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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 6,109 ― 119 ― 127 ― 62 ―

20年3月期第3四半期 5,616 △9.7 211 ― 219 ― 277 ―

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 3.03 ―

20年3月期第3四半期 13.43 ―

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 11,672 7,030 60.2 342.90
20年3月期 10,808 7,132 66.0 344.81

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,030百万円 20年3月期  7,132百万円

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 ― 0.00 ― 5.00 5.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 5.00 5.00

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 8,100 9.6 130 △47.2 120 △54.0 350 △3.2 16.92

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  

(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。  

(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。  

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3四半期  20,750,000株 20年3月期  20,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  246,334株 20年3月期  63,828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  20,672,558株 20年3月期第3四半期  20,689,442株
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当第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日までの９ケ月)におけるわが国経済は、
米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安による影響が実体経済に反映し、株式市場
や外国為替市場が大きく変動することなどにより、企業収益の悪化や個人消費の弱まりなど景気が悪化
し、下振れ懸念が高まる状況で推移しました。 
 また健康関連業界においても、平成20年４月に施行された特定保健指導制度に触発された「メタボブー
ム」が相応の消費マインドを支えているものの、景気を背景とした消費者心理の悪化とそれに伴う生活防
衛意識の高まりなど厳しい環境が続いております。 
 このような状況の中、当社グループは業績の縮小均衡を打破することを主眼として、主力商品の一つで
ある「ビフィーナ」に対して通信販売・国内小売店販売の両面において積極的な販売促進活動を行うなど
期初から前向きな施策展開を実施して参りました。 
 その結果、当第３四半期累計期間における売上高は6,109百万円(前年同期比493百万円増)と増加いたし
ましたが、通信販売事業の競合激化による粗利率の低下などにより売上総利益率が49.8％(前年同期
50.5％)と伸び悩み、売上総利益は3,039百万円(前年同期比203百万円増)となりました。 
 またプロモーション費の前倒し実施等営業経費が増加(広告宣伝費・販売促進費は前年同期比129百万円
増)及び大阪テクノセンター建設及び本社移転による諸経費が増加したことにより、営業利益は119百万円
(前年同期比91百万円減)、経常利益は127百万円(前年同期比92百万円減)、四半期純利益は62百万円(前年
同期比215百万円減)となりました。 
  

【分野別の売上状況】 

 
  
健康食品の通信販売を中心としたヘルスケア分野においては、主力商品の「ビフィーナ」に重点を置い

た積極的な販売促進活動を実施した結果、「ビフィーナ」は前年同期比294百万円増(前年同期比36％増)
と引き続き好調に推移しましたが、価格競争の激しい青汁など他商品は苦戦を強いられました。 
 メディカルケア分野では、電子体温計へのシフトに伴う水銀体温計の販売中止告知活動(平成21年３月
廃番予定)により売上が減少していることと、「メディケア」のリニューアル効果が不十分なこともあり
同分野の商品売上は減少。さらに、「銀粒仁丹」を含むオーラルケア分野では一部商品の整理を行ったこ
とから前年同期比で売上は減少しております。 
 一方、カプセル受託事業分野では、プロバイオティクス及び機能性カプセルが好調なうえ、ジェネリッ
ク関連の受託量増加や新規のフレーバー関連の受託に成功したこと等が功を奏し、前年同期比55.9％増と
売上は好調に推移しております。 

  
  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末と比較して864百万円増加し、11,672百万円となりま
した。特に大阪テクノセンター(大阪工場・研究開発施設)の建設及び新本社棟購入などにより流動資産は
2,426百万円減少し4,407百万円となり、固定資産は3,219百万円増加し7,193百万円となりました。 
 負債合計は、新本社棟の購入資金の一部として1,000百万円の取引銀行からの長期の金融調達を行った
ことにより、前連結会計年度末と比較して965百万円増加し、4,641百万円となりました。 
 純資産合計は、自己株式取得や有価証券評価差額などにより101百万円減少し、7,030百万円となりまし
た。 

【キャッシュ・フローの状況】 

当第３四半期末における現金及び現金同等物(以下資金という)は2,024百万円となり、前連結会計年度
末に比べ1,464百万円減少いたしました。 

・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

区分
当第３四半期累計期間 前年同期比売上高増減

売上高 
(百万円)

構成比
(％)

金額
(百万円)

増減率 
(％)

オーラルケア 385 6.3 △131 △25.4

ヘルスケア 2,905 47.6 114 4.1

メディカルケア 342 5.6 △104 △23.4

カプセル(受託) 2,037 33.4 730 55.9

その他 438 7.1 △115 △20.8

合計 6,109 100.0 494 8.8

2. 連結財政状態に関する定性的情報

森下仁丹㈱(4524)平成21年３月期　第３四半期決算短信

－2－



(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果減少した資金は126百万円となりました。たな卸資産や仕入債務の動きの影響もありま
すが、特に売上債権の増加440百万円が大きく影響しております。これは売上増加に伴う売上債権の増加
に加え 前連結会計年度末に債権流動化242百万円を実施していた影響によるものです。(当第３四半期末
には債権流動化を実施しておりません。) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は2,118百万円となりました。これは前述の大阪テクノセンター建設・新
本社購入に伴う土地建物や機械設備の取得費3,137百万円に対して予め用意していた定期預金の取り崩
し・投資有価証券の売却により1,300百万円を調達したこと等によるものです。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動に多額の資金を要したことから新本社購入に際して金融機関から長期借入金1,000百万円を調
達し、その結果として財務活動によるキャッシュフローは780百万円となりました。 

  
  

足元の経営環境は厳しくなっておりますが、平成20年10月29日に公表した平成21年３月期の修正通期連
結予想につきましては現在のところ変更はありません。 
 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの
であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  
  
  

該当事項はありません。 
  

１．棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 
  

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。 
  
・棚卸資産の評価基準及び評価方法 
「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を第１四半期連結

会計期間から適用し、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、この変更による損益への影響は軽微であります。 
  
・重要な減価償却資産の減価償却の方法 
従来、当社は有形固定資産（但し、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は除く。）

及び仁丹ミラセル工場びわ湖を除く。）の減価償却の方法は定率法によっておりましたが、当第３四半
期連結会計期間より定額法を採用することに変更いたしました。 
 この変更は、構造改革の一環による本社の移転を契機に、有形固定資産の使用状況を検討した結果、
その維持修繕に係わる費用が毎期平準的に発生しており、設備の陳腐化が少なく、設備投資効果が相当
期間にわたって平均的に発現すると見込まれることから、期間損益をより適正に表示するために行った
ものであります。 
 この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は
３百万円増加しております。 
 また、本社の移転が当第３四半期に行われたため、第2四半期連結累計期間は従来の方法によってお
ります。従って、第２四半期連結累計期間は、変更後の方法によった場合と比べて、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９百万円少なく計上されております。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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：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 2,024 3,789

受取手形及び売掛金 1,202 762

有価証券 － 1,000

商品及び製品 546 571

仕掛品 205 304

原材料及び貯蔵品 229 211

その他 202 199

貸倒引当金 △4 △3

流動資産合計 4,407 6,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,889 1,022

機械装置及び運搬具（純額） 628 65

土地 2,019 916

建設仮勘定 41 627

その他（純額） 144 37

有形固定資産合計 5,724 2,669

無形固定資産 170 92

投資その他の資産   

投資有価証券 1,105 1,052

その他 194 159

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 1,299 1,212

固定資産合計 7,193 3,974

繰延資産 71 －

資産合計 11,672 10,808
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,151 1,094

短期借入金 170 80

未払法人税等 18 35

返品調整引当金 30 25

賞与引当金 56 82

その他 985 857

流動負債合計 2,411 2,175

固定負債   

長期借入金 900 70

退職給付引当金 282 268

繰延税金負債 544 549

その他 502 612

固定負債合計 2,230 1,500

負債合計 4,641 3,675

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,537 3,537

資本剰余金 963 963

利益剰余金 2,583 2,624

自己株式 △95 △58

株主資本合計 6,989 7,066

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 41 65

評価・換算差額等合計 41 65

純資産合計 7,030 7,132

負債純資産合計 11,672 10,808
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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 6,109

売上原価 3,069

売上総利益 3,039

販売費及び一般管理費  

販売促進費 629

広告宣伝費 589

人件費 655

賞与引当金繰入額 26

退職給付引当金繰入額 21

貸倒引当金繰入額 4

その他 993

販売費及び一般管理費合計 2,919

営業利益 119

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 9

その他 2

営業外収益合計 23

営業外費用  

支払利息 6

その他 9

営業外費用合計 15

経常利益 127

特別利益  

固定資産売却益 6

その他 4

特別利益合計 10

特別損失  

本社移転費用 45

その他 9

特別損失合計 54

税金等調整前四半期純利益 83

法人税、住民税及び事業税 16

法人税等調整額 3

法人税等合計 20

四半期純利益 62
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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 83

減価償却費 104

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0

返品調整引当金の増減額（△は減少） 5

賞与引当金の増減額（△は減少） △25

受取利息及び受取配当金 △20

支払利息 6

有形固定資産売却損益（△は益） △6

本社移転費用 45

売上債権の増減額（△は増加） △440

たな卸資産の増減額（△は増加） 84

仕入債務の増減額（△は減少） 56

その他 △26

小計 △119

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △6

法人税等の支払額 △31

営業活動によるキャッシュ・フロー △126

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 300

有価証券の償還による収入 1,000

有形固定資産の取得による支出 △3,137

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △83

貸付けによる支出 △30

その他 △169

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,118

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,000

長期借入金の返済による支出 △80

配当金の支払額 △102

その他 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,464

現金及び現金同等物の期首残高 3,489

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,024
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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。 

  

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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(要約) 前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目

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)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 5,616

Ⅱ 売上原価 2,779
売上総利益 2,836

Ⅲ 販売費及び一般管理費
 １ 販売促進費 618

 ２ 広告宣伝費 470

 ３ 人件費 576

 ４ 賞与引当金繰入額 15

 ５ 退職給付引当金繰入額 18

 ６ 減価償却費 7

 ７ 研究開発費 294

 ８ その他 623
   販売費及び一般管理費合計 2,624

営業利益 211

Ⅳ 営業外収益
 １ 受取利息 11

 ２ 受取配当金 9

 ３ 持分法による投資利益 12

 ４ 不動産管理料 4

 ５ 製品回収補償金 4

 ６ その他 6
   営業外収益合計 49

Ⅴ 営業外費用
 １ 支払利息 5

 ２ たな卸資産処分損 29

 ３ その他 6
   営業外費用合計 41

経常利益 219

Ⅵ 特別利益
 １ 投資有価証券売却益 69

 ２ 固定資産売却益 9

 ３ その他 14
   特別利益合計 92

Ⅶ 特別損失
 １ 固定資産処分損 1

 ２ 固定資産売却損 1

 ３ その他 4
   特別損失合計 6

  税金等調整前四半期純利益 305

  税金費用 27
  四半期純利益 277
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(要約) 前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)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前四半期純利益 305

 ２ 減価償却費 57

 ３ 引当金の増減額（△は減少） △ 62

 ４ 受取利息及び受取配当金 △ 21

 ５ 支払利息 5

 ６ たな卸資産処分損 29

 ７ 持分法による投資利益 △ 12

 ８ 投資有価証券売却益 △ 69

 ９ 有形固定資産売却益 △ 9

 10 有形固定資産売却損・処分損 2

 11 売上債権の増加額 △ 369

 12 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 20

 13 仕入債務の増減額（△は減少） 325
 14 その他 △ 289

小計 △ 129

 15 利息及び配当金の受取額 13
 16 利息の支払額 △ 5
 17 法人税等の支払額 △ 1,181

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 1,302

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー
 １ 有価証券の取得による支出 △ 500

 ２ 投資有価証券の取得による支出 △ 1,154

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 715

 ４ 有形固定資産の売却による収入 15

 ５ 長期前払費用の支出 △ 14

 ６ 投資有価証券の売却による収入 115

 ７ 貸付金の回収による収入 30
 ８ その他 △ 154

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,377

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー
 １ 短期借入金の減少額（純額） 0

 ２ 長期借入金の返済による支出 △ 771

 ３ 配当金の支払額 △ 51
 ４ その他 △ 1

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 823

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 4,504

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 8,590

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,086

森下仁丹㈱(4524)平成21年３月期　第３四半期決算短信

－10－




