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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 35,435 ― 838 ― 666 ― △27 ―

20年3月期第3四半期 33,874 1.7 △321 ― △495 ― 347 △13.4

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3四半期 △0.30 ―

20年3月期第3四半期 3.83 ―

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3四半期 66,451 26,754 40.3 295.24
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3四半期  26,754百万円 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  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 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3四半期  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3四半期  3,889,737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3四半期  90,650,413株 20年3月期第3四半期  90,705,828株
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当連結会計年度の第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、戦後 長の好景気の息切れ局面から
期央に至って米国発の金融危機の急激な顕在化で世界的な為替、株式相場の大混乱を招き１００年に一度
の暴風に見舞われる緊迫した経済情勢となり、需要の縮小、物価の凋落とインフレ経済からデフレ不況へ
急転直下の世界同時不況の様相で、自動車、電機など主力産業をはじめ内外需関連の不振、さらには金
融、不動産、建設へと業績悪化の連鎖が拡大する先行き不透明感が増す景況感となってまいりました。 
この間、医薬品業界におきましては、薬価改定年度で業界平均５．２％の引き下げ影響が愈々市場に浸

透してくる厳しい環境の中、後期高齢者医療制度の本格化、ジェネリック薬処方の促進などの医療費抑制
策の進展、さらには、急激な雇用情勢悪化などによる健康保険制度の不安も漂うなかの少子高齢化の市場
環境での外資攻勢を含めた市場競争は一段と厳しく、製造、流通ともに経営統合による競争力強化への業
界再編の動きも活発化する状況となっております。また、注目のiＰＳ細胞（新型万能細胞）応用の治療
技術開発が全世界規模で展開され、国民病のひとつ糖尿病治療領域でもiＰＳ細胞による再生医療が注目
されるなど医療技術の高度化によって新しい市場ニーズが惹起されつつあり年間３３兆円の医療市場が２
０２５年には１００兆円規模に膨らむとする試算もあり、国民医療費抑制策との駆引の間で厳しい市場環
境が続くことは否めない情勢になっております。 
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、期初に実施された

薬価改定の影響が全製品平均で３．６％の引き下げとなり、主力の透析剤が大型先発医薬品並みの下げ幅
となり大きな減収影響を受けましたが、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」の倍増ペースの著伸の寄与などの営業努力の奏効で売上高の維持を図ることができ、また、ヘパリ
ンナトリウム製剤や低分子ヘパリンでの減収要因もカバーしてグループ全体の当第３四半期連結累計期間
の売上高は３５４億３５百万円（前年同期比１０４．６％）と、通期目標ペースの増収となっておりま
す。主要製品では、透析剤が伸び悩むものの生理食塩液、補液など透析関連が順調であり、注目のリクセ
ルが目標を大幅に上回る伸びとなっております。なお、不動産部門は所有施設の稼働率が比較的に安定し
ており当四半期の売上高は１億９４百万円（前年同期比９７．８％）となっております。一方、利益面に
おきましては、医薬品部門の売上原価率の引き下げ努力もあって、営業利益が８億３８百万円（前年同期
は３億２１百万円の損失）と通期目標に迫り、経常利益では６億６６百万円（前年同期は４億９５百万円
の損失）と通期目標の８割強に達し、収益改善が順調ながら、当四半期純利益は、法人税等調整額が５億
円近くに嵩み、２７百万円の損失計上が止むなくなっております。  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権および棚卸資産の増加などにより前連結会計年度末
より９億６１百万円増加し６６４億５１百万円に、負債は、仕入債務、借入金の増加などにより２２億９
百万円増加し３９６億９６百万円に、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
１２億４８百万円減少して２６７億５４百万円となっております。  
なお、自己資本比率は２．５ポイント低下しております。  
  

当連結会計年度の通期見通しにつきましては、経済情勢が混沌とするなか世界の同時不況下、わが国の
経済成長率も戦後初めてのマイナス成長という日銀観測が出る将に厳寒景気が予想され、医薬品業界を取
り巻く環境は一段と厳しさを増す状況で、当社グループといたしましても、主柱の医薬品部門において、
基幹製品の透析剤の薬価維持に全力を挙げ、透析関連の準主力製品の薬価堅守やヘパリンナトリウム製剤
の市場建て直しなど当面する喫緊の経営課題に注力して業績の確保に努めるとともに、第Ⅱ、Ⅲ相臨床試
験に入って新薬承認へ向け大詰めの抗腫瘍がんワクチン療法の新生血管阻害剤ＯＴＳ１０２（膵がん適
用）の開発期待を含め中・長期政策の進展とともに経営の安定へ邁進いたすところでございます。 
なお、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７億７

０百万円および当期純利益８０百万円の前回予想の変更はいたしておりません。 
  

  

【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。 
  

  

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３四半期連結累計期間）   

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３四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28百万円減少しております。  

  

（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３四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78百万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

 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,124 4,817

受取手形及び売掛金 22,140 20,433

商品 1,512 894

製品 2,959 2,855

半製品 710 699

原材料 680 597

仕掛品 171 166

その他 1,654 2,236

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 33,952 32,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,852 10,306

土地 11,571 11,434

その他（純額） 5,227 4,829

有形固定資産合計 26,651 26,570

無形固定資産 260 283

投資その他の資産 5,587 5,936

固定資産合計 32,499 32,790

資産合計 66,451 65,490

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,753 10,764

短期借入金 9,844 8,375

未払法人税等 21 78

賞与引当金 379 663

その他の引当金 393 324

その他 5,445 6,232

流動負債合計 28,838 26,437

固定負債   

社債 550 650

長期借入金 6,478 6,178

退職給付引当金 526 408

その他の引当金 229 237

その他 3,073 3,574

固定負債合計 10,858 11,049

負債合計 39,696 37,487
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 15,010 15,011

利益剰余金 6,624 7,195

自己株式 △1,389 △1,373

株主資本合計 31,004 31,592

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 182 801

繰延ヘッジ損益 △93 △51

土地再評価差額金 △4,338 △4,338

評価・換算差額等合計 △4,249 △3,589

純資産合計 26,754 28,003

負債純資産合計 66,451 65,490
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 35,435

売上原価 24,619

売上総利益 10,816

返品調整引当金繰入額 13

差引売上総利益 10,802

販売費及び一般管理費 9,963

営業利益 838

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 49

受取保険金 62

その他 125

営業外収益合計 256

営業外費用  

支払利息 224

その他 204

営業外費用合計 429

経常利益 666

特別利益  

投資有価証券売却益 44

投資事業組合運用益 8

その他 0

特別利益合計 53

特別損失  

たな卸資産関連損失 128

固定資産除却損 44

投資有価証券評価損 57

特別損失合計 230

税金等調整前四半期純利益 489

法人税、住民税及び事業税 29

法人税等調整額 487

法人税等合計 516

四半期純損失（△） △27
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 489

減価償却費 1,590

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） △8

投資有価証券評価損益（△は益） 57

固定資産除却損 42

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） △283

退職給付引当金の増減額（△は減少） 118

受取利息及び受取配当金 △68

支払利息 224

売上債権の増減額（△は増加） △1,707

たな卸資産の増減額（△は増加） △819

仕入債務の増減額（△は減少） 1,989

その他 △62

小計 1,510

利息及び配当金の受取額 64

利息の支払額 △220

法人税等の支払額 △145

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208

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 △1,770

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 69

定期預金の預入による支出 △550

その他 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,409

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） 1,150

長期借入れによる収入 2,450

長期借入金の返済による支出 △1,830

社債の償還による支出 △550

自己株式の売却による収入 4

自己株式の取得による支出 △21

配当金の支払額 △537

財務活動によるキャッシュ・フロー 663

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568

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 4,124
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)  

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「医薬品事業」の割合が、いずれも９

０％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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】

 【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
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(1)（要約）四半期連結損益計算書 

  前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

「参考」

（単位百万円：未満切捨て）

科   目

前四半期

（平成20年3月期

第3四半期）

売上高 33,874

売上原価 24,144

売上総利益 9,730

返品調整引当金戻入額 3

差引売上総利益 9,734

販売費及び一般管理費 10,055

営業利益 △ 321

営業外収益

受取利息 16

受取配当金 53

雑収入 129 199

営業外費用

支払利息 217

雑損失 155 373

経常利益 △ 495

特別利益

投資有価証券売却益 －

投資事業組合分配金 232

固定資産売却益 568 801

特別損失

訴訟関連損失 －

固定資産除却損 72

投資有価証券売却損 0

投資有価証券評価損 18

事業整理損 －

その他 － 91

税金等調整前四半期純利益 214

税金費用 △ 133

四半期純利益 347
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(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第３四半期連結累計期間（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

（単位百万円：未満切捨て）

科   目

当四半期

（平成20年3月期

第3四半期）

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 214

 ２ 減価償却費 1,643

 ３ 投資有価証券売却益 －

 ４ 投資事業組合分配金 △ 232

 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 66

 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） △ 388

 11 退職給付引当金等の増減額（△は減少） △ 25

 12 受取利息及び受取配当金 △ 69

 13 支払利息 217

 14 売上債権の増減額（△は増加） △ 1,025

 15 たな卸資産の増減額（△は増加） 94

 16 仕入債務の増減額（△は減少） 947

 17 その他資産の増減額（△は増加） 206

 18 その他負債の増減額（△は減少） △ 521

 19 役員賞与の支払額 －

    小計 579

 20 利息及び配当金の受取額 69

 21 利息の支払額 △ 225

 22 法人税等の支払額 △ 77

 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 374

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 △ 1,082

 ２ 有形固定資産売却による収入 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 0

 ６ その他投資の増減額（△は増加） △ 152

   投資活動によるキャッシュ・フロー 49

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 4,290

 ２ 短期借入金の返済による支出 △ 3,506

 ３ 長期借入れによる収入 2,980

 ４ 長期借入金の返済による支出 △ 2,703

 ５ 社債の償還による支出 △ 150

 ６ 自己株式の売却による収入 1

 ７ 自己株式の取得による支出 △ 17

 ８ 配当金の支払額 △ 533

   財務活動によるキャッシュ・フロー 361
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(又は減少額) 785

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 5,784
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