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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 14,389 △0.8 1,288 8.7 1,424 △5.8 449 △43.5
20年3月期 14,504 1.2 1,185 1.5 1,511 8.9 794 △8.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 20.06 ― 1.9 5.4 9.0
20年3月期 35.47 ― 3.4 5.6 8.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 26,013 22,840 87.8 1,019.70
20年3月期 26,915 23,291 86.5 1,039.74

（参考） 自己資本   21年3月期  22,840百万円 20年3月期  23,291百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 1,044 △1,436 △430 2,145
20年3月期 1,161 △283 △425 2,968

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 403 50.8 1.7
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 447 99.7 1.9
22年3月期 

（予想） ― 10.00 ― 10.00 20.00 34.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

7,200 0.2 960 37.2 1,080 24.0 660 32.0 29.46

通期 14,400 0.1 1,920 49.0 2,120 48.9 1,300 189.4 58.04
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は１５ページ「（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」および１６ページ「（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、２４ページ（１株当たり情報）をご覧下さい。 

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 22,547,140株 20年3月期 22,547,140株
② 期末自己株式数 21年3月期  147,573株 20年3月期  146,040株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 12,189 0.5 1,210 12.6 1,367 △3.1 440 △40.2
20年3月期 12,123 7.5 1,075 7.6 1,410 15.2 736 △6.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 19.67 ―
20年3月期 32.89 ―

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 25,332 22,266 87.9 994.08
20年3月期 26,267 22,726 86.5 1,014.51

（参考） 自己資本 21年3月期  22,266百万円 20年3月期  22,726百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、実際の業績は経済情勢等様々な不安定要因により予想数値
と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定およ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、３ページ「（１）経営成績に関する分
析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

7,000 14.7 930 41.1 1,030 20.5 730 44.5 32.59

通期 14,000 14.9 1,870 54.5 2,100 53.6 1,380 213.2 61.61
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、世界同時不況による景気の減速を受け、企業業績の悪化、個人

消費の冷え込みなど先行き不透明な状況で推移しております。医薬品業界におきましても医療制度改革によ

る医療費抑制策の浸透、予防医療推進、ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）の販売制度の改正など急激な変化に

より、厳しい事業環境が続いております。 

診断薬関連領域では、医療機関での診断群別定額支払方式への移行施設が1,400病院を超え、療養型病床

の再編成も進み、より一層市場の厳しさが増しております。医薬関連領域では、ＯＴＣ医薬品（一般用医薬

品）市場は昨年に続きやや回復の基調が見込まれていますが、ドラッグストアの再編や提携などが一段と活

発になり競争が激化しています。一方、健康志向を受けて拡大してきた健康食品市場は減少傾向にあり、高

額商品の売上鈍化、表示規制による影響など薬局・薬店ルートでも苦戦を強いられています。 

このような状況のもとで、当社グループは全力をあげて販売の拡充に努めましたが、売上高は 143 億 89

百万円(前期比１億14百万円、0.8％減)となりました。 

利益面におきましては、収益構造の改革および経費の節減により営業利益は 12 億 88 百万円(前期比１億

３百万円、8.7％増)、経常利益は14億 24百万円(前期比87百万円、5.8％減)となり、投資有価証券の評価

損を計上したため当期純利益は４億49百万円(前期比３億45百万円、43.5％減)となりました。 

事業部門別の状況

13億55百万円

（19.2％）

微生物学的診断用薬 百万円 1.8 ％
免疫血清学的診断用薬 　〃 6.8 〃
精度管理用血清他 　〃 5.9 〃
検査用機器および器材他 　〃 △ 1.8 〃

７億37百万円
（△3.8％）

医　　　薬　　　品 百万円 △ 5.9 ％
健　康　食　品　他 　〃 △ 4.9 〃

（注）上記の部門の営業利益は、両事業部門に配賦できない支援部門に係る費用等
　　　８億４百万円が控除されておりません。

69億24

％

29億44
39億80

事　業　部　門

　診断薬事業部門

　医薬事業部門

36億15
31億10
３億74
３億63

売　　　上　　　高 営業利益
（前期比増減率）前期比増減率

3.8百万円

金　　　　額

74億64

％百万円 △ 5.3

 

 

〔診断薬事業部門〕 

微生物学的分野では、食品・環境細菌検査用コンパクトドライ、飲料水中の大腸菌・大腸菌群検査用ＥＣ

ブル－、全自動細菌検査装置ライサス専用試薬、細菌毒素検査薬ＴＯＸ Ａ／Ｂ ＱＵＩＫＣＨＥＫが順調に

推移し、売上高は 36 億 15 百万円（前期比 1.8％増）となりました。免疫血清学的分野では、食物アレルギ

－物質検査薬ＦＡＳＴＫＩＴ、ＦＡテスト ＥＩＡ甲殻類、ＡＩＡ自動分析装置専用試薬が順調に推移し、売

上高は31億 10百万円（前期比6.8％増）となりました。 

この部門では、当期中に飲料水の大腸菌･大腸菌群測定用ＥＣブルーＭＰＮプレート、黄色ブドウ球菌測

定用簡易培地コンパクトドライＸ－ＳＡほか、合計４品目の新商品を発売しました。 

〔医薬事業部門〕 

医薬品事業では、平成１９年度に設立された直販組織「健康未来創造研究会」との連携と支援を強化して

まいりました。 

医薬品の細胞賦活用薬錠剤ルミンＡは好調に推移しましたが、滋養強壮剤が前期を下回り、売上高は 29

億 44百万円（前期比5.9％減）となりました。健康食品の海の元気シリ－ズ、シイタケ菌糸抽出物含有の瑞

芝商品群は順調に推移しましたが、健康食品全体は低迷し、売上高は 39 億 80 百万円（前期比 4.9％減）と

なりました。
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この部門では、当期中に胃腸薬の新ガロ－ル錠、健康食品としてグルコサミンを配合したラクステップＧ

ほか、合計４品目の新商品を発売しました。 

 

当連結会計年度における研究開発につきましては、診断薬事業部門では、当社の得意分野である微生物学

的診断用薬に研究開発資源を集中的に投入し、コア技術の強化育成をはかるとともに、マイクロ流体技術の

実用化を目指し、新たな全自動細菌検査システムおよび高感度微生物検出システムの開発を進めております。 

医薬事業部門では、わが国の長寿高齢化が進むなか、ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）の向上に寄与

し、「健康で豊かな生活」に貢献できる商品コンセプトのもとに当社グル－プの強みを活かした水産資源や、

原料から一貫生産している肝臓加水分解物などの天然素材を活用した商品の開発に取り組んでおります。 

さらに、先端技術研究所においては、両事業部門の新商品開発の基礎となる新規技術、新素材に関する長

期的な視点からの研究開発を行っております。 

 

（次期の見通し） 

当社グル－プを取り巻く環境は急速な少子高齢化、医療技術の進歩、医療費抑制策の浸透、予防医療の推

進、ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）の販売制度の改正など大きく変化しております。 

診断薬事業部門におきましては、臨床、産業領域ではＳＣＭ（サプライチェ－ンマネジメント）にもとづ

いたマ－ケティング力を活かし、優良顧客への積極的な販売活動を行います。医薬事業部門におきましては、

セルフメディケ－ション促進によるお客様（消費者）の健康意識の高まりに応えるべく、専門性とカウンセ

リングを特長とする直販組織との連携をさらに強化します。また、ＱＯＬの向上に寄与する天然素材を活か

した独自の商品開発と生産体制を構築してまいります。 

また、海外領域では当社が培ってきた商品や天然素材などを通じて中国への販路開拓や微生物簡易培養検

査薬のアジアへの販路拡大をはかってまいります。 

次期の見通しにつきましては連結売上高 144 億円（前期比 0.1％増）、営業利益 19 億 20 百万円（前期比

49.0％増）、経常利益21億 20百万円（前期比48.9％増）、当期純利益13億円（前期比189.4％増）と予想し

ております。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 
ａ．資産 

   流動資産は前連結会計年度末に比べ６億 97 百万円減少し、135 億 96 百万円となりました。主な要

因は、現金及び預金が８億66百万円減少したことなどによります。 

   固定資産は前連結会計年度末に比べ２億４百万円減少し、124億 17百万円となりました。主な要因

は、建物及び構築物が１億71百万円、投資有価証券が４億26百万円減少した一方で、繰延税金資産

が２億61百万円増加したことなどによります。 

   この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ９億１百万円減少し、260億 13百万円となりました。 
ｂ．負債 

   流動負債は前連結会計年度末に比べ４億27百万円減少し、23億 22百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金が96百万円、未払法人税等が１億30百万円減少したことなどによります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ 23 百万円減少し、８億 50 百万円となりました。主な要因は、

長期未払金が18百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ４億51百万円減少し、31億73百万円となりました。  
ｃ．純資産 

   純資産合計は前連結会計年度末に比べ４億50百万円減少し、228億 40百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は87.8%となりました。 
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② キャッシュ・フローの状況 
ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、10 億 44 百万円のプラスとなりました。これは、税金等調

整前当期純利益８億37百万円、減価償却費５億72百万円、投資有価証券評価損６億７百万円、法人

税等の支払い４億46百万円による資金の減少によるものであります。 

ｂ．投資活動によるキャッシュ・フロー 
投資活動によるキャッシュ・フローは、14 億 36 百万円のマイナスとなりました。これは、グルー

プ金融である関係会社預け金への支出11億円、有形固定資産の取得による支出６億90百万円による

ものであります。 

   ｃ．財務活動によるキャッシュ・フロー 
財務活動によるキャッシュ・フローは、４億 30 百万円のマイナスとなりました。これは、配当金

４億26百万円の支払いなどによるものであります。 
以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ８億 22 百万円減少し、21

億 45百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成17年 3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年 3月期 

自己資本比率 85.6％ 85.7％ 86.2％ 86.5％ 87.8％ 

時価ベースの自己資本比率 63.7％ 78.0％ 78.0％ 51.7％ 63.0％ 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 45.2％ 26.8％ 57.3％ 32.6％ 35.7％ 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ― ― ― ― ― 

＊ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

3．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべ

ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の金額

を使用しております。 

4．インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが僅少のため記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、安定配当を旨としながらも長期的視野に立って収益状況、将来の事業展開、株主への利益還元な

どを総合的に勘案して決定することといたしております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の

強化、研究開発、設備投資など将来の事業展開に活用し、業績の向上に努めてまいります。 

当期の期末配当につきましては、１株当たり 10 円を予定しております。これにより年間配当は中間配当

10 円とあわせて１株当たり20 円となります。 

次期の配当につきましては、中間配当 10 円、期末配当 10 円、これにより年間配当は１株当たり 20 円を

予定しております。 
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（４）事業等のリスク 

① 法的規制等 

医薬品等は、患者の生命に直接影響を及ぼす可能性があるため、医薬品等の製造および販売段階

では、品質、有効性、安全性の確保が必要です。このような特性から医薬品等を製造、販売する企業

は薬事法等による規制を受けております。 

当社は、過去において事業の継続に支障をきたす要因は発生しておりませんが、今後何らかの要

因でこのような事実が生じた場合は、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 市場環境の変化 

医療制度改革が継続的に進む中、医療関連領域では、臨床検査における検査需要の減少、業界の

再編や販売価格面での競争の激化、また、ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）では、薬局・薬店の経営形

態の変化や異業種からの参入など市場環境は目まぐるしく変化しており、その環境変化に対応できな

い場合には、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 新商品開発力 

新商品開発力が将来の成長性、収益性の向上に寄与するものと考えておりますが、業界と市場の

変化を充分に予測できず、魅力ある新商品を開発できない場合は、成長と収益性を低下させ、投下資

本の負担が業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 災害等 

診断薬工場、医薬工場および物流センターの操業中断による影響を極小化するため、これらの設

備全てについて日常的、定期的に検査、整備を行っております。しかしながら、生産設備等で発生す

る災害による操業中断の影響を完全に防止することができない事態も想定されます。 

現在、当社では診断薬、医薬両事業における生産工場はそれぞれ１ヵ所のみであるため、これら

が操業中断に追い込まれるような事象が発生した場合は、商品の生産、供給能力が著しく低下する可

能性があります。 

 

⑤ 輸入原料、商品等の調達 

国際情勢の変化などにより、原料ならびに商品の供給停止がある場合は、業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑥ 品質問題 

薬事法関連法規およびＧＭＰ（医薬品の製造管理及び品質管理の基準）に基づいて、厳格な品質管

理のもと商品の製造を行っております。しかし、全ての商品に品質問題が発生しない保証はありませ

ん。もし重大な品質問題が発生した場合は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

　　当社グループは当社、連結子会社２社および親会社で構成され、当社は診断用薬、検査用機器、

  ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）および健康食品などの製造、仕入、販売を主な内容として事業を

  営んでおります。

　　当社グループの事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメント情報との関連は次のとおり

  であります。

　　診断薬事業

診断用薬 当社が製造、仕入、販売しております。また、当社は日本水産㈱へ製商品を販

売しております。

検査用機器 当社が仕入、販売しております。

　　医薬事業

ＯＴＣ医薬品 当社が製造、仕入、販売のほか、子会社日本クリエート㈱より商品を仕入れて

　（一般用医薬品） 販売しております。また、日本クリエート㈱は当社製商品および商品を仕入れ

て販売しております。

健康食品 当社が製造、仕入、販売のほか、子会社㈱ライフミンへ商品を販売しておりま

す。また、親会社日本水産㈱より原料、日本クリエート㈱より商品を仕入れて

販売のほか、日本水産㈱へ原料を販売しております。

㈱ライフミンが日本水産㈱より製商品を仕入れて販売（通販）しております。

日本クリエート㈱が商品の仕入、販売のほか、当社より製商品を仕入れて販売

しております。

　　（注）日本クリエート㈱は、平成２１年４月１日をもって当社を存続会社とする吸収合併により
　　　　　解散しております。

製商品

商品

製商品 （連結子会社）
㈱ライフミン

（連結子会社）
日本クリエート㈱

得
意
先

製商品

原料

（親会社）
日本水産㈱

原料

製商品

当   社

　
 診断薬事業

 医薬事業
製商品

商
品

製
商
品

商
品
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社および当社グループは『人々の健康と幸せを実現する企業を目指す』ことを経営の基本姿勢としてお

り、診断薬、医薬両事業を通じて常に人々の健康と幸せに貢献することにより社会的に信頼され、かつ必要

とされる企業であり続けることが当社発展の条件であると考えております。当社は、得意とする事業分野に

経営資源を集中し、研究開発、生産、販売各部門の独自の先端技術力を極めた事業基盤のもとに、企業のブ

ランド力を高め、企業価値の最大化および活力ある企業風土を確立してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社および当社グループは、事業構造や収益構造の改革をテーマに、平成２１年度事業プランである

「change business’09」を作成し、これに基づき、連結売上高 144 億円、連結営業利益率 13.3％以上の確

保を目標として経営してまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

医薬品業界を取り巻く環境は、少子高齢化の進展に伴う医療費抑制策、ＯＴＣ医薬品（一般用医薬品）の

販売制度の改正など大きく変化してきております。 

当社グループは、事業環境の変化に対応し成長発展を遂げるために、次のような経営戦略および課題に取

り組んでまいりたいと考えております。 

・当社の持つ技術の強みを基盤としたコア事業の拡大とコアコンピタンス商品の開発 

・国内外での、事業強化・改革のための戦略的投資（Ｍ＆Ａ、技術提携を含む） 

・将来を見据えた先端技術研究とＲ＆Ｄへの積極的投資 

・微生物分野における独自の簡易、迅速検出法の開発 

・天然素材から一貫した独自の商品開発と生産体制の構築 

・薬局・薬店の直販組織との連携と支援の強化 

・経営体制改革による内部統制システムの強化とコンプライアンスの徹底 

・グループ経営の効率化 
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年3月31日)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,865 1,999

　　受取手形及び売掛金 3,353 3,482

　　有価証券 1,376 234

　　たな卸資産 2,597 ―

　　商品及び製品 ― 1,590

　　仕掛品 ― 346

　　原材料及び貯蔵品 ― 721

　　繰延税金資産 179 176

　　関係会社預け金 3,702 4,845

　　その他 235 218

　　貸倒引当金 △17 △18

　　流動資産合計 14,293 13,596

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物（純額） 2,373 2,202

　　　機械装置及び運搬具（純額） 505 803

　　　土地 2,006 2,006

　　　建設仮勘定 276 60

　　　その他（純額） 299 281

　　　有形固定資産合計 5,461 5,354

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 66 107

　　　その他 7 7

　　　無形固定資産合計 73 114

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 6,488 6,062

　　　繰延税金資産 375 637

　　　その他 236 292

　　　貸倒引当金 △13 △44

　　　投資その他の資産合計 7,087 6,948

　　固定資産合計 12,622 12,417

　資産合計 26,915 26,013
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成20年3月31日)

当連結会計年度
(平成21年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 1,438 1,341

　　未払法人税等 232 102

　　賞与引当金 263 246

　　役員賞与引当金 14 15

　　返品調整引当金 24 12

　　歩戻引当金 17 18

　　その他 760 585

　　流動負債合計 2,750 2,322

　固定負債

　　長期未払金 129 111

　　退職給付引当金 365 363

　　その他 378 375

　　固定負債合計 873 850

　負債合計 3,624 3,173

純資産の部

　株主資本

　　資本金 4,449 4,449

　　資本剰余金 5,378 5,378

　　利益剰余金 13,714 13,737

　　自己株式 △94 △95

　　株主資本合計 23,448 23,470

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △156 △629

　　評価・換算差額等合計 △156 △629

　純資産合計 23,291 22,840

負債純資産合計 26,915 26,013
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（２）連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月１日
　至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

売上高 14,504 14,389

売上原価 7,197 7,394

売上総利益 7,306 6,994

返品調整引当金戻入額 35 24

返品調整引当金繰入額 24 12

販売費及び一般管理費 6,132 5,718

営業利益 1,185 1,288

営業外収益

　受取利息 138 115

　受取配当金 159 154

　投資有価証券償還益 57 ―

　投資事業組合運用益 57 49

　その他 61 38

　営業外収益合計 475 358

営業外費用

　支払利息 0 2

　たな卸資産廃棄損 37 ―

　投資有価証券償還損 ― 57

　デリバティブ評価損 110 132

　貸倒引当金繰入損 ― 30

　その他 0 0

　営業外費用合計 149 222

経常利益 1,511 1,424

特別利益

　固定資産売却益 1 ―

　投資有価証券売却益 23 66

　特別利益合計 25 66

特別損失

　固定資産処分損 12 27

　たな卸資産評価損 ― 17

　投資有価証券評価損 158 607

　特別損失合計 171 652

税金等調整前当期純利益 1,365 837

法人税、住民税及び事業税 469 321

法人税等調整額 101 67

法人税等合計 570 388

当期純利益 794 449
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（３）連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 4,449 4,449

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 4,449 4,449

　資本剰余金

　　前期末残高 5,378 5,378

　　当期変動額

　　　自己株式の処分 0 0

　　　当期変動額合計 0 0

　　当期末残高 5,378 5,378

　利益剰余金

　　前期末残高 13,345 13,714

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △425 △425

　　　当期純利益 794 449

　　　当期変動額合計 368 23

　　当期末残高 13,714 13,737

　自己株式

　　前期末残高 △93 △94

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △1 △1

　　　自己株式の処分 0 0

　　　当期変動額合計 △0 △1

　　当期末残高 △94 △95

　株主資本合計

　　前期末残高 23,080 23,448

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △425 △425

　　　当期純利益 794 449

　　　自己株式の取得 △1 △1

　　　自己株式の処分 0 0

　　　当期変動額合計 367 22

　　当期末残高 23,448 23,470

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 358 △156

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　　当期変動額合計 △515 △473

　　当期末残高 △156 △629

　評価・換算差額等合計

　　前期末残高 358 △156

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　　当期変動額合計 △515 △473

　　当期末残高 △156 △629
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

純資産合計

　前期末残高 23,438 23,291

　当期変動額

　　剰余金の配当 △425 △425

　　当期純利益 794 449

　　自己株式の取得 △1 △1

　　自己株式の処分 0 0

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　当期変動額合計 △147 △450

　当期末残高 23,291 22,840
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4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

　税金等調整前当期純利益 1,365 837

　減価償却費 482 572

　その他の引当金の増減額(△は減少) △519 3

　受取利息及び受取配当金 △298 △269

　支払利息 0 2

　売上債権の増減額(△は増加) 219 △129

　たな卸資産の増減額(△は増加) 12 △60

　仕入債務の増減額(△は減少) 103 △96

　投資有価証券売却損益(△は益) △24 △66

　デリバティブ評価損益(△は益) 110 132

　投資有価証券評価損益(△は益) 158 607

　その他 20 △43

　小計 1,631 1,490

　法人税等の支払額 △469 △446

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,161 1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー

　関係会社預け金の増減額(△は増加) 700 △1,100

　有価証券の売却及び償還による収入 1,532 1,379

　有形固定資産の売却による収入 5 ―

　有形固定資産の取得による支出 △900 △690

　無形固定資産の取得による支出 △3 △33

　投資有価証券の売却及び償還による収入 568 551

　投資有価証券の取得による支出 △2,425 △1,842

　利息及び配当金の受取額 275 277

　その他の資産の増減額(△は増加) △35 22

　投資活動によるキャッシュ・フロー △283 △1,436

財務活動によるキャッシュ・フロー

　利息の支払額 ― △0

　リース債務の返済による支出 ― △2

　配当金の支払額 △425 △426

　自己株式の増減額(△は増加) △0 △0

　財務活動によるキャッシュ・フロー △425 △430

現金及び現金同等物の増減額(△は減少) 452 △822

現金及び現金同等物の期首残高 2,516 2,968

現金及び現金同等物の期末残高 2,968 2,145
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（５）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

    該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１. 連結の範囲に関する事項････････････････ 連結子会社数２社（㈱ライフミン、日本クリエート㈱） 
 

２. 持分法の適用に関する事項･･････････････ 該当事項はありません。 
 
３. 連結子会社の事業年度等に関する事項････ 連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 
 

４. 会計処理基準に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準および評価方法 
 ①有価証券 
   その他有価証券 
   ａ．時価のあるもの･････決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
   ｂ．時価のないもの･････移動平均法による原価法 
 
 ②たな卸資産 
   ａ．商品及び製品・原材料・仕掛品··········総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下 
                       による簿価切下げの方法により算定） 

ｂ．貯蔵品································ 終仕入原価法 
 
(２）デリバティブの評価基準および評価の方法 ··時価法 

  
（３）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 ①有形固定資産·············· 定率法によっております。ただし、平成１０年４月１日以降取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法によっております。 
 
 ②無形固定資産·············· 定額法によっております。 

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。 
 

 ③リース資産················ 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によっております。 
 

（４）重要な引当金の計上基準 
 ①貸 倒 引 当 金          ･････a. 一般債権については貸倒実績率による計算額を計上しております。 
                           b. 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 
 
 ②賞 与 引 当 金         ·········従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 
 
 ③役 員 賞 与 引 当 金 ········取締役に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 
 
 ④返 品 調 整 引 当 金         ·········販売した製商品の返品による損失に備えるため、過去の実績を基礎として

算出した売買利益相当額および破損製商品の原価相当額をあわせて計上
しております。 

 
 ⑤歩 戻 引 当 金         ·········将来の売上割戻の支払いに備えるため、当連結会計年度末において得意先

別に金額が未確定のものを過去の実績割戻率を勘案して見積計上してお
ります。
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⑥退 職 給 付 引 当 金         ････････従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務
および年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生してい
ると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異について
は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）
による按分額を発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

  
（５）消費税等の会計処理方法 

税抜き方式を採用しております。 
 

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および容易に換金可能でかつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わない取
得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 
 

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

１． たな卸資産の評価基準および評価方法 
 当連結会計年度より、「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。これにより、従来の方法によった場合と比べ、営業利益および経常利益が 26 百万円、税

金等調整前当期純利益が 43 百万円、それぞれ減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は軽微

であります。 
 
２． リース取引に関する会計基準の適用 
 当連結会計年度より、「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））を適用しております。これによる損益およびセグメント情報に与える影響は軽微であります。 
 
（表示方法の変更） 
（連結貸借対照表） 
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成２０年８    

月７日 内閣府令第５０号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ1,474百万円、353百万円、769百万円であります。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 
 
（連結貸借対照表関係） 

      前連結会計年度  

（平成20年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年3月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 10,440 百万円 10,543 百万円   

     

（連結損益計算書関係） 

  販売費及び一般管理費のうち主要な項目および金額 

 前連結会計年度 

（自平成19年4月 1日 

 至平成20年3月31日）

当連結会計年度 

（自平成20年4月 1日 

  至平成21年3月31日） 

給料諸手当 1,314 百万円 1,270 百万円  

賞与引当金繰入額 174 〃 167 〃  

退職給付引当金繰入額 115 〃 135 〃  

荷造運送費 541 〃 532 〃  

広告宣伝費 100 〃 89 〃  

販売促進費 835 〃 771 〃  

研究開発費 877 〃 749 〃  

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

  前連結会計年度（自平成１９年４月１日  至平成２０年３月３１日） 

①発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度増

加株式数（株） 

当連結会計年度減

少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 22,547,140 － － 22,547,140

合計 22,547,140 － － 22,547,140

自己株式  

普通株式（注） 144,968 1,522 450 146,040

合計 144,968 1,522 450 146,040

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,522株は単元未満株の買取による増加であり、減少450株は

単元未満株の買増請求による売渡であります。 

 

②新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

③配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年 6月 26日 

定時株主総会 
普通株式 224,021 10 平成19年 3月 31日 平成19年 6月 27日

平成19年 11月 7日 

取締役会 
普通株式 201,613 9 平成19年 9月 30日 平成19年 12月 4日
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(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(千円) 
配当の原資 

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年 6月 25日 

定時株主総会 
普通株式 201,609 利益剰余金 9 平成20年3月 31日 平成20年 6月 26日

 

  当連結会計年度（自平成２０年４月１日  至平成２１年３月３１日） 

①発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度増

加株式数（株） 

当連結会計年度減

少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 22,547,140 － － 22,547,140

合計 22,547,140 － － 22,547,140

自己株式  

普通株式（注） 146,040 2,281 748 147,573

合計 146,040 2,281 748 147,573

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,281株は単元未満株の買取による増加であり、減少748株は

単元未満株の買増請求による売渡であります。 

 

②新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

      該当事項はありません。 

 

③配当に関する事項 

(1)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年 6月 25日 

定時株主総会 
普通株式 201,609 9 平成20年 3月 31日 平成20年 6月 26日

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式 223,999 10 平成20年 9月 30日 平成20年 12月 4日

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(千円) 
配当の原資 

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年 6月 24日 

定時株主総会 
普通株式 223,995 利益剰余金 10 平成21年3月 31日 平成21年 6月 25日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

 前連結会計年度 

自 平成19年4月 1日 

至 平成20年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成20年4月 1日 

至 平成21年3月31日 

 

現金及び預金 2,865 百万円 1,999 百万円   

預入期間が３ヵ月以内の関係会社

預け金 
102 〃 145 〃   

合      計 2,968 百万円 2,145 百万円   

     

 

（有価証券関係） 

当連結会計年度（自 平成２０年４月１日  至 平成２１年３月３１日） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 
                                                                            （単位：百万円） 

区分 取得原価 
連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 
差    額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  ①株式 375 469 94

  ②債券 394 396 2

  ③その他 － － －

小    計 769 866 97

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

  ①株式 221 177   △  43

  ②債券 1,822 1,580 △ 242

  ③その他 4,374 3,499 △ 875

小    計 6,419 5,257  △1,161

合    計 7,188 6,124 △1,064
       

(注)1.その他有価証券で時価のあるものについて607百万円減損処理を行っております。 
  2.債券(公社債)には複合金融商品が含まれており、その組込デリバティブ評価損132百万円は損益計算

書の営業外費用に計上しております。 
 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
                                                         （単位：百万円） 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

        1,508          145          79 

 
３．時価評価されていない有価証券 
 
    その他有価証券                            （単位：百万円） 

内    容 連結貸借対照表計上額 

①投資事業有限責任組合への出資 
②非上場株式 

  
172 
  － 

合    計  172

19



日水製薬（株）（4550）平成 21 年 3月期 決算短信 

 

                                                  

４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 
 
                                                                            （単位：百万円） 

区  分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

１  債券 
  ①社債 
  ②その他 
２  その他 

196
－
37

101
－
913

 
251 
388 
891 

－
744
48

合  計 234 1,014 1,530 792

 
(デリバティブ取引関係） 

1. 取引状況に関する事項 

当連結会計年度（自 平成２０年４月１日  至 平成２１年３月３１日） 

① 取引の内容および利用目的 

当社は余剰資金を運用する目的で、デリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。  

② 取引に対する取り組み方針 

当社が利用するデリバティブは、デリバティブを組み込んだ複合金融商品のみであり、リスクを十分検

討のうえ行うこととしております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資は、債券市場価格および為替相場の変動によるリスク

を有しております。なお、当社では信用度の高い金融機関と取引を行っており、相手方の契約不履行によ

り生じる信用リスクは極めて少ないと認識しております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引のリスク管理は、財務担当者が資金運用個別伺書を起案し経理部長の承認、担当取締    

 役の決裁を得て、財務担当部署が運用枠の中で実行しております。また、毎月の運用状況を役員へ回覧・

報告する体制となっております。 

 

2. 取引の時価に関する事項 

当連結会計年度末（平成２１年３月３１日） 

   組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、有価証券関

係に係る注記事項において開示しております。 
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（退職給付関係） 
 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 当連結会計年度 
 自平成20年 4月 1日

 至平成21年 3月 31日

 

①退職給付債務の額 2,418 百万円   

②年金資産の額 1,583 〃 

③未積立退職給付債務（①－②） 834 〃 

 

④未認識数理計算上の差異 △470 〃 

⑤退職給付引当金の額（③＋④） 363 百万円 

  

 

３．退職給付費用に関する事項 

 当連結会計年度 

 自平成20年 4月 1日

 至平成21年 3月 31日

 

①勤務費用の額 138 百万円   

②利息費用の額 53 〃   

③期待運用収益の額 △51 〃   

④数理計算上の差異の費用処理額 44 〃 

⑤退職給付費用 185 百万円 

 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当連結会計年度 

 自平成20年 4月 1日

 至平成21年 3月 31日

 

①割引率 2.0 %  

②期待運用収益率 2.5 %  

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

④数理計算上の差異の処理年数 ６年  

  （発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による按分額を発生の翌連

結会計年度より費用処理しております。） 
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（税効果会計関係） 

 

１． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

   当連結会計年度  

（１）流動の部 (平成 21年 3月 31日)  

繰延税金資産  

  賞与引当金 101 百万円  

  未払事業税 

その他有価証券評価差額金 

13

1

〃 

〃 

  その他 60 〃 

   繰延税金資産合計 176 百万円  

    

繰延税金負債  

－    繰延税金負債合計 

繰延税金資産の純額 176

百万円 

百万円 

  

  （２）固定の部 

繰延税金資産  

  退職給付引当金 148 百万円  

長期未払金 

その他有価証券評価差額金 

45

432

〃 

〃 

  その他 10 〃 

    繰延税金資産合計 637 百万円 

  

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 － 百万円 

      繰延税金資産の純額 637 百万円 

        

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳 

 

 法定実効税率 40.8 ％ 

  （調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目         2.5 〃 

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △2.1 〃 

  住民税均等割等 2.6 〃 

 試験研究費の税額控除 △5.0 〃 

 デリバティブ評価損 6.4 〃 

  その他 1.2 〃 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.4 ％ 
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（セグメント情報） 

 ［事業の種類別セグメント情報］ 

前連結会計年度（自平成１９年４月１日 至平成２０年３月３１日）       （単位：百万円） 

  診断薬事業 医薬事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

 売上高           

外部顧客に対する売上高 7,188 7,315 14,504         － 14,504

 営 業 費 用 6,051 6,548 12,600        719  13,319

 営 業 利 益 1,137 766 1,904 (719) 1,185

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出           

 資     産 4,897 5,747 10,644 16,271 26,915

 減 価 償 却 費 236 195 432          49  482

 資 本 的 支 出 372 451 824 167 992

 

（注）１．事業区分は取扱い製商品の種類により決定しております。 
      ２．各事業区分の主要製商品 
         (1)診断薬事業部門······微生物学的診断用薬・免疫血清学的診断用薬・精度管理用血清他・ 
                                検査用機器および器材他 
         (2)医薬事業部門········医薬品・健康食品その他 
      ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は719百万円で、そ

の主なものは提出会社の管理部門に係る費用等であります。 
      ４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は16,271 百万円であり、その主

なものは提出会社での現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに支援部門に係る資産等
であります。  

      ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
 
当連結会計年度（自平成２０年４月１日 至平成２１年３月３１日）            （単位：百万円） 

  診断薬事業 医薬事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

 売上高           

外部顧客に対する売上高 7,464 6,924 14,389         － 14,389

 営 業 費 用 6,108 6,187 12,296        804  13,101

 営 業 利 益 1,355 737 2,093 (804) 1,288

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出           

 資     産 5,026 5,618 10,646 15,368 26,013

 減 価 償 却 費 246 262 509          63 572

 資 本 的 支 出 271 156 427 158 586

 
（注）１．事業区分は取扱い製商品の種類により決定しております。 
      ２．各事業区分の主要製商品 
         (1)診断薬事業部門······微生物学的診断用薬・免疫血清学的診断用薬・精度管理用血清他・ 
                                検査用機器および器材他 
         (2)医薬事業部門········医薬品・健康食品他 
      ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は804百万円で、そ

の主なものは提出会社の支援部門に係る費用等であります。 
      ４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は15,368 百万円であり、その主

なものは提出会社での現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに支援部門に係る資産等
であります。  

      ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自平成19年 4月 1日 

至平成20年 3月 31日 

当連結会計年度 

自平成20年 4月 1日 

至平成21年 3月 31日 

１株当たり純資産額         1,039円 74銭 

１株当たり当期純利益          35円 47銭 

１株当たり純資産額         1,019円 70銭 

１株当たり当期純利益          20円 06銭 

    

（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

      前連結会計年度 

自平成19年 4月 1日 

至平成20年 3月 31日 

当連結会計年度 

自平成20年 4月 1日 

至平成21年 3月 31日 

当期純利益（百万円） 794 449 

  普通株主に帰属しない金額（百万円）                  －                  － 

  普通株式に係る当期純利益（百万円） 794 449 

 期中平均株式数（千株）              22,401              22,400 

 
 
（開示の省略） 
  リース取引、関連当事者と取引に関する注記事項については決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略します。
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連  結  売  上  高  内  訳

（単位：百万円）
期     別  前連結会計年度 当連結会計年度

自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日
至 平成20年3月31日 至 平成21年3月31日

  品     目 金  額 構成比 金  額 構成比

% %

微 生 物 学 的 診 断 用 薬 3,551 24.5 3,615 25.1 63

免疫血清学的診断用薬 2,912 20.1 3,110 21.6 198

精 度 管 理 用 血 清 他 354 2.4 374 2.6 20

検査用機器および器材他 370 2.6 363 2.6 △ 6

小      計 7,188 49.6 7,464 51.9 275

医 薬 品 3,127 21.5 2,944 20.4 △ 183

健 康 食 品 他 4,188 28.9 3,980 27.7 △ 207

小      計 7,315 50.4 6,924 48.1 △ 390

合          計 14,504 100.0 14,389 100.0 △ 114

う ち 輸 出 高 595 4.1 634 4.4 39

（△印減）

増減額

診
断
用
薬
等

医
薬
品
等
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年3月31日)

当事業年度
(平成21年3月31日)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 2,588 1,742

　　受取手形 88 101

　　売掛金 2,970 3,028

　　有価証券 1,376 234

　　商品 589 ―

　　製品 684 ―

　　半製品 145 ―

　　商品及び製品 ― 1,528

　　原材料 685 ―

　　仕掛品 353 346

　　貯蔵品 78 ―

　　原材料及び貯蔵品 ― 721

　　前払費用 37 39

　　繰延税金資産 162 157

　　短期貸付金 30 ―

　　関係会社預け金 3,702 4,845

　　リース投資資産 ― 26

　　その他 70 60

　　貸倒引当金 △13 △13

　　流動資産合計 13,553 12,818

　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物（純額） 2,305 2,146

　　　構築物（純額） 65 55

　　　機械及び装置（純額） 502 802

　　　車両及び運搬具（純額） 3 1

　　　工具・器具及び備品（純額） 293 272

　　　土地 2,006 2,006

　　　リース資産（純額） ― 5

　　　建設仮勘定 276 60

　　　有形固定資産合計 5,452 5,350

　　無形固定資産

　　　ソフトウェア 66 105

　　　その他 7 6

　　　無形固定資産合計 73 112

　　投資その他の資産

　　　投資有価証券 6,488 6,062

　　　関係会社株式 131 131

　　　従業員長期貸付金 13 11

　　　長期前払費用 21 15

　　　繰延税金資産 371 634

　　　保証預け金 147 134

　　　リース投資資産 ― 55

　　　破産更生債権 ― 30

　　　その他 25 19

　　　貸倒引当金 △12 △43

　　　投資その他の資産合計 7,188 7,050

　　固定資産合計 12,714 12,513

　資産合計 26,267 25,332
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成20年3月31日)

当事業年度
(平成21年3月31日)

負債の部

　流動負債

　　買掛金 1,225 1,079

　　リース債務 ― 2

　　未払金 237 122

　　未払費用 267 259

　　未払法人税等 217 69

　　未払消費税等 25 28

　　預り金 60 36

　　関係会社預り金 350 350

　　賞与引当金 238 231

　　役員賞与引当金 12 12

　　返品調整引当金 24 12

　　歩戻引当金 17 18

　　流動負債合計 2,676 2,223

　固定負債

　　長期未払金 124 106

　　リース債務 ― 2

　　退職給付引当金 361 360

　　預り保証金 378 372

　　固定負債合計 865 842

　負債合計 3,541 3,065

純資産の部

　株主資本

　　資本金 4,449 4,449

　　資本剰余金

　　　資本準備金 5,376 5,376

　　　その他資本剰余金 2 2

　　　資本剰余金合計 5,378 5,378

　　利益剰余金

　　　利益準備金 304 304

　　　その他利益剰余金

　　　　別途積立金 11,430 11,830

　　　　繰越利益剰余金 1,414 1,029

　　　利益剰余金合計 13,148 13,163

　　自己株式 △94 △95

　　株主資本合計 22,882 22,896

　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △156 △629

　　評価・換算差額等合計 △156 △629

　純資産合計 22,726 22,266

負債純資産合計 26,267 25,332
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年4月１日
　至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

売上高 12,123 12,189

売上原価 5,922 6,118

売上総利益 6,201 6,070

返品調整引当金戻入額 34 24

返品調整引当金繰入額 24 12

販売費及び一般管理費 5,136 4,872

営業利益 1,075 1,210

営業外収益

　受取利息 46 52

　有価証券利息 93 62

　受取配当金 189 192

　投資有価証券売却益 2 ―

　投資有価証券償還益 57 ―

　投資事業組合運用益 57 49

　その他 41 26

　営業外収益合計 487 382

営業外費用

　支払利息 3 5

　たな卸資産廃棄損 37 ―

　投資有価証券償還損 ― 57

　デリバティブ評価損 110 132

　貸倒引当金繰入損 ― 30

　その他 0 0

　営業外費用合計 151 225

経常利益 1,410 1,367

特別利益

　固定資産売却益 1 ―

　投資有価証券売却益 ― 66

　特別利益合計 1 66

特別損失

　固定資産処分損 11 17

　たな卸資産評価損 ― 17

　投資有価証券評価損 158 607

　特別損失合計 169 642

税引前当期純利益 1,242 791

法人税、住民税及び事業税 423 282

法人税等調整額 82 68

法人税等合計 506 350

当期純利益 736 440
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（３）株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

株主資本

　資本金

　　前期末残高 4,449 4,449

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 4,449 4,449

　資本剰余金

　　資本準備金

　　　前期末残高 5,376 5,376

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 5,376 5,376

　　その他資本剰余金

　　　前期末残高 2 2

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 0 0

　　　　当期変動額合計 0 0

　　　当期末残高 2 2

　　資本剰余金合計

　　　前期末残高 5,378 5,378

　　　当期変動額

　　　　自己株式の処分 0 0

　　　　当期変動額合計 0 0

　　　当期末残高 5,378 5,378

　利益剰余金

　　利益準備金

　　　前期末残高 304 304

　　　当期変動額

　　　　当期変動額合計 ― ―

　　　当期末残高 304 304

　　その他利益剰余金

　　　別途積立金

　　　　前期末残高 11,030 11,430

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 400 400

　　　　　当期変動額合計 400 400

　　　　当期末残高 11,430 11,830

　　　繰越利益剰余金

　　　　前期末残高 1,503 1,414

　　　　当期変動額

　　　　　別途積立金の積立 △400 △400

　　　　　剰余金の配当 △425 △425

　　　　　当期純利益 736 440

　　　　　当期変動額合計 △88 △385

　　　　当期末残高 1,414 1,029
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成19年4月１日
至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月１日
　至 平成21年3月31日)

　　利益剰余金合計

　　　前期末残高 12,837 13,148

　　　当期変動額

　　　　剰余金の配当 △425 △425

　　　　当期純利益 736 440

　　　　当期変動額合計 311 14

　　　当期末残高 13,148 13,163

　自己株式

　　前期末残高 △93 △94

　　当期変動額

　　　自己株式の取得 △1 △1

　　　自己株式の処分 0 0

　　　当期変動額合計 △0 △1

　　当期末残高 △94 △95

　株主資本合計

　　前期末残高 22,572 22,882

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 △425 △425

　　　当期純利益 736 440

　　　自己株式の取得 △1 △1

　　　自己株式の処分 0 0

　　　当期変動額合計 310 13

　　当期末残高 22,882 22,896

評価・換算差額等

　その他有価証券評価差額金

　　前期末残高 358 △156

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　　当期変動額合計 △515 △473

　　当期末残高 △156 △629

　評価・換算差額合計

　　前期末残高 358 △156

　　当期変動額

　　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　　当期変動額合計 △515 △473

　　当期末残高 △156 △629

純資産合計

　前期末残高 22,931 22,726

　当期変動額

　　剰余金の配当 △425 △425

　　当期純利益 736 440

　　自己株式の取得 △1 △1

　　自己株式の処分 0 0

　　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △515 △473

　　当期変動額合計 △205 △459

　当期末残高 22,726 22,266
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（４）継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

    該当事項はありません。 

 

（重要な後発事象） 
当社は、平成２１年１月３０日開催の取締役会において、平成２１年４月１日をもって、当社の連結子会

社である日本クリエート株式会社を吸収合併することを決議し、実施いたしました。 

合併の概要は次のとおりであります。 

１．結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含

む取引の概要 

(１) 結合当事企業の名称およびその事業の内容 

日本クリエート株式会社 (薬局・薬店向けの直販事業) 

(２) 企業結合の法的形式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、日本クリエート株式会社は解散いたします。 

（３）結合後企業の名称 

日水製薬株式会社 

(４) 取引の目的を含む取引の概要 

日本クリエート株式会社は、当社の連結子会社であり、薬局・薬店向けの直販事業を主としており

ます。本合併により、直販営業体制の強化と医薬事業運営の更なる効率化を進め、当社の販売組織で

ある｢健康未来創造研究会｣の強化、当研究会への商品の拡充を行うと共に、仕入れや配送など販売支

援業務の効率化によりシナジー効果を高め、当社グループの継続的な安定成長および収益力の更なる

向上を目指してまいります。 

２．実施した会計処理の概要 

   本合併は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成１５年１０月３１日)及び｢企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第１０号 平成１９年１

１月１５日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 
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 ６.そ の 他 

（役員の異動） 
  本日別途開示いたします。 
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