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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 23,140 ― 350 ― 254 ― △190 ―

20年3月期第2四半期 21,749 △0.1 △306 ― △453 ― 199 158.4

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 △2.10 ―

20年3月期第2四半期 2.20 ―

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 66,691 27,267 40.9 300.85

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2四半期  27,267百万円 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 ― 3.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 47,040 6.9 870 ― 770 ― 80 △25.5 0.88

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） 

[（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］  

(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。  

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  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2四半期  3,875,421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2四半期  90,659,060株 20年3月期第2四半期  90,714,120株
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当連結会計年度の第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、期初より景気後退の“局面変化”の
様相が見え、急速な資源高と輸出鈍化による収益圧迫の企業の生産、設備投資の抑制や消費者心理の冷え
込みから６年に及んだ戦後 長の長息景気が途切れた形で、期末に急襲の金融危機の直撃で米国景気に急
ブレーキがかかり、新興国景気の鈍化とも併せて内外需ともに牽引力を失って景気低迷が長引く懸念が濃
くなる推移となりましたが、その直後、翌１０月に入って一挙に米国発の金融危機の爆発ともいえる世界
の同時株暴落、間髪入れぬＧ８主要国の巨額の公的資金注入による株価の急反騰という大波乱に繋がって
まいりました。この間、福田内閣の電撃退陣に継ぐ麻生内閣が期末に発足、衆院解散・総選挙の時期を探
る不安定な政局のもと世界的な金融危機の実体経済への深刻な波及阻止へ景気対策優先の第２次追加補正
予算もという緊迫した経済情勢となっております。また、景気のマクロ指標においても、この４～６月期
のＧＤＰ（国内総生産）が９月の改定値で前期比０．７％減、年率換算で３．０％の大幅減と４四半期
（一年）ぶりのマイナス成長へ速報値（８月）から同１．０、同０．６％ポイントの下方修正となり、世
界的な景気減速の影響から内外需とも停滞感が強まり、７～９月期のＧＤＰ民間予測も低成長にとどまる
見通しとなっております。 
医薬品業界におきましては、薬価改定年度入りとなり、業界平均５．２％の引き下げで国民医療費のう

ち６兆円の薬剤費の３千億円以上の大幅な薬剤費削減策が市場に浸透する厳しい環境となりました。た
だ、先きごろの厚生労働省発表の平成１９年度の概算医療費総額が前年度比で３．１％増の３３兆４千億
円と過去 高を更新し、平成１４年度から５年連続の増加を示し、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７千５百億円を占めて、依然として高齢者医療費が医療技術の高度化に伴って著し
く伸びて国民医療費増大の主要因となっており、このように旺盛な国民医療ニーズの衰えが見当たらない
ところだけに医療費抑制策の更なる強化が続く情勢であります。 
このような環境のもと、当社グループにおきましては、主柱の医薬品部門において、平成２０年度の薬

価改定の影響で、当社では全製品平均で３．６％のマイナスとなり、主力の透析剤では大型先発医薬品並
みの下げ幅となり大きな減収要因となりましたが、当期初からの主力の透析剤と関連製品の薬価厳守や新
戦力の吸着型血液浄化器「リクセル」の著伸が寄与するなどの営業努力によって売上高の維持を図る一
方、課題のヘパリンナトリウム製剤および低分子ヘパリンの減収要因がありましたものの不動産部門の安
定もあり、当第２四半期連結累計期間の売上高は２３１億４０百万円（前年同期比１０６．４％）と増収
を達成しております。また、利益面におきましては、業績建て直しの課題となっておりました医薬品部門
の売上原価率の改善への経営努力の奏功などで営業利益３億５０百万円（前年同期は３億６百万円の損
失）を確保して黒字転換を達成でき、経常利益２億５４万円（同４億５３百万円の損失）を計上いたして
おります。しかし、たな卸資産関連損失、法人税等調整額の計上もあって当四半期純損失１億９０百万円
（前年同期は１億９９百万円の純利益）の計上に至っております。 
主柱の医薬品部門におきましては、新薬価対応に追われるなか主力の透析剤キンダリーは患者数の増加

と粉末型の伸びで販売数量を増やしたものの売上高は９％強の減収が余儀なく、新戦力となっております
高度管理医療機器の吸着型血液浄化器リクセルの採用施設の続伸による大幅増収が寄与して、ヘパリンナ
トリウム製剤３品目などの減収分が埋められて、当第２四半期連結累計期間の医薬品部門の売上高は２３
０億９百万円と前年同期比６．４％増を確保いたしております。また、不動産部門は所有３施設の東西オ
フィスビルの稼働率が安定的で同期の売上高は１億３１百万円と同９６．８％となっております。 
  

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、設備投資による有形固定資産および現金及び預金の増加など
により前連結会計年度末より１２億１百万円増加し６６６億９１百万円に、負債は、長期借入金の増加な
どにより１９億３６百万円増加し３９４億２３百万円に、純資産は、株価下落による投資有価証券の評価
引き下げなどにより７億３５百万円減少して２７２億６７百万円となっております。  
なお、自己資本比率は１．９ポイント低下しております。  
  
  

当年度下半期の見通しにつきましては、今度の世界的な金融危機による株式・為替相場の大波乱から実
体経済へ更なる悪影響を及ぼす懸念が濃厚な景気情勢のなか、解散・総選挙含みの政局不安のもと後期高
齢者医療制度の見直しなど政策停滞も懸念され、医薬品業界を取り巻く環境は厳しい状況で、当社といた
しましても、当面する新薬価対策に全力を傾け主力の透析剤の価格維持効果を引き出し、また、ヘパリン
ナトリウム製剤の供給体制の本格化を急ぎ軌道に乗せることなどとともに引続き売上原価率の引き下げへ
全社的な経営の合理化を図る一方、新薬開発の促進、ジェネリック薬分野の強化、拡販などの中・長期政
策とともに長期にわたる業績の向上、経営の安定へ向けて総力を上げて邁進努力する所存でございます。
通期の連結業績予想は、売上高４７０億４０百万円、営業利益８億７０百万円、経常利益７億７０百万

円および当期純利益８０百万円となっております。詳細は、「業績予想の修正のお知らせ」をご参照くだ
さい。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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。 
  

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 
たな卸資産 
 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、たな卸資産の評価方法を以下のとお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２四半期連結累計期間）   

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ20百万円減少しております。  

 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。  

  
  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社の機械装置の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」の改正を契機として資産の利用状況等を見直した結果、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ51百万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。  

  

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)

(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

(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

 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

 (4) 追加情報 
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20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20年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 5,958 4,817 

受取手形及び売掛金 20,094 20,433 

商品 1,042 894 

製品 2,904 2,855 

半製品 774 699 

原材料 619 597 

仕掛品 118 166 

その他 1,859 2,236 

貸倒引当金 △0 △0 

流動資産合計 33,372 32,700 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 10,034 10,306 

土地 11,434 11,434 

その他 5,414 4,829 

有形固定資産合計 26,883 26,570 

無形固定資産 277 283 

投資その他の資産 6,157 5,936 

固定資産合計 33,319 32,790 

資産合計 66,691 65,490 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 11,912 10,764 

短期借入金 9,002 8,375 

未払法人税等 51 78 

賞与引当金 763 663 

その他の引当金 338 324 

その他 5,784 6,232 

流動負債合計 27,853 26,437 

固定負債 

社債 600 650 

長期借入金 6,888 6,178 

退職給付引当金 486 408 

その他の引当金 230 237 

その他 3,365 3,574 

固定負債合計 11,570 11,049 

負債合計 39,423 37,487 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20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 6,733 7,195 

自己株式 △1,387 △1,373 

株主資本合計 31,116 31,592 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 529 801 

繰延ヘッジ損益 △39 △51 

土地再評価差額金 △4,338 △4,338 

評価・換算差額等合計 △3,848 △3,589 

純資産合計 27,267 28,003 

負債純資産合計 66,691 65,490 
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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） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 23,140 

売上原価 16,170 

売上総利益 6,970 

返品調整引当金繰入額 11 

差引売上総利益 6,959 

販売費及び一般管理費 

研究開発費 1,595 

その他 5,013 

販売費及び一般管理費 6,608 

営業利益 350 

営業外収益 

受取利息 11 

受取配当金 31 

受取報償金 32 

その他 73 

営業外収益合計 148 

営業外費用 

支払利息 145 

その他 98 

営業外費用合計 244 

経常利益 254 

特別利益 

投資有価証券売却益 44 

投資事業組合運用益 24 

その他 0 

特別利益合計 69 

特別損失 

たな卸資産関連損失 97 

固定資産除却損 22 

その他 13 

特別損失合計 133 

税金等調整前四半期純利益 190 

法人税、住民税及び事業税 19 

法人税等調整額 361 

法人税等合計 381 

四半期純損失（△） △190 
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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２四半期連結累計期間 
(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 

税金等調整前四半期純利益 190 

減価償却費 1,049 

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） △24 

固定資産除却損 21 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 

賞与引当金の増減額（△は減少） 100 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78 

受取利息及び受取配当金 △42 

支払利息 145 

売上債権の増減額（△は増加） 339 

たな卸資産の増減額（△は増加） △246 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,148 

その他 △386 

小計 2,321 

利息及び配当金の受取額 41 

利息の支払額 △154 

法人税等の支払額 △81 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,126 

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 △1,033 

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 

長期預金の預入による支出 △550 

その他 110 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,423 

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） 330 

長期借入れによる収入 2,300 

長期借入金の返済による支出 △1,293 

社債の償還による支出 △500 

自己株式の売却による収入 1 

自己株式の取得による支出 △14 

配当金の支払額 △271 

財務活動によるキャッシュ・フロー 551 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,266 

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 5,958 

扶桑薬品工業㈱(4538)平成21年３月期　第２四半期決算短信

-7-



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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日)  

 
   (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) を適用しておりま

す。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、医薬品事業の当第２四半期連結累計期間の営業利益が20百

万円減少しております。 

  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」を契機として

資産の利用状況を見直した結果、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、医薬品事業の当第２四半期連結累計期間の営業利益が51百万円増加しており

ます。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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。 
  

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) セグメント情報

 【事業の種類別セグメント情報】

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

23,009 131 23,140 ― 23,140

  (2)セグメント間の内部
    売上高及び振替高

― 2 2 (2) ―

計 23,009 133 23,143 (2) 23,140

      営業利益 305 47 352 (2) 350

 【所在地別セグメント】

 

 【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

扶桑薬品工業㈱(4538)平成21年３月期　第２四半期決算短信

-8-



（1）（要約）前中間連結損益計算書 

  

「参考資料」

 前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 21,749 100.0
Ⅱ 売上原価 15,487 71.2
   売上総利益 6,261 28.8
   返品調整引当金 
   戻入額

3 0.0

   差引売上総利益 6,265 28.8
Ⅲ 販売費及び
  一般管理費
 １ 荷造運送費 1,167
 ２ 給料 1,287
 ３ 賞与引当金 
   繰入額

375

 ４ 退職給付費用 57

 ５ その他の引当金 
   繰入額

10

 ６ 減価償却費 120
 ７ 研究開発費 1,381
 ８ その他 2,171 6,571 30.2
   営業損失(△) △306 △1.4
Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 11
 ２ 受取配当金 35
 ３ 受取報償金 25
 ４ 原材料等売却益 17
 ５ 雑収入 46 135 0.6
Ⅴ 営業外費用
 １ 支払利息 143
 ２ たな卸資産 
   廃棄減耗損

36

 ３ 生命保険料 35
 ４ 雑損失 67 282 1.3
   経常損失(△) △453 △2.1
Ⅵ 特別利益
 １ 投資有価証券 
   売却益

─

 ２ 投資事業組合 
   分配金

─

 ３ 固定資産売却益 568

 ４ その他 0 568 2.6

Ⅶ 特別損失
 １ 訴訟関連損失 ─
 ２ 固定資産除却損 56
 ３ 投資有価証券 
   売却損

0

 ４ 投資有価証券 
   評価損

18

 ５ その他 ─ 76 0.3

   税金等調整前 
   中間純利益

38 0.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

18

   法人税等調整額 △179 △161 △0.7

   中間純利益 199 0.9
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（２）前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前 
   中間純利益

38

 ２ 減価償却費 1,077

 ３ 投資有価証券売却益 ―

 ４ 投資事業組合分配金 ─

 ５ 投資有価証券売却損 0

 ６ 投資有価証券評価損 18

 ７ 固定資産売却益 △ 568

 ８ 固定資産除売却損 53

 ９ 貸倒引当金の 
   増減額(△は減少)

0

 10 賞与引当金等の 
   増減額(△は減少)

△ 10

 11 退職給付引当金等の 
   増減額(△は減少)

△ 15

 12 受取利息及び受取配当金 △ 46

 13 支払利息 143

 14 売上債権の 
   増減額(△は増加)

△ 482

 15 たな卸資産の 
   増減額(△は増加)

△ 5

 16 仕入債務の 
   増減額(△は減少)

113

 17 その他資産等の 
   増減額(△は増加)

208

 18 その他負債等の 
   増減額(△は減少)

△ 27

 19 役員賞与の支払額 ―

    小計 498

 20 利息及び配当金の受取額 46

 21 利息の支払額 △ 147

 22 法人税等の支払額 △ 18

  23 法人税等の還付額 28

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

407

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

△ 419

 ２ 有形固定資産の売却 
   による収入

1,320

 ３ 投資有価証券の取得 
   による支出

△ 52

 ４ 投資有価証券の売却 
   による収入

15

 ５ 出資金の分配による収入 ─

 ６ その他の投資の 
   増減額（△は増加）

△ 155

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

708
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前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

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

△ 2,392

 ３ 長期借入れによる収入 1,690

 ４ 長期借入金の返済 
   による支出

△ 1,847

 ５ 社債の償還による支出 △ 100

 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 △ 12

 ８ 配当金の支払額 △ 271

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△ 642

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 
  増減額(△は減少)

474

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 
  中間期末残高

5,473
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