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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

（注）20年12月期第１四半期は、前期に決算期を３月31日から12月31日に変更したことにより、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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12月期第1四半期 11,097 ― 1,338 ― 1,389 ― 456 ―

20年12月期第1四半期 11,591 ― 950 ― 894 ― 494 ―

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12月期第1四半期 3.94 3.83
20年12月期第1四半期 4.05 3.93

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12月期第1四半期 68,554 56,018 81.7 483.57
20年12月期 81,496 57,652 70.7 497.57

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  56,018百万円 20年12月期  57,652百万円

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12月期 ― ― ― 15.00 15.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 15.00 15.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

22,500 △4.3 900 △33.5 900 △33.1 400 6.9 3.45

通期 47,100 △3.0 3,200 △0.6 3,400 13.9 1,700 115.1 14.67



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、４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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異な
  る場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 116,966,183株 20年12月期  122,966,183株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  1,122,476株 20年12月期  7,099,435株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 115,857,771株 20年12月期第1四半期 122,184,217株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国の金融危機に端を発した世界的な金融市場の混乱を背景

とした株式市場の不透明感や企業収益、雇用情勢の悪化により景気の悪化が顕著となりました。 

ＯＴＣ医薬品を取巻く消費財市場においても景気の先行き不透明感による消費者の生活防衛意識の高まりが購買

意欲を低下させており、そうした環境のなかでの同質化競争と価格競争により引き続き厳しい環境が続いておりま

す。 

このような状況のもとで、当社は独自の新戦略ＩＢＭ（理想のビジネスモデル＝Ideal Business Model）の構

築・展開を進めております。３ヵ年計画の３年目に当たる当期は、体質改善を図りながら体力をつけてきた成果を

基に成長につなげる年として位置づけ、広告宣伝費の主要ブランドへの重点投入等コアブランドの強化を進めてま

いりました。 

この結果、当第１四半期の業績は、以下の通りとなりました。   

当社の主力でありますコンシューマーヘルスケア部門（以下ＣＨＣと称す）では、平成20年12月に発売した「ス

ルーラック デトファイバー」が好調な便秘治療剤「スルーラック」群、解熱鎮痛薬「イブ」群、L－システイン

製剤「ハイチオールＣ」群は前年同期を上回る売上を計上することが出来ました。滋養強壮剤「エスカップ」群は

厳しい環境下で健闘いたしましたが、かぜ薬「エスタック」群につきましては「エスタックイブファイン」の前年

初期出荷の影響もあり減少しました。これらの結果、５つのコアブランド全体では前年同期および計画を上回る売

上を達成しましたが、コアブランド以外につきましては、ほぼ計画どおりの進捗はしているものの、前年同期の売

上は下回っております。 

以上の結果、ＣＨＣにつきましては、厳しい市場環境のなか、前年同期の売上は若干下回ったものの計画を上回

る売上を達成しました。 

また、受託売上（医療用）につきましては減少しており、海外連結子会社につきましても、海外連結子会社の連

結対象期間である2008年10月－12月期においてユーロ安が進んだ影響もあり売上高は減少しました。 

利益面では、収益構造の改善と広告宣伝費投入時期のずれが相まって営業利益 百万円（前年同期比40.7％

増）、売上高営業利益率は12.1％（前年同期の売上高営業利益率は8.2％）となり、経常利益につきましても増益

となりましたが、四半期純利益は、特別損失「投資有価証券評価損」の計上もあり減益となりました。 

なお、当社は平成21年３月31日をもって会社法178条の規定に基づき、自己株式6百万株を消却し、同日第５回無

担保転換社債96億9百万円の償還を行いました。 

また、当社は従来からの基本方針に基づき「選択と集中」の戦略を推し進めてまいりましたが、平成19年９月末

までに海外子会社（韓国）１社、国内子会社６社の整理統合を終了いたしました。欧州の子会社であるヌトリケム

及びその子会社（当社連結売上高の約11％を占める）についても同戦略に基づき適切な譲渡先が見つかった場合に

は譲渡する方針です。 

※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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）を適用してお

ります。従いまして、当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算

書とでは作成基準が異なるため、文中の前年同期比較は参考として記載しております。 

【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

  
前第１四半期 当第１四半期 前年同期比 

  百万円 百万円 ％  

連 結 売 上 高  11,591  11,097  △4.3

（内ＣＨＣ）  (9,492)  (9,440)  (△0.5)

営 業 利 益  950  1,338  40.7

経 常 利 益  894  1,389  55.4

四 半 期 純 利 益  494  456  △7.7

13億38



  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して、総資産は129億42百万

円減少し、 百万円となりました。これは主に有価証券の減少等によるものであります。また、負債は113億

8百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、転換社債の償還による減少等によるものであります。

純資産につきましては16億33百万円減少し、 百万円となりました。これは主に配当金の支払等によるも

のであります。 

キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となり

ました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益 百万円、売上債権の減少による収入 百万円等があっ

た一方、法人税等の支払額 百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の収入となりました。主な内訳は、有価証券の償還による

収入 円があった一方、有価証券の取得による支出 百万円等によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。主な内訳は、転換社債の償還によ

る支出 百万円、配当金の支払による支出 百万円等によるものであります。 

この結果、現金及び現金同等物の第１四半期末残高は、 百万円となり前連結会計年度末と比較して27億

80百万円減少しました。 

  

当第１四半期の売上高は、当初計画を上回る水準で推移いたしましたが、第２四半期以降につきましては、ほぼ

計画水準を見込んでおります。また、利益面におきましては、第１四半期から期ずれした広告宣伝費を第２四半期

において投下する予定です。さらに第２四半期以降につきましても、当社を取り巻く市場環境は引き続き厳しいも

のであると予想しております。 

従って、平成21年12月期の第２四半期連結累計期間並びに通期ともに、平成21年２月５日に公表しました連結業

績予想について変更はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

①簡便な会計処理 

 ・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。 

 ・棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会年度末の実地棚卸

高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

 ・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 

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に著しい変化が生じて

おらず、また、一時差異等の発生状況について大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度末に使

用した業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

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。  

２．連結財政状態に関する定性的情報

685億54

125億35

560億18

19億84

8億72 17億14

4億79

64億44

110億 39億97

111億82

96億9 15億19

179億13

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



  

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、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、主として先入先出法による原価法（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）により算出しております。  

  これにより、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10百万円減少しておりま

す。  

③ 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」（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なっております。 

  これにより、営業利益は15百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は13百万円それぞれ増加してお

ります。また、期首利益剰余金が3億84百万円増加しております。 

④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理よって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第

一部会)、平成19年３月30日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正)）が平成20年４月

１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によってお

ります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、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。 

  これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響はありません。 

  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き従来通りの賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  

当社は、機械装置の耐用年数について、従来、主として７年としておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より主として８年に変更しております。 

これは、平成20年度の法人税法の改正を契機に耐用年数を見直したことによるものであります。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響は軽微であります。  

（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

（４）追加情報



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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,914 13,697

受取手形及び売掛金 10,842 12,817

有価証券 8,496 20,983

商品及び製品 2,330 2,213

仕掛品 581 675

原材料及び貯蔵品 1,361 1,431

繰延税金資産 1,204 1,381

その他 1,610 1,090

貸倒引当金 △62 △96

流動資産合計 42,280 54,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,396 28,927

減価償却累計額 △18,491 △18,683

建物及び構築物（純額） 9,905 10,244

機械装置及び運搬具 17,655 18,008

減価償却累計額 △15,356 △15,694

機械装置及び運搬具（純額） 2,299 2,313

土地 3,731 3,745

建設仮勘定 705 714

その他 8,233 7,854

減価償却累計額 △6,339 △5,983

その他（純額） 1,894 1,870

有形固定資産合計 18,536 18,889

無形固定資産 755 802

投資その他の資産   

投資有価証券 3,665 4,247

長期貸付金 55 56

繰延税金資産 1,759 1,900

その他 1,596 1,497

貸倒引当金 △94 △91

投資その他の資産合計 6,981 7,610

固定資産合計 26,274 27,301

資産合計 68,554 81,496



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,933 3,356

短期借入金 13 －

1年内返済予定の長期借入金 96 159

1年内償還予定の転換社債 － 9,609

未払費用 5,236 5,525

未払法人税等 40 530

賞与引当金 566 532

役員賞与引当金 18 81

返品調整引当金 1,221 1,322

繰延税金負債 32 －

その他 1,371 1,463

流動負債合計 11,528 22,579

固定負債   

長期借入金 471 560

退職給付引当金 43 79

役員退職慰労引当金 116 223

繰延税金負債 111 －

その他 263 401

固定負債合計 1,007 1,264

負債合計 12,535 23,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,172 10,172

資本剰余金 13,708 13,714

利益剰余金 33,543 37,904

自己株式 △648 △4,105

株主資本合計 56,776 57,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △123 △1

為替換算調整勘定 △634 △32

評価・換算差額等合計 △757 △33

純資産合計 56,018 57,652

負債純資産合計 68,554 81,496



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,097

売上原価 3,444

売上総利益 7,652

返品調整引当金戻入額 101

差引売上総利益 7,753

販売費及び一般管理費 6,415

営業利益 1,338

営業外収益  

受取利息 67

受取配当金 8

不動産賃貸料 54

その他 22

営業外収益合計 153

営業外費用  

支払利息 49

不動産賃貸費用 42

その他 10

営業外費用合計 102

経常利益 1,389

特別利益  

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 335

事業構造改善費用 131

減損損失 49

固定資産除売却損 1

特別損失合計 517

税金等調整前四半期純利益 872

法人税、住民税及び事業税 11

法人税等調整額 404

法人税等合計 416

四半期純利益 456



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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 872

減価償却費 549

減損損失 49

退職給付引当金の増減額（△は減少） △35

前払年金費用の増減額（△は増加） △110

受取利息及び受取配当金 △75

支払利息 49

投資有価証券評価損益（△は益） 335

事業構造改善費用 131

固定資産除売却損益（△は益） 1

売上債権の増減額（△は増加） 1,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △150

仕入債務の増減額（△は減少） △235

その他 △275

小計 2,820

利息及び配当金の受取額 63

利息の支払額 △150

事業構造改善費用の支払額 △268

法人税等の支払額 △479

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,984

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △3,997

有価証券の償還による収入 11,000

固定資産の取得による支出 △580

固定資産の売却による収入 27

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,444

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） 13

長期借入金の返済による支出 △55

転換社債の償還による支出 △9,609

自己株式の取得による支出 △12

配当金の支払額 △1,519

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,780

現金及び現金同等物の期首残高 20,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,913



 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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

医薬品の製造・販売を中心とする「医薬品分野」以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……フランス 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めるべき配賦不能営業費用はありません。  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

欧州………………ドイツ・フランス 

その他の地域……中国・台湾 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高です。 

 当社は平成21年２月27日開催の取締役会決議に基づき、平成21年３月31日をもって自己株式6百万株の消却を

実施しました。それに伴い、自己株式34億68百万円、資本剰余金5百万円および利益剰余金34億63百万円がそれ

ぞれ減少しております。また、 平成21年３月30日開催の定時株主総会の決議による剰余金の配当に伴い、利益

剰余金が17億38百万円減少しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末において、資本剰余金が 百万円、利益剰余金が 百

万円、自己株式が 百万円となっております。 

（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情報〕

  
日本 

（百万円）

ドイツ 

（百万円）

その他の 

地域 

（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  9,847  1,132  117  11,097  －    11,097

(2）セグメント間の内部売上高又は 

    振替高 
 －  121  －  121 (121)  －

計  9,847  1,253  117  11,218 (121)  11,097

営業費用  8,476  1,270  149  9,896 (137)  9,759

営業利益又は営業損失（△）  1,370  △16  △31  1,321  16  1,338

〔海外売上高〕

  
欧州 

（百万円） 

その他の地域

（百万円） 

計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  1,250  99  1,349

Ⅱ 連結売上高      11,097

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.3  0.9  12.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

137億8 335億43

6億48



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  11,591

Ⅱ 売上原価  3,570

売上総利益  8,021

返品調整引当金戻入額    －

差引売上総利益  8,021

Ⅲ 販売費及び一般管理費  7,071

営業利益  950

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息   84

２ 受取配当金   5

３ その他  29

  営業外収益合計  119

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息   88

２ 為替差損   76

３ その他   10

  営業外費用合計  175

経常利益  894

Ⅵ 特別損失   

１ 固定資産除却売却損  9

  特別損失合計  9

税金等調整前四半期純利益  885

法人税、住民税及び事業税  177

法人税等調整額   213

少数株主損失（△）  △0

四半期純利益  494



前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期第１四半期）

区分 金額（百万円）

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  885

減価償却費  582

賞与引当金の増減額  484

退職給付引当金の増減額 △4,210

受取利息及び受取配当金 △90

支払利息  88

売上債権の増減額  2,330

たな卸資産の増減額 △722

仕入債務の増減額 △215

その他 △195

小計 △1,063

利息及び配当金の受取額  87

利息の支払額 △190

法人税等の支払額 △24

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,190

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △997

有価証券の償還による収入  499

固定資産の取得による支出 △672

投資有価証券の取得による支出 △6

貸付による支出 △1

貸付金の回収による収入  2

その他 △478

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,654

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額  346

長期借入金の返済による支出 △56

自己株式の取得による支出 △10

配当金の支払額 △1,141

財務活動によるキャッシュ・フロー △861

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △3,703

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  37,391

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  33,688
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