ 特別利益 4,806 0.1 

Ⅶ 特別損失 11,067 0.2 

   税引前中間純利益 643,011 14.6 

   法人税等 256,612 5.8 

   中間純利益 386,399 8.8 
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