
 

  

 

 

 

 

平成 21 年 3 月 18 日 

各 位 

会 社 名 大 幸 薬 品 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 柴 田  仁 

（コード番号：4574  東証第二部） 

問合せ先 取締役財務本部長 吉 川 友 貞 

（ TEL. 06-6382-1135）

 

 

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

 当社は、本日平成 21 年３月 18 日に東京証券取引所市場第二部に上場致しました。 

今後とも、なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせ致します。 

 

以  上 



 

 

平成 21 年３月期  第３四半期決算短信 

平成 21 年３月 18 日 

上 場 会 社 名        大幸薬品株式会社         上場取引所      東 
コ ー ド 番 号         ４５７４                      ＵＲＬ   http://www.seirogan.co.jp/  
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）柴田 仁 
問合せ先責任者 （役職名）取締役財務本部長（氏名）吉川 友貞  ＴＥＬ 06－6382－1135  
 
 

（百万円未満切捨て）  

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） 
(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 4,666 － 816 － 758 －  400 － 

20 年３月期第３四半期 －  － －  －  －  －  －  －  
 

 
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 94.10  －   

20 年３月期第３四半期 －   －   

（注）当社は、20 年３月期第３四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、20 年３月期第３

四半期及び 21 年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 
 
(2) 連結財政状態 

 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 11,071 8,967 81.0  2,109.00  

20 年３月期    10,638 8,594 80.8  8,085.30  

（参考）自己資本 21 年３月期第３四半期 8,967 百万円  20 年３月期 8,594 百万円 

 
２．配当の状況 

 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 － 10.00 10.00 
21 年３月期 － 0.00 －                   

21 年３月期（予想）                            2.50 2.50 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

 
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） 

 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 6,118  10.4 864   28.6 789   15.6 417  15.8     98.16 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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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、５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） 
 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 
 ② ①以外の変更 ： 無 
［（注）詳細は、５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）  
  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 4,252,000 株  20 年３月期 1,063,000 株 
  ② 期末自己株式数 

21 年３月期第３四半期  － 株   20 年３月期 － 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 4,252,000 株  20 年３月期第３四半期  － 株 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情

報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因に

より大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に

あたっての注意事項等については、４ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

２．当社は、平成 20 年７月７日付で株式１株につき４株の株式分割を行っております。これ

に伴い、平成 21 年３月期（予想）の１株当たり配当金及び平成 21 年３月期の連結業績予

想の１株当たり当期純利益は、株式分割後の株式数にて算出しております。 

３．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。 
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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３四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く経営環境は、エネルギー・原材料価格の高
騰による企業収益への圧迫に加え、欧米経済の低迷や新興国・資源国の景気減速の影響を受け、外
需への依存による回復を続けてきた日本の景気は急速に悪化し始めております。特に期後半頃から
は資源価格が下落し、原材料等のコストは改善されておりますものの、それ以上に雇用や設備の過
剰感が鮮明となり、企業の収益環境とともに問題は深刻化しつつあります。 
 このような状況の下、企業収益の悪化要因である原材料価格の高騰や輸出の低迷等による影響は、
当社グループにとっては僅かでありましたため、期初からの方針通り『正露丸』や『セイロガン糖
衣Ａ』を中心とする既存事業の安定成長と、新規事業である感染管理事業の飛躍的成長を目指し、
引き続き研究開発と管理基盤の強化を進めてまいりました。 

これらの結果、第３四半期に入った昨年 10 月頃より感染管理製品の需要が急激に高まり、当第３
四半期連結累計期間の売上高は 4,666 百万円となりました。感染管理事業セグメントの売上高は、
平成 20 年３月期連結会計年度の 194 百万円に対し、当第３四半期連結累計期間においては既に 760
百万円と顕著に増加しており、さらに今後の成長へ期待が高まってきております。 

コスト面につきましては、製造経費の削減や販売数量増加に伴う生産性の向上により、売上原価
率が改善傾向にあります。具体的には、平成 20 年３月期連結会計年度通期の売上原価率に比べ、当
第３四半期連結累計期間は 3.0 ポイントダウンしております。販売費及び一般管理費につきまして
は、管理部門強化の必要性と感染管理事業の成長性を見込み、各ファンクションにおいて必要な人
材の確保を行ったこと並びに感染管理事業において研究開発をさらに強化しており、当第３四半期
連結累計期間の販売費及び一般管理費は 2,643 百万円と、平成 20 年３月期連結会計年度通期の水準
からすると増加傾向にあります。 

このような販売及び営業費用の状況により、当第３四半期連結累計期間の営業利益は 816 百万円
となり、また経常利益は 758 百万円となりました。営業利益、経常利益ともに現時点において平成
20 年３月期連結会計年度通期の水準を上回っており、好調に推移しております。一方、株式の時価
等の下落に伴い特別損失に投資有価証券評価損 143 百万円を計上する等により、当第３四半期連結
累計期間における四半期純利益につきましては 400 百万円となりました。 
 当第３四半期連結累計期間における主な事業の種類別セグメント並びに所在地別セグメントの業
績につきましては、次の通りであります。 
（主な事業の種類別セグメント） 

事業の種類別セグメントの業績につきましては、売上高は医薬品事業が 3,874 百万円、感染管理
事業が 760 百万円、その他事業が 31 百万円となりました。営業利益は医薬品事業が 1,675 百万円、
感染管理事業が 301 百万円、その他事業が４百万円となりました。医薬品事業につきましては、円
高の影響が輸出品に対して利益率の低下要因となりましたが、製造コストの削減等がこれを上回り、
当第３四半期連結累計期間の営業利益率は平成20年３月期連結会計年度通期に比べ2.8ポイント改
善しております。感染管理事業につきましては、当第３四半期頃から当社製品の需要が急激に拡大
し、売上高が増加しましたため、当第３四半期連結累計期間より営業利益段階で黒字に転換致しま
した。 
（主な所在地別セグメント） 
 所在地別セグメントの業績につきましては、外部顧客に対する売上高は、日本が 3,982 百万円、
中国・香港が 547 百万円、台湾が 137 百万円となりました。営業利益は、日本が 1,892 百万円、中
国・香港が 47 百万円、台湾が 37 百万円となりました。なお、当第３四半期連結累計期間において
成長著しい感染管理事業は、主に日本における売上高及び営業利益に含まれております。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 第３四半期連結会計期間末における総資産は 11,071 百万円となり、前連結会計年度末に比べて

432 百万円の増加となりました。第１四半期連結会計期間において当社吹田工場に隣接する土地を

購入致しましたこと等により、現金及び預金が減少致しましたが、第３四半期連結会計期間の販売

状況により売上債権が大幅に増加致しました。この結果、流動資産は前連結会計年度末に比べて 211

百万円増加し、5,866 百万円となりました。また、固定資産につきましては、保有する投資有価証

券の時価が低下し貸借対照表計上額が減少致しましたが、前述の土地勘定等の増加により前連結会

計年度末に比べて 221 百万円増加致しました。 

 負債の部の状況につきましては、販売量増加に伴う仕入債務の増加、役員退職慰労金等の引当金

の増加等により負債総額は 2,104 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 60 百万円増加致しまし

た。 

 純資産につきましては配当金の支払いや、保有する投資有価証券の時価の低下に伴うその他有価

証券評価差額金の減少等の要素がありましたが、四半期純利益による利益剰余金の増加により、前

連結会計年度末に比べて 372 百万円増加し、8,967 百万円となりました。なお、自己資本比率につ
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きましては、前連結会計年度末から 0.2 ポイント増加し、81.0％となっております。 

 当第３四半期連結累計期間のキャッシュ･フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以

下、「資金」という。）の第３四半期連結会計期間末残高は期首時点より 617 百万円減少し、2,169

百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により使用した資金は 89 百万円となりました。税金等調整前四半期純利益は 608 百万円

を計上しましたものの、主には売上債権の増加額 952 百万円が資金のマイナス要素として大きく影

響し、全体としては資金の減少となりました。 

（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 508 百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による

支出 526 百万円が要因となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 10 百万円となりました。これは、配当金の支払いによるものであ

ります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界的な不況が急速に拡大を続けており、日本企業も更なる輸出の減少と円高の進行により収益

の悪化が避けられず、また景況感の悪化から国内消費も低迷する等、日本の景気は今後さらに悪化

するものと予測されます。 

 この様な厳しい経営環境の下ではありますが、当社グループは前連結会計年度より 重要経営課

題としてまいりました、研究開発及び人材の確保を含む各ファンクションの強化並びに当社グルー

プの第二の柱と位置付けている感染管理事業への注力は、期首からの方針を継続し、さらに積極的

に実施してまいります。 

 当第３四半期連結累計期間までの業績につきましては、前述の「１．連結経営成績に関する定性

的情報」で述べた通りでありますが、本年１月度以降の 終四半期につきましては、売上高は季節

的な要因に加え、一般医薬品業界における全体的な消費低迷の影響もあり、当第３四半期連結累計

期間の水準に比べて、低いものとなる前提としております。一方、 終四半期の営業費用や営業外

費用につきましては、販売促進に係る費用等が季節的に年度末に偏る傾向に加え、当年度に限って

は株式上場に伴う各種手数料や報酬等の発生により、他の時期に比べて全体的にコストが膨らむ前

提としております。 

 この様な背景におきまして、当社グループの通期の連結業績につきましては、以下の通りに予想

しております。 

（売上高） 

 国内医薬品事業におきましては、長年にわたり安定した売上高を維持しておりますが、昨今の不

況の影響を受け止瀉薬市場も縮小傾向にあり、また海外医薬品事業におきましては、円高による影

響により輸出金額が減少する等、当事業の売上高は前期の水準を下回るものと見込んでおります。

一方、感染管理事業におきましては、ノロウイルスやインフルエンザウイルス等の感染症に対する

予防意識の高まりとドラッグストアやコンビニエンスストア等からの急激な受注の増加により、前

期に比べ大幅な売上高の増加を見込んでおります。このように、医薬品事業は前期を下回りますも

のの感染管理事業の急速な成長により、全体の売上高は前期比 10.4％の増加となる 6,118 百万円を

見込んでおります。 

（営業利益） 

売上原価につきましては、生産プロセスの見直しとそれに伴う労務費や経費の抜本的削減による

製造原価の低減に取り組んでおります。また、感染管理事業における生産量の大幅な増加に伴い、

当該事業における売上原価率も大きく改善する見通しであります。一方、販売費及び一般管理費に

つきましては、成長を支える磐石な組織基盤強化のための管理部門の採用拡大や、感染管理事業の

成長を推進すべく当該部門への人員増強と研究開発の積極化により、コストは前期の水準より増加

するものと見込んでおります。売上高の増加と、このような営業費用の状況により、営業利益は前

期比 28.6％の増加となる 864 百万円を見込んでおります。 

（経常利益・当期純利益） 

営業外収益につきましては、固定的な収益となっている有価証券利息や賃貸収入等を計上してお

ります。営業外費用につきましては、円高に伴う為替差損や株式上場に係る関連費用等を計上して

おります。さらに特別損失につきましては、昨今の株式市場の低迷に伴う投資有価証券評価損等を

見込んでおります。このような状況により、経常利益は前期比 15.6％の増加となる 789 百万円、当

期純利益は前期比 15.8%の増加となる 417 百万円をそれぞれ見込んでおります。 
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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 

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半

期連結会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっており

ます。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、且つ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

（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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総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 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原

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。 

これにより、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、それぞれ2,330千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。 

③「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 

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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正

を行っております。 

なお、この変更による当第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

半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

（追加情報） 

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については、従来、耐用年数を７～12年としておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より８年に変更致しました。この変更は、法人税法の改正を契

機として経済的耐用年数を見直した結果、変更したものであります。なお、この変更による当

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に与える影響は

軽微であります。 
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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：千円）

 
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 2,207,763 2,853,001 

受取手形及び売掛金 2,405,689 1,456,101 

商品 13,127 19,238 

製品 301,225 344,198 

原材料 214,859 163,997 

仕掛品 594,542 687,955 

貯蔵品 30,006 30,621 

その他 116,916 109,818 

貸倒引当金 △18,104 △10,376 

流動資産合計 5,866,027 5,654,556 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,185,420 1,214,135 

土地 2,653,922 2,245,547 

その他（純額） 311,904 282,679 

有形固定資産合計     4,151,247 3,742,362 

無形固定資産 35,676 32,371 

投資その他の資産    1,018,680 1,209,420 

固定資産合計 5,205,604 4,984,153 

資産合計 11,071,631 10,638,710 
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  （単位：千円）

 
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 660,007 551,572 

未払法人税等 90,129 71,176 

返品調整引当金 17,000 11,000 

賞与引当金 66,143 118,792 

その他 518,808 561,444 

流動負債合計 1,352,089 1,313,986 

固定負債   

退職給付引当金 201,377 212,646 

役員退職慰労引当金 549,600 516,000 

その他 1,092 1,409 

固定負債合計 752,069 730,055 

負債合計 2,104,159 2,044,042 

純資産の部   

株主資本   

資本金 96,271 96,271 

資本剰余金 7,500 7,500 

利益剰余金 8,874,028 8,484,558 

株主資本合計 8,977,799 8,588,329 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,847 519 

為替換算調整勘定 △13,174 5,819 

評価・換算差額等合計 △10,326 6,339 

純資産合計 8,967,472 8,594,668 

負債純資産合計 11,071,631 10,638,710 
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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：千円）

 
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 4,666,734 

売上原価 1,201,473 

売上総利益 3,465,261 

返品調整引当金戻入額 11,000 

返品調整引当金繰入額 17,000 

差引売上総利益 3,459,261 

販売費及び一般管理費      2,643,179 

営業利益 816,082 

営業外収益  

受取利息 19,454 

受取配当金 2,306 

賃貸収入 15,900 

その他 12,109 

営業外収益計 49,770 

営業外費用  

生産休止費用 23,757 

為替差損 69,578 

その他 13,672 

営業外費用計 107,008 

経常利益 758,843 
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 （単位：千円）

 
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） 

特別利益  

投資有価証券売却益 3,406 

特別利益計 3,406 

特別損失  

固定資産除却損 3,225 

投資有価証券評価損 143,855 

減損損失               6,811 

特別損失計 153,893 

税金等調整前四半期純利益 608,357 

法人税、住民税及び事業税 199,595 

法人税等調整額 8,662 

法人税等合計 208,257 

四半期純利益 400,099 
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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 608,357 

減価償却費 124,513 

減損損失 6,811 

退職給付引当金の増減額 
（△：減少） 

△11,269 

役員退職慰労引当金の増減額 
（△：減少） 

33,600 

返品調整引当金の増減額 
（△：減少） 

6,000 

賞与引当金の増減額（△：減少） △52,649 

貸倒引当金の増減額（△：減少） 8,866 

受取利息及び受取配当金 △21,761 

固定資産除却損 3,225 

投資有価証券評価損 143,855 

投資有価証券売却益 △3,406 

為替差損益 66,277 

売上債権の増減額（△：増加） △952,745 

たな卸資産の増減額（△：増加） 87,877 

仕入債務の増減額（△：減少） 111,708 

その他 △90,867 

小計 68,395 

利息及び配当金の受取額 21,976 

法人税等の支払額 △180,099 

営業活動によるキャッシュ・フロー △89,726 
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 （単位：千円）

 
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） 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △33,429 

定期預金の払戻による収入 56,258 

投資有価証券の取得による支出 △1,052 

投資有価証券の売却による収入 6,284 

有形固定資産の取得による支出 △526,718 

無形固定資産の取得による支出 △10,095 

その他 317 

投資活動によるキャッシュ・フロー △508,434 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △10,630 

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,630 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,113 

現金及び現金同等物の増減額 
（△：減少） 

△617,905 

現金及び現金同等物の期首残高 2,787,214 

現金及び現金同等物の四半期末残高       2,169,309 
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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） 

 
医薬品事業
（千円） 

感染管理事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

（1）外部顧客に対する売上高 3,874,263 760,591 31,880 4,666,734 － 4,666,734

（2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － － －

計 3,874,263 760,591 31,880 4,666,734 － 4,666,734

営業利益 1,675,867 301,786 4,501 1,982,155 (1,166,073) 816,082

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主な製商品 

医薬品事業 胃腸薬「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」、「ラッパ整腸薬ＢＦ」 

感染管理事業 二酸化塩素関連製品「クレベリン」、「リスパス」 

その他事業 木酢関連製品 

    ３. 会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

         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 平

成 18 年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、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が医薬品事業で 20 千円、感染管理事業で 2,309 千円減少

しております。 

 

 

- 12 - 



大幸薬品㈱（４５７４）平成 21 年３月期第３四半期決算短信 

 
【所在地別セグメント情報】 

 
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） 

 
日本 

（千円） 
中国・香港
（千円） 

台湾 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

（1）外部顧客に対する売上高 3,982,310 547,248 137,175 4,666,734 － 4,666,734

（2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

689,756 161,315 － 851,072 (851,072) －

計 4,672,067 708,564 137,175 5,517,807 (851,072) 4,666,734

営業利益 1,892,949 47,950 37,107 1,978,007 (1,161,925) 816,082

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２. 会計処理の方法の変更 

     （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

         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 平

成 18 年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、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が日本で 2,330 千円減少しております。 

 
【海外売上高】 

 
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） 

  中国・香港 台湾 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 513,256 137,175 20,802 671,235

Ⅱ 連結売上高（千円）    4,666,734

Ⅲ 連結売上高に占める海外売
上高の割合（％） 

11.0 2.9 0.5 14.4

（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次の通りであります。 

  その他の地域・・・米国、カナダ、タイ、ベトナム、インドネシア、マレーシア、その他 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

 

（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。 

 
 

「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

 

当社は、平成 20 年３月期第３四半期においては四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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「参考」 

四半期個別財務諸表 

 

（1）四半期貸借対照表 
    （単位：千円）

 
当第３四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成20年３月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,855,476 2,554,745 

受取手形及び売掛金 2,428,763 1,516,478 

商品 13,127 19,721 

製品 293,561 279,675 

原材料 859,915 883,522 

仕掛品 70,562 118,864 

貯蔵品 22,779 19,165 

その他 117,298 97,468 

貸倒引当金 △19,000 △11,000 

流動資産合計 5,642,483 5,478,641 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,012,023 1,029,531 

土地 2,644,137 2,235,762 

その他（純額） 286,753 255,546 

有形固定資産合計     3,942,914 3,520,839 

無形固定資産 30,892 26,969 

投資その他の資産    1,629,680 1,819,928 

固定資産合計 5,603,487 5,367,737 

資産合計 11,245,971 10,846,379 
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  （単位：千円）

 
当第３四半期会計期間末 
（平成20年12月31日） 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（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 724,313 611,576 

未払法人税等 79,490 69,200 

返品調整引当金 17,000 11,000 

賞与引当金 64,578 116,700 

その他 487,015 529,487 

流動負債合計 1,372,397 1,337,963 

固定負債   

退職給付引当金 185,640 198,270 

役員退職慰労引当金 549,600 516,000 

固定負債合計 735,240 714,270 

負債合計 2,107,638 2,052,233 

純資産の部   

株主資本   

資本金 96,271 96,271 

資本剰余金 7,500 7,500 

利益剰余金 9,031,714 8,689,854 

株主資本合計 9,135,485 8,793,625 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,847 519 

評価・換算差額等合計 2,847 519 

純資産合計 9,138,333 8,794,145 

負債純資産合計 11,245,971 10,846,379 

                    
（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビ

ュー対象ではありません。 
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（2）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

売上高 4,662,832 

売上原価 1,406,275 

売上総利益 3,256,556 

返品調整引当金戻入額 11,000 

返品調整引当金繰入額 17,000 

差引売上総利益 3,250,556 

販売費及び一般管理費      2,552,633 

営業利益 697,923 

営業外収益  

受取利息 20,503 

受取配当金 2,306 

賃貸収入 17,605 

その他 32,755 

営業外収益計 73,171 

営業外費用  

為替差損 68,229 

その他 7,019 

営業外費用計 75,249 

経常利益 695,845 
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 （単位：千円）

 
当第３四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年12月31日） 

特別利益  

投資有価証券売却益 3,406 

特別利益計 3,406 

特別損失  

固定資産除却損 2,916 

投資有価証券評価損 143,855 

減損損失               6,811 

特別損失計 153,584 

税引前四半期純利益 545,667 

法人税、住民税及び事業税 185,000 

法人税等調整額 8,177 

法人税等合計 193,177 

四半期純利益 352,490 

  
（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビ

ュー対象ではありません。 
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