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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 21,367 ― 1,800 ― 1,727 ― 920 ―

20年3月期第2四半期 18,037 7.3 1,580 △41.6 1,260 △52.0 528 △62.8

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 58.59 ―

20年3月期第2四半期 33.66 ―

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 68,266 40,776 57.2 2,596.95
20年3月期 66,295 40,205 58.3 2,460.17

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  39,059百万円 20年3月期  38,628百万円

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 ― 30.00 ― 25.00 55.00
21年3月期 ― 30.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 55.00

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  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 45,000 19.6 4,500 11.2 4,200 23.1 2,300 32.3 146.48

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） 平成20年8月8日発表の連結業績予想を修正しておりません。なお、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
際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
 
 （2） 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。  

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2四半期  15,702,000株 20年3月期  15,702,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  397株 20年3月期  282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  15,701,682株 20年3月期第2四半期  15,701,758株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した金融・資
本市場の混乱や米国景気の減速、原油・原材料価格高騰をはじめとした諸物価上昇などの影響による企業
収益の伸び悩みや設備投資の抑制傾向に加え、生活防衛意識の高まりなどによる個人消費の落ち込みが見
られ、景気後退感が一層強まりました。 
医療用医薬品業界におきましては、平成20年4月、ジェネリック医薬品の使用促進策である「処方せん

様式の再変更」、診療報酬改定による「後発医薬品調剤体制加算」等の制度変更が実施され、保険薬局を
中心としたジェネリック医薬品の市場が拡大しております。また、ＤＰＣ（急性期入院の包括支払制）導
入病院の増加と相俟って、今後入院医療における薬剤選択においても低コストのジェネリック医薬品の採
用検討が進むことが期待されます。しかしその一方で、先発医薬品メーカーおよび競合他社間における競
争がますます激しさを増してきております。 
このような状況下、当社グループは、ＤＰＣ導入病院・保険薬局への営業強化、需要拡大を展望した生

産体制の増強、更なる信頼性向上のための品質管理・情報提供・安定供給に注力しつつ、「選ばれるジェ
ネリック医薬品メーカー」に向けたトップブランド構築に積極的に取り組んでおります。 
以上の結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が21,367百万円（前年同期比

18.5％増）、利益面では、営業利益は1,800百万円（同13.9％増）、経常利益は1,727百万円（同37.1％
増）、四半期純利益は920百万円（同74.1％増）となりました。 
なお、上記の前年同期比増減率は参考数値として記載しております。 
  
  

  

① 財政状態の変動状況 
総資産は前連結会計年度末（平成20年3月末）対比1,970百万円増加しました。これは売上高の増加に伴

う受取手形及び売掛金の増加750百万円、たな卸資産の増加1,589百万円が主な要因であります。負債は前
連結会計年度末（平成20年3月末）対比1,399百万円増加しました。支払手形及び買掛金が1,397百万円増
加したことが主な要因であります。純資産については、前連結会計年度末（平成20年3月末）対比571百万
円の増加となりました。この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比1.1％低下し57.2％となりまし
た。 
  
②キャッシュ・フローの状況 
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,653百万円、減価償却費1,325百万

円、たな卸資産の増加1,589百万円を主因として1,022百万円の増加となりました。投資活動によるキャッ
シュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,622百万円を主因として1,776百万円の支出となりまし
た。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払409百万円を主因として465百万円の支出となり
ました。以上の結果、現金及び現金同等物の当第2四半期末残高は、前連結会計年度末比1,219百万円減少
して4,169百万円となりました。 
  

  

対先発医薬品メーカー、競合他社との競争が激化する中、新製品の拡売、市場開拓に注力し売上高の拡
大に取り組む一方で、経費については効率的な運用を図ってまいります。 
なお、平成21年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年８月８日発表の数値を変更してお

りません。 
  

  

【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。 
  

  

① 簡便な会計処理 
 該当事項はありません。 
  
② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
 該当事項はありません。 

  

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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたこと

に伴い、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）によ

り算定しております。この結果、当第２四半期連結累計期間においては従来の方法によった場合に比べて、営

業利益が540,236千円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ294,235千円減少しておりま

す。 

  
（追加情報）平成20年度の法人税法改正に伴い、当社及び連結子会社は主として機械設備について法人税法の改

正による法定耐用年数の延長に伴い、第１四半期連結会計期間より耐用年数の延長を行っております。この結

果、当第２四半期連結累計期間においては従来と同一の方法によった場合と比べて売上総利益が58,658千円、

営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ59,947千円増加しております。 

  

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
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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：千円） 

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 4,169,674 5,388,857 

受取手形及び売掛金 16,062,549 15,312,090 

商品及び製品 7,008,089 6,649,094 

仕掛品 3,114,441 2,742,994 

原材料及び貯蔵品 4,967,421 4,108,079 

繰延税金資産 1,159,857 709,886 

その他 424,978 452,642 

貸倒引当金 △23,471 △22,380 

流動資産合計 36,883,540 35,341,265 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 15,735,550 15,882,507 

機械装置及び運搬具（純額） 6,034,816 5,480,113 

土地 4,861,590 4,861,590 

建設仮勘定 1,773,537 1,564,206 

その他（純額） 1,079,761 1,066,650 

有形固定資産合計 29,485,255 28,855,068 

無形固定資産 668,167 762,619 

投資その他の資産 

投資有価証券 655,604 820,925 

長期貸付金 274,326 216,338 

長期前払費用 83,900 90,481 

繰延税金資産 6,878 － 

その他 241,015 261,721 

貸倒引当金 △32,449 △53,104 

投資その他の資産合計 1,229,276 1,336,361 

固定資産合計 31,382,699 30,954,049 

資産合計 68,266,240 66,295,315 
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（単位：千円） 

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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 8,300,960 6,903,729 

短期借入金 5,092,256 4,143,616 

未払金 3,296,562 3,798,777 

未払法人税等 1,095,909 821,156 

賞与引当金 817,464 813,918 

役員賞与引当金 24,895 44,625 

返品調整引当金 160,232 154,390 

売上割戻引当金 804,178 263,480 

その他 210,646 207,822 

流動負債合計 19,803,106 17,151,515 

固定負債 

長期借入金 6,486,770 7,490,288 

退職給付引当金 138,858 169,169 

役員退職慰労引当金 197,443 387,408 

繰延税金負債 139,272 207,017 

負ののれん 36,097 41,948 

その他 688,364 642,725 

固定負債合計 7,686,806 8,938,556 

負債合計 27,489,912 26,090,072 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,501,654 11,501,654 

資本剰余金 11,825,350 11,825,350 

利益剰余金 15,597,551 15,068,919 

自己株式 △1,819 △1,280 

株主資本合計 38,922,737 38,394,644 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 136,665 234,216 

評価・換算差額等合計 136,665 234,216 

新株予約権 20,836 － 

少数株主持分 1,696,088 1,576,381 

純資産合計 40,776,327 40,205,242 

負債純資産合計 68,266,240 66,295,315 
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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：千円） 

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 21,367,557 

売上原価 12,170,188 

売上総利益 9,197,369 

販売費及び一般管理費 7,397,234 

営業利益 1,800,134 

営業外収益 

受取利息及び配当金 9,139 

受取補償金 17,055 

その他 26,971 

営業外収益合計 53,165 

営業外費用 

支払利息 86,181 

その他 39,983 

営業外費用合計 126,164 

経常利益 1,727,135 

特別利益 969 

特別損失 

投資有価証券評価損 49,999 

固定資産除却損 22,413 

その他 2,396 

特別損失合計 74,809 

税金等調整前四半期純利益 1,653,296 

法人税、住民税及び事業税 1,053,252 

法人税等調整額 △456,824 

法人税等合計 596,428 

少数株主利益 136,826 

四半期純利益 920,041 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

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 1,653,296 

減価償却費 1,325,156 

売上債権の増減額（△は増加） △750,459 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,589,783 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,444,965 

未払金の増減額（△は減少） △766,126 

その他 614,799 

小計 1,931,848 

利息及び配当金の受取額 9,139 

利息の支払額 △85,118 

法人税等の支払額 △833,536 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022,333 

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 △1,622,849 

無形固定資産の取得による支出 △46,510 

長期貸付けによる支出 △70,000 

長期貸付金の回収による収入 11,951 

投資有価証券の取得による支出 △50,000 

その他 970 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,776,437 

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） 1,000,000 

長期借入れによる収入 50,000 

長期借入金の返済による支出 △1,104,878 

自己株式の取得による支出 △539 

配当金の支払額 △392,542 

少数株主への配当金の支払額 △17,119 

財務活動によるキャッシュ・フロー △465,079 

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） △1,219,183 

現金及び現金同等物の期首残高 5,388,857 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,169,674 
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該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 
 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） 

 当社及び連結子会社の事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び市場等の類似性を考慮した結果、医療

用医薬品の製造及び販売を中心とする「製薬事業」に属しているため、事業の種類別セグメント情報の記載を

しておりません。 

  
② 所在地別セグメント情報 
 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、該当事項はありません。 

  
③ 海外売上高 
 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

(6) 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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前年同四半期に係る財務諸表 

(1) （要約）中間連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科目

 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)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 18,037,901

Ⅱ 売上原価 9,779,433

  売上総利益 8,258,467

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,677,875

  営業利益 1,580,592

Ⅳ 営業外収益 46,152

Ⅴ 営業外費用 366,715

  経常利益 1,260,029

Ⅵ 特別損失 221,562

  税金等調整前四半期純利益 1,038,466

  法人税、住民税及び事業税 525,042

  法人税等調整額 △94,943

  少数株主利益 79,849

  四半期純利益 528,518
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(2) （要約）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(千円)

Ⅰ 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 1,038,466

 減価償却費 1,275,754

 売上債権の増減額（△は増加） △ 427,137

 たな卸資産の増減額（△は増加） 917,447

 仕入債務の増減額（△は減少） △ 308,918

 未払金の増減額（△は減少） 195,214

 その他 693,524

 小計 3,384,351

 利息及び配当金の受取額 9,272

 利息の支払額 △ 90,402

 法人税等の支払額 △ 966,892

 営業活動によるキャッシュ・フロー 2,336,329

Ⅱ 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 △ 3,666,929

 その他 △ 165,236

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,832,165

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 長期借入金による増加 700,000

 長期借入金の返済による支出 △ 1,566,108

 配当金の支払額 △ 392,544

 少数株主への配当金の支払額 △ 78,166

 その他 △78

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,336,896

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） △ 2,832,733

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,360,093

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,527,359
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