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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 44,418 ― 7,644 ― 7,792 ― 5,032 ―

20年3月期第2四半期 45,729 5.6 7,546 11.2 7,360 16.3 4,204 △51.2

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 71.36 ―

20年3月期第2四半期 59.61 ―

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 128,341 74,295 57.2 1,041.73
20年3月期 135,146 72,411 53.0 1,015.46

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  73,473百万円 20年3月期  71,623百万円

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 ― 10.00 ― 13.00 23.00
21年3月期 ― 17.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 17.00 34.00

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 89,700 △5.4 16,400 3.7 16,400 7.5 10,400 13.8 147.45

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  有  

（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。  

(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 
・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。 
・業績予想につきましては、発表日現在の見通しに基づくものであり、様々な不確定要素によって実際の業績が予想数値と異なることがあります。 

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 有

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  70,771,662株 20年3月期  70,771,662株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  241,046株 20年3月期  239,169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  70,531,715株 20年3月期第2四半期  70,534,313株
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【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２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日）の売上高は、前年同期

に比べ2.9％減の444億１千８百万円となりました。利益につきましては、営業利益76億４千４百

万円（前年同期比1.3％増）、経常利益77億９千２百万円（前年同期比5.9％増）、四半期純利益

50億３千２百万円（前年同期比19.7％増）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①医薬品事業 

主力製品である医療用漢方製剤につきましては、本年４月に薬価改定が実施され医薬品市場

環境が厳しい中、医師・薬剤師を対象とする「漢方医学セミナー」や講演会・研究会などの開

催、医療用漢方製剤の適正使用に関する情報提供活動および有効性・安全性に関する情報収

集・伝達活動などにより、さまざまな領域の疾患に漢方製剤が使用された結果、129処方中108

処方が前年同期の売上げを上回りました。 

特に育薬処方である「ツムラ六君子湯」「ツムラ抑肝散」「ツムラ大建中湯」につきまして

は、各種臨床研究と、それを裏付ける基礎研究が進み、情報提供活動を展開してきました結果、

３処方合わせて、前年同期に比べて14.7％伸長しており、売上増に貢献しております。 

②家庭用品事業 

当社は、連結子会社として家庭用品事業を営んでおりましたツムラ ライフサイエンス株式

会社の全株式を平成20年８月29日に株式会社プルメリアに譲渡し、ツムラ ライフサイエンス

株式会社を当第２四半期連結会計期間より連結の範囲から除外しております。これに伴い、当

社グループの事業は、当第２四半期連結会計期間より医薬品事業のみとなっております。 

 

なお、前年同期比につきましては参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、ツムラ ライフサイエンス株式会社の連結除

外による減少及び株価下落による投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ68億５

百万円減少し、1,283億４千１百万円となりました。 

負債合計は、ツムラ ライフサイエンス株式会社の連結除外による減少、未払法人税等の減少、

長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ86億８千９百万円減少し、540億４千５百

万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ18億８千４百万円増加し、742億９千５百万円となり、自

己資本比率は4.2ポイント上昇し、57.2％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、期首に比べ１億１千６百万円増

加し、138億３千４百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは32億８千３百万円の増加、投資活動によるキャッシュ・

フローは１億円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは32億６千２百万円の減少となりま

した。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年８月５日に公表しました通期の業績予想につきましては、医療用漢方製剤の売上高が

堅調に推移していることを勘案し、売上高は前回予想から13億円増の897億円、営業利益は同４億

円増の164億円、経常利益は同１億円増の164億円、当期純利益は同４億円増の104億円と修正いた
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します。 

 

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） 

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 

一部の連結子会社は、当連結会計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に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。 

なお、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」は合わせて「法人税等」に表示し

ております。 

 

(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会計基準等の改正に伴う変更 

・「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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。 

 

・「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

当第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。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

・「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

この変更による損益への影響はありません。 

 

・「リース取引に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成

５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企

業会計基準適用指針第16号）を早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 
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②①以外の変更 

・有形固定資産の耐用年数の変更 

当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数につきましては、当第１四半期連結会計期間よ

り、法人税法の改正を契機として見直しを行い、従来の耐用年数を変更しております。 

この結果、従来の方法に比べ、売上総利益は50百万円増加し、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54百万円増加しております。 
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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 11,795  13,833

  受取手形及び売掛金 28,349  30,383

  有価証券 2,149  109

  商品及び製品 4,004  4,250

  仕掛品 6,751  6,430

  原材料及び貯蔵品 8,986  8,970

  その他 4,385  4,762

  貸倒引当金 △13  △14

  流動資産合計 66,408  68,724

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 43,571  46,716

   その他 45,315  48,595

   減価償却累計額 △50,395  △55,060

   有形固定資産合計 38,491  40,251

  無形固定資産 499  1,290

  投資その他の資産  

   投資有価証券 19,229  21,653

   その他 3,767  3,296

   貸倒引当金 △54  △70

   投資その他の資産合計 22,941  24,879

  固定資産合計 61,933  66,421

 繰延資産 －  0

 資産合計 128,341  135,146
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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) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 2,827  3,467

  短期借入金 26,604  27,503

  未払法人税等 2,361  3,516

  返品調整引当金 14  62

  その他 11,564  13,744

  流動負債合計 43,372  48,294

 固定負債  

  長期借入金 696  2,069

  退職給付引当金 1,350  1,526

  その他 8,626  10,844

  固定負債合計 10,673  14,440

 負債合計 54,045  62,734

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 19,487  19,487

  資本剰余金 1,940  1,940

  利益剰余金 48,338  44,349

  自己株式 △373  △368

  株主資本合計 69,393  65,409

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 2,714  4,680

  繰延ヘッジ損益 △382  △685

  土地再評価差額金 1,775  2,041

  為替換算調整勘定 △26  176

  評価・換算差額等合計 4,080  6,213

 少数株主持分 822  788

 純資産合計 74,295  72,411

負債純資産合計 128,341  135,146
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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  44,418

売上原価  14,745

売上総利益  29,673

販売費及び一般管理費  22,029

営業利益  7,644

営業外収益  

 受取利息  16

 受取配当金  227

 為替差益  174

 その他  218

 営業外収益合計  636

営業外費用  

 支払利息  303

 持分法による投資損失  65

 その他  120

 営業外費用合計  489

経常利益  7,792

特別利益  

 投資有価証券売却益  261

 関係会社売却益  1,350

 特別利益合計  1,612

特別損失  

 固定資産売却損  1

 固定資産除却損  113

 減損損失  326

 工場リニューアル費用  727

 特別損失合計  1,169

税金等調整前四半期純利益  8,234

法人税等  3,164

少数株主利益  37

四半期純利益  5,032
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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 8,234 

 減価償却費 1,600 

 減損損失 326 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 

 受取利息及び受取配当金 △244 

 支払利息 303 

 持分法による投資損益（△は益） 65 

 有形固定資産除売却損益（△は益） 115 

 売上債権の増減額（△は増加） 467 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,213 

 仕入債務の増減額（△は減少） △480 

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △261 

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △41 

 関係会社売却損益（△は益） △1,350 

 その他 △519 

 小計 6,992 

 利息及び配当金の受取額 234 

 利息の支払額 △328 

 法人税等の支払額 △3,614 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,283 

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 △1,982 

 有形固定資産の売却による収入 488 

 無形固定資産の取得による支出 △56 

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,012 

 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 486 

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 4,511 

 貸付けによる支出 △3 

 貸付金の回収による収入 10 

 定期預金の預入による支出 △2,506 

 定期預金の払戻による収入 120 

 その他の支出 △112 

 その他の収入 158 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 100 

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 1,096 

 短期借入金の返済による支出 △1,484 

 長期借入れによる収入 8 

 長期借入金の返済による支出 △1,891 

 自己株式の取得による支出 △5 

 配当金の支払額 △832 

 その他 △154 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,262 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 116 

現金及び現金同等物の期首残高 13,718 

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,834 
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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） 

 

 
医薬品事業 

(百万円) 

家庭用品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 41,651 2,766 44,418 －  44,418 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － －  － 

計 41,651 2,766 44,418 －  44,418 

営業利益 7,642 1 7,644 －  7,644 

(注) １ 事業の区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び販売方法の類似性を考慮し、医薬品事

業・家庭用品事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 

(1) 医薬品事業 

医療用医薬品、一般用医薬品 他 

(2) 家庭用品事業 

入浴剤、身体洗浄剤、ヘアケア製品、浴室洗浄剤 他 

３ 当社連結子会社として家庭用品事業を営んでおりましたツムラ ライフサイエンス株式会社は当第２四

半期連結会計期間より子会社ではなくなり、連結の範囲から除外しております。これにより、当社グル

ープの事業は、当第２四半期連結会計期間より医薬品事業の単一事業となっております。 

 

【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） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

【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％未満であるため、海外売上高の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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「参考資料」 

（１）前中間連結損益計算書 

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） 
科目 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 45,729 

Ⅱ 売上原価 

売上総利益 

14,990 

30,738 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 23,192 

営業利益 7,546 

Ⅳ 営業外収益 

１ 受取利息 

２ 受取配当金 

３ 為替差益 

４ 持分法による投資利益 

５ その他の営業外収益 

Ⅴ 営業外費用 

１ 支払利息 

２ たな卸資産処分損 

３ その他の営業外費用 

（        435）

25 

188 

6 

42 

171 

（        621）

363 

66 

191 

経常利益 7,360 

Ⅵ 特別利益 

１ 固定資産売却益 

Ⅶ 特別損失 

１ 固定資産売却損 

２ 固定資産除却損 

３ 関係会社株式評価損 

（         1）

1 

（        226）

0 

44 

181 

税金等調整前中間純利益 7,135 

法人税、住民税及び事業税 

法人税等調整額 

2,480 

429 

少数株主利益 20 

中間純利益 4,204 
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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） 
 

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 

２ 減価償却費 

３ 貸倒引当金の増加額 

４ 受取利息及び受取配当金 

５ 支払利息 

６ 持分法による投資損益 

７ 有形固定資産除却・売却損益 

８ 売上債権の減少額 

９ たな卸資産の増加額（△） 

10 仕入債務の増加額 

11 退職給付引当金の減少額（△） 

12 その他 

7,135

1,670

39

△214

363

△42

39

411

△1,779

521

△78

△458

小計 7,608

13 利息及び配当金の受取額 

14 利息の支払額 

15 法人税等の支払額 

200

△372

△7,919

営業活動によるキャッシュ・フロー △483

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 

２ 有形固定資産の売却による収入 

３ 無形固定資産の取得による支出 

４ 投資有価証券の取得による支出 

５ 貸付による支出 

６ 貸付金の回収による収入 

７ 定期預金の預入による支出 

８ 定期預金の払戻による収入 

９ その他投資の取得による支出 

10 その他投資の売却・回収による収入

△1,719

9

△45

△6

△5

12

△23

12

△106

232

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,639
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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） 
 

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 短期借入金の返済による支出 

３ 長期借入金の返済による支出 

４ 自己株式の取得による支出 

５ 配当金の支払額 

1,563

△1,162

△3,699

△5

△706

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,011

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 37

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額（△） △6,096

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 19,812

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 13,716

 

 

（３）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 医薬品事業

(百万円) 

家庭用品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高 

(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 

39,274

―

6,455

―

45,729

―

 

― 

― 

45,729

―

計 39,274 6,455 45,729 ― 45,729

営業費用 32,113 6,069 38,182 ― 38,182

営業利益 7,160 385 7,546 ― 7,546

 

 
 


