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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 90,016 △5.0 16,483 4.2 16,622 8.9 10,777 17.9
20年3月期 94,799 3.9 15,820 2.0 15,258 4.2 9,139 △30.5

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 152.80 ― 14.9 12.7 18.3
20年3月期 129.57 ― 13.0 11.0 16.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △6百万円 20年3月期  45百万円

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 126,824 73,968 57.7 1,037.76
20年3月期 135,146 72,411 53.0 1,015.46

（参考） 自己資本   21年3月期  73,191百万円 20年3月期  71,623百万円

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 10,634 △3,341 △6,354 14,596
20年3月期 5,358 △4,049 △7,419 13,718

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 ― 10.00 ― 13.00 23.00 1,622 17.8 2.3
21年3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00 2,398 22.3 3.3

22年3月期 
（予想）

― 20.00 ― 20.00 40.00 25.0

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

44,500 0.2 8,200 7.3 8,300 6.5 4,800 △4.6 68.06

通期 92,300 2.5 19,100 15.9 19,300 16.1 11,300 4.9 160.22
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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、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び25ページ「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」をご覧ください。 

(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、41ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 70,771,662株 20年3月期 70,771,662株

② 期末自己株式数 21年3月期  242,924株 20年3月期  239,169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 84,674 6.4 15,817 6.7 16,107 10.9 11,393 31.1
20年3月期 79,546 △0.7 14,820 4.2 14,525 6.4 8,688 △31.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 161.54 ―

20年3月期 123.18 ―

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 125,413 74,020 59.0 1,049.51
20年3月期 126,192 70,147 55.6 994.54

（参考） 自己資本 21年3月期  74,020百万円 20年3月期  70,147百万円

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 

業績予想につきましては、発表日現在の見通しに基づくものであり、様々な不確定要素によって実際の業績が予想数値と異なる場合があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、４ページをご参照ください。 

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

43,100 6.5 8,000 12.2 8,100 9.8 4,700 △13.4 66.64

通期 89,300 5.5 18,600 17.6 18,900 17.3 11,100 △2.6 157.38
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（単位 百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 21 年３月期 

(増減額) 

(増減率) 

90,016 

(△4,782)

(△5.0％)

16,483 

(663)

(4.2％)

16,622  

(1,364) 

(8.9％) 

10,777 

(1,637)

(17.9％)

平成 20 年３月期 

(増減額) 

(増減率) 

94,799 

(3,572)

(3.9％)

15,820 

(315)

(2.0％)

15,258  

(615) 

(4.2％) 

9,139 

(△4,013)

(△30.5％)

 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国経済の混乱による景気の減速に加え、特に期前半は原

油・原材料価格の高騰が企業収益を悪化させる状況にありました。昨年９月のリーマン・ショック以降

には、株式相場が暴落し、ドル安・円高が急激に進行し、さらに景気の後退感が強まり、個人消費が冷

え込むなど大変厳しい状況となりました。 

国内医薬品業界におきましては、４月に薬価基準の改定が実施されるなど、医療費抑制策の継続基調

は変わらず、引き続き厳しい環境下で推移しました。 

このような状況下、当社におきましては、「漢方医学の確立」「育薬の推進」を実行するための組織

体制の強化を図り、活動を推進してまいりました。その結果、薬価基準引き下げによる負の影響があり

ましたが、医療用漢方製剤は前連結会計年度を上回る売上高となりました。 

 

当連結会計年度の医薬品事業及び家庭用品事業をあわせた売上高は、ツムラ ライフサイエンス株式会

社が第２四半期連結会計期間より連結除外になったことにより、前連結会計年度に比べ５．０％減の９

００億１千６百万円となりました。 

当連結会計年度におきましては、医療用漢方製剤が数量ベースで１０％を超える伸長をしたことや、

全社をあげて業務の効率化に継続的に取り組んでまいりました結果、売上原価率は前連結会計年度に比

べ１．１ポイント低減しました。 

また、販売費及び一般管理費につきましては、経費の効率化に努めた結果、売上高販管費率が前連結

会計年度に比べ０．５ポイント改善しました。 

これらの結果、営業利益は前連結会計年度に比べ４．２％増の１６４億８千３百万円、経常利益は前

連結会計年度に比べ８．９％増の１６６億２千２百万円となりました。 

特別損益につきましては、ツムラ ライフサイエンス株式会社の全株式譲渡による譲渡益１３億５千万

円、医療用外用抗真菌剤「アスタット」の製造販売承認の承継による譲渡益１７億３千８百万円を特別

利益に計上しております。 

これらの結果、当期純利益は前連結会計年度に比べ１７．９％増の１０７億７千７百万円となりまし

た。 
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（セグメント別） 

 (単位 百万円) 

  医薬品事業 家庭用品事業 合 計 

売上高 

(増減額) 

(増減率) 

87,249 

(6,375)

(7.9％)

2,766  

(△11,158) 

(△80.1％) 

90,016 

(△4,782)

(△5.0％)
平成 21 年３月期 

営業利益 

(増減額) 

(増減率) 

16,481 

(1,363)

(9.0％)

1  

(△700) 

(△99.7％) 

16,483 

(663)

(4.2％)

売上高 

(増減額) 

(増減率) 

80,874 

(4,692)

(6.2％)

13,925  

(△1,119) 

(△7.4％) 

94,799 

(3,572)

(3.9％)
平成 20 年３月期 

営業利益 

(増減額) 

(増減率) 

15,118 

(568)

(3.9％)

702  

(△252) 

(△26.5％) 

15,820 

(315)

(2.0％)

 

当社の主力製品である医療用漢方製剤は、当社がこれまで行ってまいりました「漢方医学の確立」を

目指した活動や「育薬の推進」などにより、１２９処方中１１５処方が前連結会計年度の売上高を上回

りました。 

特に育薬処方である「ツムラ六君子湯」「ツムラ抑肝散」「ツムラ大建中湯」につきましては、様々

な臨床研究や基礎研究が進み、エビデンスの蓄積とともに、３処方合わせた売上高は前連結会計年度に

比べ１８．３％伸長しており、全漢方薬の売上増加に牽引的な役割を果たしております。 

以上の結果、医薬品事業全体の売上高は、前連結会計年度に比べ７．９％増の８７２億４千９百万円

となりました。 

 

（次期の見通し） 

平成２２年３月期の業績予想につきましては、医療用漢方製剤の売上数量の増加およびさらなる経費

効率化に努めることにより、売上高９２３億円、営業利益１９１億円、経常利益１９３億円、当期純利

益１１３億円を見込んでおります。 

 （単位 百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 22 年３月期 

(増減率) 

92,300

   （2.5％)

19,100

  （15.9％)

19,300 

  （16.1％) 

11,300

   （4.9％)

当社は、「漢方医学の確立」を目指した活動や「育薬の推進」、情報提供活動に全力をあげて取り組

むことにより、医療に貢献するとともに市場拡大を推し進めてまいります。 

また、物流体制の見直しや生産設備の増強等、効率的な投資を実現させることにより、収益力を向上

してまいります。 
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（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末の総資産は、ツムラ ライフサイエンス株式会社の連結除外による減少及び株価下落

による投資有価証券の減少等により、前連結会計年度末に比べ８３億２千１百万円減少し、１，２６８

億２千４百万円となりました。 

当連結会計年度末の負債合計は、ツムラ ライフサイエンス株式会社の連結除外による減少及び長期借

入金の返済等により、前連結会計年度末に比べ９８億７千８百万円減少し、５２８億５千５百万円とな

りました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ１５億５千７百万円増加し、７３９億６千８百万円、自己資本比

率は４．７ポイント増加して５７．７％となりました。 

 

営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、１０６億３千４百万円の増加となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、３３億４千１百万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、６３億５千４百万円の減少となりました。 

以上により、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は期首に比べ、８億７千８百万円増加し、

１４５億９千６百万円となりました。 

 

（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（％） 31.6 40.4 47.7 53.0 57.7

時価ベースの自己資本比率（％） 95.1 161.8 136.5 129.7 141.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 10.9 3.3 2.8 5.5 2.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 3.0 9.7 10.1 7.6 18.3

（注）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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※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。 

※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息を支払っている全ての負債を対

象としております。 

※利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社では、株主の皆様に対する利益還元を会社の重要政策のひとつと位置づけております。 

当社の利益配分に関する方針は、今後の事業展開への備えなど内部留保の充実を図るとともに、毎期

の連結業績、配当性向等を総合的に勘案しながら配当を行うことを基本としています。内部留保資金に

つきましては、将来の企業価値向上に資する設備投資や研究開発などの投資に充当してまいります。 

当期の期末配当金は、平成２０年８月５日発表のとおり、１株当たり１７円とさせていただきます。

この結果、中間配当金 1 株当たり１７円を含めました年間の配当金は、前期より１１円増配の１株当た

り３４円となります。 

なお、次期配当金につきましては、中間配当金及び期末配当金ともに１株当たり２０円とし、年間配

当金は当期より１株当たり６円増配の４０円とさせていただきます。 
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２．企業集団の状況 

(1)事業の内容 

当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る各社の位置付けは次のとおりであ

ります。 

 

医薬品事業 

医療用医薬品及び一般用医薬品を連結財務諸表提出会社（以下当社という）が製造・販売して

おります。 

連結子会社の深セン津村薬業有限公司は、主に医薬品の原料である生薬の調達・選別加工を行

い、当社及び連結子会社の上海津村製薬有限公司に販売しております。 

連結子会社の上海津村製薬有限公司は、主に漢方エキス末の生産を行い、当社に販売しており

ます。 

持分法適用関連会社の四川川村中薬材有限公司は、主に医薬品の原料である生薬を調達・選別

し、当社に販売しております。 

連結子会社の株式会社クリエイティブサービスは、調剤薬局の経営を行い、当社は漢方製剤を

同社へ供給販売しております。 

連結子会社のTSUMURA USA, INC.は、米国において、医薬品の開発業務を行っております。 

連結子会社の株式会社ロジテムツムラは、当社グループを中心とする物流業務を行っておりま

す。 
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(2)事業の系統図 

事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 国  内 海  外 

  
     

 ＜販売＞   ＜原材料調達・選別加工・保管＞

 ●㈱クリエイティブサービス ← ← ●深セン津村薬業有限公司 

     

     

 ＜販売＞   ＜原材料調達・選別＞ 

 非連結子会社１社 → ← △四川川村中薬材有限公司 

   ← 非連結子会社２社 

   ← 持分法非適用関連会社１社 

 ＜運送・保管＞    

 ●㈱ロジテムツムラ →   

    ＜製造・販売＞ 

   ← ●上海津村製薬有限公司 

 ＜保険代行＞    

 非連結子会社１社 →   

    ＜医薬品開発＞ 

   ← ●TSUMURA USA, INC. 

     

     

    ＜製造・販売・輸入＞ 

   

 
 
 

株 
式 

会 

社 
 

ツ 

ム 

ラ 

→ 持分法非適用関連会社１社 

医 
 
薬 
 
品 
 
事 
 
業 

  

 

→ 原材料・製品・商品・サービスの流れ 
 
●：連結子会社 
 
△：持分法適用関連会社 
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(3)関係会社の状況 

名称 住所 
資本金又は

出資金 

主要な事業

の内容 

議決権

の所有

割合 

関係内容 

(連結子会社) 

株式会社 

ロジテムツムラ 

 

静岡県 

藤枝市 

百万円

250
医薬品事業

％

100.0

当社製品の運送及び保管 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

       その他  ･･･有 

株式会社 

クリエイティブサービス 

東京都 

千代田区 

百万円

98
医薬品事業

100.0

当社製品を販売 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

深セン津村薬業有限公司 

※２ 

中国 

深セン市 

米ドル

34,990,000
医薬品事業 100.0

当社原料の調達・選別加工及び保管 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

上海津村製薬有限公司 

※２ 

中国 

上海市 

米ドル

20,700,000
医薬品事業 63.0

当社向け漢方エキス末の製造及び販売

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

TSUMURA USA,INC. 
米国 

カリフォルニア州 

米ドル

1,261,328
医薬品事業 100.0

米国における医薬品開発 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

(持分法適用関連会社) 

四川川村中薬材有限公司 

中国 

四川省 

米ドル

8,739,985
医薬品事業 26.0

当社原料の調達・選別 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

 

(注） １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  ※２．深セン津村薬業有限公司及び上海津村製薬有限公司は、特定子会社であります。 

   ３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

   ４．関係内容の役員の兼任等における「その他」とは、当社からの出向・転籍者を表しております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「自然と健康を科学する」という経営理念のもと、日本の伝統に培われた漢方医学を科学的

裏付けのもとに西洋医学と融合することにより、人々の健康のため世界で類のない 高の医療提供に貢

献することを経営指針に掲げています。 

この目標を実現するため、「漢方・生薬」への重点化と集中化を進め、漢方メーカーであることの独

自性を 大限に活かし、医療の分野で確固とした地位を築いていくことを目標としてまいります。 

また、企業活動の前提となる社会的責任を果すため、コンプライアンスの推進はもとより、患者様、

お客様の満足と信頼を獲得するため、当社の新しい企業文化の創造に取り組んでおります。 

 

（２）目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

平成２１年５月１４日に開示しました「２００９～２０１１年度 中期経営計画（連結）について」の

内容と同様のため記載を省略いたします。 

当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.tsumura.co.jp/kaisha/release/index.htm 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループが、将来に向けて成長、発展し続けるために克服すべき主な課題は以下に掲げる項目で

あると考えております。 

 

①漢方医学の確立 

当社は、全ての大学医学部・医科大学において漢方医学の講義履修が必修化されること、漢方医学の

教育ができる講師を育成するプログラムが実施されること、臨床研修を目的とする漢方外来がすべての

大学病院に設置されること、その結果として医師国家試験に漢方医学の問題が採択されることが、漢方

医学の確立につながると考えております。 

この課題に対処するため、医師・薬剤師を対象とする講演会・研究会・勉強会・説明会や一般市民に

対する公開講座など漢方医学の啓発・普及活動並びに漢方製剤の適正使用に関する情報提供活動及び有

効性・安全性に関する情報収集・伝達活動に総力をあげて取り組んでまいりました。 

すでに医学部を持つ全国８０大学すべてにおいて漢方医学教育が導入されており、講義履修の必修化

など教育内容の充実が進み、大学内における講師育成プログラムの実施、漢方外来の設置も確実に進ん

でおり、漢方医学の確立に向けた環境は整いつつあると考えております。 

当社は、継続して漢方医学の確立に向けた普及活動をさらに充実・強化してまいります。 

 

②育薬の推進 

当社は、近年の疾病構造を見据え、医療ニーズの高い領域において新薬では治療に難渋している疾患
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で、医療用漢方製剤が特異的に効果を発揮する疾患に的を絞り、エビデンスを確立するために「育薬」

推進活動を展開してまいりました。さらに、「育薬」処方を中心として漢方製剤を普及させるために大

学専任ＭＲ制および臨床研修指定病院専任ＭＲ制等を導入しました。 

「育薬」処方である「ツムラ六君子湯」「ツムラ抑肝散」「ツムラ大建中湯」に関しては各種臨床研

究と効果を裏付ける基礎研究が進み、学会発表や論文発表が数多く報告され、エビデンスの集積は着実

に進んでまいりました。 

「育薬」は、現代医学の考え方で漢方を認知していただく方法のひとつであり、この成果は医療に大

きく貢献することとなるため、新たな育薬処方の追加についても探索を行い、この課題に対する取り組

みを積極的に推進してまいります。 

 

③漢方の国際化 

当社は、漢方製剤の米国における医療用医薬品としての承認取得を目的に、臨床試験を計画・推進し

てまいりました。 

これまでに、手術後のイレウス改善をターゲットとした｢ＴＵ－１００(大建中湯)｣の忍容性試験を終

了し、術後患者における安全性と服薬性には問題が無いことが確認されております。 

平成２０年６月には、国際開発部を医薬営業本部に編入させることにより、日本国内の育薬による基

礎・臨床研究の 新の成果を米国臨床試験の手続きに連携させる体制を整えました。さらに、日米オー

ソリティドクター同士の情報交換を推進し、より効率的な開発体制を構築してまいります。 

今後は、米国における臨床薬理試験の実施、日本国内における大規模副作用調査の実施など引き続き

スピードをあげて漢方の国際化に向かって邁進してまいります。 

 

④生産能力の増強と品質管理体制の充実 

現在の医療用漢方製剤の需要増に対応し、製品の安定供給を行うため、稼動体制の強化を図り、生産

設備の能力の向上に取り組んでまいりました。今後、さらに静岡・茨城の国内両工場と上海津村製薬有

限公司の３工場において、エキス粉末製造棟、造粒・包装棟などを効率的に増設し、生産能力の増強を

図ってまいります。 

また、平成２０年１０月に新組織である分析センターを設置し、漢方製剤の安全と安心を確保する体

制を強化しました。分析センターに 新の試験機器等を導入して、残留農薬、微生物、重金属の検査機

能を集約し、チェック機能の向上と効率化を図り、生産量の増加に対応していきます。また、深セン津

村薬業有限公司と分析センター等との技術交流を行い、品質管理システムを統合し、原料生薬の段階か

ら安全と安心を確保する体制を強化してまいります。 

 

⑤安全な生薬の安定確保 

当社は、これまで安全な原料生薬を安定確保するため、「トレーサビリティ体制の確立」に注力して

まいりました。現在では、中国においては産地から石岡・藤枝両センターまでのトレースが行われてお

り、日本においては農家から石岡・藤枝両センターまでのトレースが行われておりますが、その内容に

栽培履歴等の生産に関する詳細な情報を付加する体制を整え、指導を行っております。 

 さらに、当社の直接指導による病虫害防除方法の統一化や栽培方法、栽培管理の統一化を実施すると
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ともに、安定確保のため、長期栽培契約の拡大を継続して進めてまいります。 

今後も引き続き、漢方製剤の需要増加に対応するため、中国及び日本における栽培面積の拡大を図ると

ともに、野生生薬の栽培化研究に取り組んでまいります。 

 また、一方では中国・日本以外の地域から輸入しているトレースの難しい生薬については、ラオスで

自社農場を持ち、栽培を行うことでトレーサビリティ体制の強化に取り組んでまいります。 

なお、日本におきましては、すでに公表の通り、北海道夕張市に原料生薬の加工・保管拠点を設け、

機械化による大規模栽培により、北海道における生薬栽培の拡大を図ってまいります。また、夕張市に

は自社農場も持ち、生産の効率化にも取り組んでまいります。 

  

⑥開かれた会社の創造 

当社は、法令順守や利益貢献といった責任を負うばかりでなく、環境問題への取り組みを含めた様々

な社会的配慮を行い、多様なステークホルダーとのコミュニケーションを持つことにより、積極的に広

く企業の経営姿勢や経営内容を明確に公開してまいります。 

強固なコーポレート・ガバナンス体制に基づき、社内外に対して開かれた会社であり、患者様やお客

様の満足と信頼を獲得することにより、強い企業体質を築くことが重要な課題であると考えております。 

特に、企業マネジメントの透明性と充実を図るため、内部統制システムの充実、効果的・効率的な運

用をはかり、より質の高い企業経営を行うことを目指しております。 

また、近年企業が直面するリスクも大きく複雑になり、広範なリスク管理やそれらのリスクに対する

適切な対応が求められていることから、平成２１年４月にＣＳＲ推進室を設置いたしました。引き続き

多面的にコーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。 
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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 13,833  14,603

  受取手形及び売掛金 30,383  31,156

  有価証券 109  －

  たな卸資産 19,651  －

  商品及び製品 －  3,775

  仕掛品 －  6,442

  原材料及び貯蔵品 －  9,591

  繰延税金資産 2,379  1,536

  その他 2,382  1,903

  貸倒引当金 △14  △6

  流動資産合計 68,724  69,003

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物 46,716  43,736

   機械装置及び運搬具 29,883  27,050

   工具、器具及び備品 7,234  5,815

   土地 ※3 10,426 ※3 9,211

   建設仮勘定 1,050  1,341

   その他 －  64

    減価償却累計額 △55,060  △48,466

   有形固定資産合計 ※1 40,251  38,754

  無形固定資産  

   無形固定資産合計 1,290  406

  投資その他の資産  

   投資有価証券 ※5 21,653 ※5 13,871

   長期貸付金 28  －

   繰延税金資産 －  1,395

   その他 ※5 3,267 ※5 3,420

   貸倒引当金 △70  △28

   投資その他の資産合計 24,879  18,659

  固定資産合計 66,421  57,821

 繰延資産  

  繰延資産合計 0  －

 資産合計 135,146  126,824
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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 3,467  2,354

  短期借入金 ※1 27,503  25,334

  未払金 8,463  7,432

  未払法人税等 3,516  3,888

  返品調整引当金 62  12

  その他 5,280  4,863

  流動負債合計 48,294  43,885

 固定負債  

  長期借入金 ※1 2,069  －

  長期預り保証金 5,998  5,651

  繰延税金負債 2,202  0

  再評価に係る繰延税金負債 ※3 2,048 ※3 1,773

  退職給付引当金 1,526  1,395

  その他 ※4 594  149

  固定負債合計 14,440  8,970

 負債合計 62,734  52,855

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 19,487  19,487

  資本剰余金 1,940  1,940

  利益剰余金 44,349  52,868

  自己株式 △368  △379

  株主資本合計 65,409  73,917

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 4,680  △1,129

  繰延ヘッジ損益 △685  △264

  土地再評価差額金 ※3 2,041 ※3 1,775

  為替換算調整勘定 176  △1,106

  評価・換算差額等合計 6,213  △725

 少数株主持分 788  777

 純資産合計 72,411  73,968

負債純資産合計 135,146  126,824
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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 94,799  90,016

売上原価 31,609 ※1 29,028

売上総利益 63,190  60,987

販売費及び一般管理費 ※2,3 47,369 ※2,3 44,504

営業利益 15,820  16,483

営業外収益  

 受取利息 48  38

 受取配当金 351  393

 持分法による投資利益 45  －

 その他 373  499

 営業外収益合計 818  932

営業外費用  

 支払利息 702  542

 持分法による投資損失 －  6

 為替差損 284  －

 たな卸資産処分損 117  －

 その他 276  244

 営業外費用合計 1,380  793

経常利益 15,258  16,622

特別利益  

 固定資産売却益 ※4 3 ※4 0

 投資有価証券売却益 767  270

 関係会社売却益 －  1,350

 販売権譲渡益 －  1,738

 特別利益合計 770  3,359

特別損失  

 固定資産売却損 ※5 1 ※5 31

 固定資産除却損 ※6 209 ※6 361

 減損損失 ※7 964 ※7 653

 関係会社株式売却損 171  －

 工場リニューアル費用 －  772

 解体撤去費用 －  222

 その他 ※8 76 ※8 0

 特別損失合計 1,423  2,041

税金等調整前当期純利益 14,605  17,940

法人税、住民税及び事業税 5,874  6,316

法人税等調整額 △433  717

法人税等合計 5,441  7,034

少数株主利益 24  128

当期純利益 9,139  10,777
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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 19,487  19,487

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 19,487  19,487

 資本剰余金  

  前期末残高 1,940  1,940

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 1,940  1,940

 利益剰余金  

  前期末残高 37,631  44,349

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,410  △2,115

   当期純利益 9,139  10,777

   土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

   その他 －  △15

   当期変動額合計 6,717  8,518

  当期末残高 44,349  52,868

 自己株式  

  前期末残高 △360  △368

  当期変動額  

   自己株式の取得 △7  △10

   当期変動額合計 △7  △10

  当期末残高 △368  △379

 株主資本合計  

  前期末残高 58,699  65,409

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,410  △2,115

   当期純利益 9,139  10,777

   土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

   自己株式の取得 △7  △10

   その他 －  △15

   当期変動額合計 6,710  8,508

  当期末残高 65,409  73,917

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 8,827  4,680

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,147  △5,810

   当期変動額合計 △4,147  △5,810

  当期末残高 4,680  △1,129
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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) 

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 14  △685

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △699  420

   当期変動額合計 △699  420

  当期末残高 △685  △264

 土地再評価差額金  

  前期末残高 1,030  2,041

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,010  △266

   当期変動額合計 1,010  △266

  当期末残高 2,041  1,775

 為替換算調整勘定  

  前期末残高 △117  176

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 294  △1,283

   当期変動額合計 294  △1,283

  当期末残高 176  △1,106

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 9,755  6,213

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,542  △6,939

   当期変動額合計 △3,542  △6,939

  当期末残高 6,213  △725

少数株主持分  

 前期末残高 1,163  788

 当期変動額  

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △374  △11

  当期変動額合計 △374  △11

 当期末残高 788  777

純資産合計  

 前期末残高 69,618  72,411

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,410  △2,115

  当期純利益 9,139  10,777

  土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

  自己株式の取得 △7  △10

  その他 －  △15

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,916  △6,951

  当期変動額合計 2,793  1,557

 当期末残高 72,411  73,968
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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 14,605  17,940

 減価償却費 3,396  3,298

 減損損失 964  653

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 8  △44

 受取利息及び受取配当金 △399  △432

 支払利息 702  542

 持分法による投資損益（△は益） △45  6

 有形固定資産除売却損益（△は益） 137  369

 売上債権の増減額（△は増加） △894  △2,374

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,679  △1,689

 仕入債務の増減額（△は減少） 912  △763

 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △767  △269

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △146  3

 関係会社株式売却損益（△は益） －  △1,350

 その他 259  771

 小計 16,053  16,661

 利息及び配当金の受取額 405  453

 利息の支払額 △705  △579

 法人税等の支払額 △10,394  △5,900

 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,358  10,634

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 △2,865  △4,472

 有形固定資産の売却による収入 14  493

 無形固定資産の取得による支出 △88  △90

 投資有価証券の取得による支出 △2,312  △2,018

 投資有価証券の売却及び償還による収入 1,763  613

 子会社出資金の取得による支出 △535  －
 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出 

△106  －

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入 

－ ※2 4,511

 貸付けによる支出 △9  △7

 貸付金の回収による収入 24  17

 定期預金の預入による支出 △47  △2,512

 定期預金の払戻による収入 12  120

 その他の支出 △208  △320

 その他の収入 309  324

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,049  △3,341

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 2,603  1,671

 短期借入金の返済による支出 △2,722  △1,999

 長期借入金の返済による支出 △5,885  △3,752

 自己株式の取得による支出 △7  △10

 配当金の支払額 △1,408  △2,114

 その他 －  △149

 財務活動によるキャッシュ・フロー △7,419  △6,354

現金及び現金同等物に係る換算差額 16  △59

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,094  878

現金及び現金同等物の期首残高 19,812  13,718

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 13,718 ※1 14,596
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（5）継続企業の前提に関する注記 

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 

 

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 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数        ６社 

(うち３社は在外法人)

会社名 ㈱ロジテムツムラ 

 ㈱クリエイティブサービス 

 深セン津村薬業有限公司 

 上海津村製薬有限公司 

 TSUMURA USA，INC． 

 ツムラ ライフサイエンス㈱ 

当社の連結子会社であったPACIFIC MARKETING  

ALLIANCE, INC.については、平成19年11月30日付け

で、当社が間接的に所有していたすべての株式を

JFC INTERNATIONAL INC.に譲渡したことに伴い、連

結の範囲から除外いたしました。 

なお、連結の範囲に含まれていた期間の損益につ

いては、連結財務諸表の中に含めております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数        ５社 

(うち３社は在外法人)

会社名 ㈱ロジテムツムラ 

 ㈱クリエイティブサービス 

 深セン津村薬業有限公司 

 上海津村製薬有限公司 

 TSUMURA USA，INC． 

  

当社の連結子会社であったツムラ ライフサイエ

ンス株式会社については、平成20年８月29日付け

で、当社が保有していた全株式を株式会社プルメリ

アへ譲渡したため、第２四半期連結会計期間より連

結の範囲から除外しております。 

なお、連結の範囲に含まれていた期間の損益につ

いては、連結財務諸表の中に含めております。 

(2)主要な非連結子会社名 

㈱臨床情報センター     他３社 

(2)主要な非連結子会社名 

同左 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か

ら除いております。 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数    １社 

四川川村中薬材有限公司 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数    １社 

同左 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち、主要な会社等の名称 

㈱臨床情報センター 

吉林林村中薬開発有限公司 

湖北湖村中薬材開発有限公司   他３社 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち、主要な会社等の名称 

同左 

(3)持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用から除外しております。 

(3)持分法を適用しない理由 

同左 

(4)持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項 

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社につ

いては、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

(4)持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項 

同左 
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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) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち深セン津村薬業有限公司、上海津村

製薬有限公司及びTSUMURA USA, INC.の決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算

日現在の財務諸表を使用しております。 

なお、同決算日と連結決算日との間に重要な取引が

生じた場合には、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次

のとおりであります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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し

ております。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法 

在外子会社は個別法または総平均法によ

る原価法 

４ 会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次

のとおりであります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

主として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基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

（会計方針の変更） 

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日公表分）を適用しております。 

この変更により、従来に比べ、営業利益

は、145百万円減少し、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ33百万円減少して

おります。 
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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) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

親会社における茨城工場及び研究所、ツム

ラ ライフサイエンス株式会社における研究所

及びツムラ ライフサイエンス株式会社以外の

連結子会社については定額法、その他は定率法

によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～17年

（会計方針の変更） 
親会社及び国内連結子会社は、法人税法の

改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変

更しております。  

 これにより、従来の方法に比べ、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ37百万円減少し、当期純利益は22百万円減少

しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

親会社における茨城工場及び研究所、ツム

ラ ライフサイエンス株式会社における研究所

及びツムラ ライフサイエンス株式会社以外の

連結子会社については定額法、その他は定率法

によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～８年

（追加情報） 

親会社及び国内連結子会社の機械装置につ

いては、法人税法の改正を契機として耐用年数

の見直しを行いました。 

この結果、売上総利益は109百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ115百万円増加しております。 

 

（追加情報） 

親会社及び主要な国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額との差

額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。  

 この結果、従来の方法に比べ、営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

219百万円減少し、当期純利益は130百万円減少

しております。 
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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) 

② 無形固定資産及び長期前払費用 

定額法 

 なお、ソフトウエア(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。 

 また、長期前払費用の償却期間については、

主として法人税法に規定する方法と同一の基準

によっております。 

 

────────── 

② 無形固定資産及び長期前払費用（リース資産を

除く） 

同左 

 

 

 

 

 

 

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 

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。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に

備えるため、貸倒実績率による計算額を計上

しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権に

対する回収不能見込額を個別に見積って計上

しております。 

② 返品調整引当金 

親会社及び主要な連結子会社は、連結決算

日後の返品損失に備えて、将来の返品見込損

失額のうち当連結会計年度の負担額を計上し

ております。 

③ 退職給付引当金 

親会社及び主要な連結子会社は、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及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

② 返品調整引当金 

連結決算日後の返品損失に備えて、将来の

返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

 

③ 退職給付引当金 

同左 
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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) 

④ 役員退職慰労引当金 

該当事項はありません。 

なお、親会社につきましては、平成17年６

月29日開催の定時株主総会において、取締役

及び監査役の退職慰労金制度廃止に伴う打ち

切り支給議案を決議しており、それに伴う当

該決議以前から在職している役員に対する支

給予定額122百万円を固定負債の「その他」に

振り替えております。 

────────── 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び

費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引に

ついては、主として通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

────────── 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

なお、為替予約については振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を、金利スワップ

及び金利オプションについては特例処理の要件

を満たしている場合は特例処理を採用しており

ます。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約、金利スワップ及び金利オプション

・ヘッジ対象 

外貨建予定取引、短期借入金及び長期借入金

③ ヘッジ方針 

主として運用管理規則に則って為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

全て振当処理、特例処理を採用しているた

め、有効性評価は行っておりません。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

なお、為替予約については振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を、金利スワップ

については特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しております。 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約及び金利スワップ 

・ヘッジ対象 

外貨建予定取引及び長期借入金 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(7) その他 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(7) その他 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時

価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 
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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) 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、その効果の及ぶ期間を

個別に見積もり、20年以内で合理的な方法により償

却しております。ただし、金額に重要性が乏しい場

合には発生した連結会計年度に全額償却しておりま

す。 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

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 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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（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 

（会計方針の変更） 

 

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) 

────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────── 

 

（リース取引に関する会計基準） 

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に

よっておりましたが、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、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。 

この変更による損益への影響はありません。 

 

（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） 

当連結会計年度より、「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。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 
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(表示方法の変更) 

 

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) 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」については、重要性が増

したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「未払金」は、7,425百万円

であります。 

（連結貸借対照表） 

１ 財務諸表等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については、当連結会計

年度より、「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

ている「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ4,250百万円、6,430百万円、

8,970百万円であります。 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長

期貸付金」（当連結会計年度15百万円）について

は、金額が僅少となったため当連結会計年度より、

投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

３ 前連結会計年度まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」

（前連結会計年度64百万円）については、総資産の

100分の1を超えたため当連結会計年度より、区分掲

記しております。 

４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長

期借入金」（当連結会計年度24百万円）について

は、金額が僅少となったため当連結会計年度より、

固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
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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) 

※１ 担保資産 

有形固定資産のうち次のものを長期借入金
（「１年内返済予定の長期借入金」を含む）
3,760百万円の担保に供しております。 

工場財団 

建物及び構築物 11,083百万円

機械装置及び運搬具 4,431百万円

工具、器具及び備品 653百万円

土地 8,009百万円

合計 24,178百万円
 

────────── 
 

────────── ２ 偶発債務 

非連結子会社の銀行借入金に対し、債務保証を
行っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

吉林林村中薬開発有限公司 143百万円

合計 143百万円
 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、親会社は事業用の土地の再

評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として

「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同法令第２条

第５号に定める不動産鑑定士によ

る鑑定評価に合理的な調整を行っ

て算出する方法を採用しておりま

す。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額…… 

△1,923百万円 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、親会社は事業用の土地の再

評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として

「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律施行

令」(平成10年３月31日公布政令

第119号)第２条第３号に定める固

定資産税評価額及び同法令第２条

第５号に定める不動産鑑定士によ

る鑑定評価に合理的な調整を行っ

て算出する方法を採用しておりま

す。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当連結会計年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額…… 

△1,799百万円 

※４ 固定負債の「その他」には、負ののれん1百万円
が含まれております。 

────────── 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債の

うち主要なものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 20百万円

投資その他の資産(出資金) 817百万円
 

※５ 非連結子会社及び関連会社に対する資産・負債の

うち主要なものは次のとおりであります。 

投資有価証券(株式) 20百万円

投資その他の資産(出資金) 716百万円
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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) 

  ６ 当社グループは、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行１行とコミットメントライン契約

を締結しております。この契約に基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次のとおりでありま

す。 

貸出コミットメントラインの総額 547百万円

借入実行残高 ― 百万円

差引額 547百万円
 

────────── 
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(連結損益計算書関係) 

 

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) 

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) 

────────── 

 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

販売促進費 5,731百万円

広告宣伝費 2,612百万円

販売感謝金 5,982百万円

給料諸手当 16,603百万円

研究開発費 4,368百万円

退職給付費用 600百万円

貸倒引当金繰入額 8百万円
 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性
低下に基づく簿価切下げ額 

売上原価 145百万円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

販売促進費 4,356百万円

広告宣伝費 1,495百万円

販売感謝金 6,224百万円

給料諸手当 15,806百万円

研究開発費 3,958百万円

退職給付費用 1,142百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円
 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は4,368百万円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は3,958百万円であります。 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1百万円

工具、器具及び備品 1百万円
 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

 
 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1百万円
 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1百万円

工具、器具及び備品 6百万円

無形固定資産 23百万円
 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 97百万円

機械装置及び運搬具 71百万円

工具、器具及び備品 40百万円
 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 89百万円

工具、器具及び備品 69百万円
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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) 

※７ 当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しておりま
す。 

場所 用途 種類 

千葉県松戸市 社員寮 建物、土地 等 

当社グループは、事業の種類別セグメントを基
礎として製品の性質、市場の類似性を勘案して事業
用資産をグルーピングしており、事業の用に直接供
していない遊休資産については個々にグルーピング
しております。 
 社員寮（建物、土地等）については、平成20年３
月において売却契約を締結し、当連結会計年度にお
いて、帳簿価額と契約金額の差額を減損損失として
特別損失に計上しております。 
 当連結会計年度の減損損失は964百万円であり、
その内訳は、建物及び構築物782百万円、機械装置
及び運搬具6百万円、工具、器具及び備品0百万円、
土地175百万円であります。 
 なお、資産の回収可能価額は、正味売却価額を適
用し、売却契約に基づく金額で評価しております。

※７ 当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しておりま
す。 

場所 用途 種類 

静岡県藤枝市 物流関係設備 土地、建物等 

静岡県島田市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷郡 研究設備 建物、機械装置等

当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎
として製品の性質、市場の類似性を勘案して事業用
資産をグルーピングしており、事業の用に直接供し
ていない遊休資産については個々にグルーピングし
ております。 
 物流関係設備については、遊休となった資産につ
いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失
として特別損失に計上しております。 

肥料生産設備については、平成20年６月に売却契
約を締結し、当連結会計年度において、帳簿価額と
売却価額の差額を減損損失として特別損失に計上し
ております。 
 研究設備については、研究設備の見直しにより遊
休となった資産について帳簿価額全額を減額し、減
損損失として特別損失に計上しております。 

当連結会計年度の減損損失は653百万円であり、そ
の内訳は、建物及び構築物288百万円、機械装置及び
運搬具44百万円、工具、器具及び備品1百万円、土地
318百万円であります。 
 なお、資産の回収可能価額は、合理的な見積もり
に基づく正味売却価額により評価しております。 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

貸倒損失 76百万円
 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

投資有価証券売却損 0百万円
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(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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 70,771 － － 70,771

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 235 3 － 239

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 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

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 705 10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年10月31日 
取締役会 

普通株式 705 10.00 平成19年９月30日 平成19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翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 916 13.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 70,771 － － 70,771

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 239 3 － 242

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   3千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 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

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 916 13.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月11日 
取締役会 

普通株式 1,199 17.00 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翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,198 17.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

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) 

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 13,833百万円

預入期間が3ヶ月を超える 

定期預金 
△115百万円

現金及び現金同等物 13,718百万円
 

現金及び預金勘定 14,603百万円

預入期間が3ヶ月を超える 

定期預金 
△7百万円

現金及び現金同等物 14,596百万円
 

────────── ※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社
の資産及び負債の主な内訳 

ツムラ ライフサイエンス株式会社 

流動資産 5,357百万円

固定資産 1,690百万円

資産合計 7,047百万円

流動負債 △2,764百万円

固定負債 △563百万円

負債合計 △3,327百万円

子会社株式の売却価額 4,550百万円

子会社の現金及び現金同等物 38百万円

差引：子会社売却による収入 4,511百万円
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（セグメント情報） 

１ 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） 

 

 

医薬品事業

 

(百万円) 

家庭用品事業

 

(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 80,874 13,925 94,799 － 94,799

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － －

計 80,874 13,925 94,799 － 94,799

 営業費用 65,756 13,222 78,979 － 78,979

 営業利益 15,118 702 15,820 － 15,820

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

 資本的支出 
 

 資産 116,655 9,476 126,131 9,014 135,146

 減価償却費 3,210 185 3,396 － 3,396

 減損損失 964 － 964 － 964

 資本的支出 3,098 144 3,242 － 3,242
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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） 

 

 

医薬品事業

 

(百万円) 

家庭用品事業

 

(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去 

又は全社 
(百万円) 

連結 
 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 87,249 2,766 90,016 － 90,016

 (2)セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

－ － － － －

計 87,249 2,766 90,016 － 90,016

 営業費用 70,768 2,765 73,533 － 73,533

 営業利益 16,481 1 16,483 － 16,483

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

 資本的支出 
 

 資産 126,824 － 126,824 － 126,824

 減価償却費 3,263 35 3,298 － 3,298

 減損損失 653 － 653 － 653

 資本的支出 5,508 87 5,595 － 5,595

(注) １ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び販売方法の類似性を考慮し、医薬品事

業・家庭用品事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業の主要製品 

(1)医薬品事業 

医療用医薬品、一般用医薬品 他 

(2)家庭用品事業 

入浴剤、身体洗浄剤、ヘアケア製品、浴室洗浄剤 他 

３ 前連結会計年度及び当連結会計年度には、配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、現金及び預金であります。 

前連結会計年度  9,014百万円 

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費が含まれております。 

６ 当社連結子会社として家庭用品事業を営んでおりましたツムラ ライフサイエンス株式会社は、第２四

半期連結会計期間より子会社ではなくなり、連結の範囲から除外しました。これにより、当社グループは

第２四半期連結会計期間より医薬品事業の単一事業となっております。 
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２ 所在地別セグメント情報 

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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

が、いずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

３ 海外売上高 

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） 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

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） 

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

 

 

（関連当事者情報） 

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） 

該当事項はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 
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 （有価証券関係） 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成20年３月31日） 

区分 
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1)株式 12,772 20,576 7,803連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 小計 12,772 20,576 7,803

(1)株式 1,025 925 △100

(2)債券 110 109 △1
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 小計 1,136 1,034 △101

合計 13,909 21,610 7,701

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

1,763 767 －

 

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成20年３月31日) 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 131

合計 131

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成20年３月31日) 

 
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内 

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

(1)債券  

 社債 109 － － －

合計 109 － － －

 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等についての減損処理は該当ありません。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行うこととしております。 
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

区分 
取得原価 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

(1)株式 1,185 2,279 1,093

(2)債券 1,000 1,012 12
連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 小計 2,185 3,291 1,105

(1)株式 13,197 10,227 △2,969連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 小計 13,197 10,227 △2,969

合計 15,382 13,518 △1,864

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

533 270 0

 

３ 時価評価されていない主な有価証券（平成21年３月31日） 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 332

合計 332

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの債券の今後の償還予定額（平成21年３月31日） 

 
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内 

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

(1)債券  

 社債 － － 1,012 －

合計 － － 1,012 －

  

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等についての減損処理は該当ありません。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行うこととしております。 
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（ストック・オプション等関係） 

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) 

該当事項はありません。 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

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） 

該当事項はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

― 39 ―



㈱ツムラ（4540）平成21年3月期決算短信 

 

 （生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次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) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

医薬品事業 80,625 85.7 85,533 96.7

家庭用品事業 13,476 14.3 2,938 3.3

合計 94,101 100.0 88,472 100.0

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

当社グループは、販売計画に基づいて生産計画を立て生産しており、受注生産は行っておりませ

ん。 

 

(3) 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次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) 

事業の種類別 

セグメントの名称 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

医薬品事業 80,874 85.3 87,249 96.9

家庭用品事業 13,925 14.7 2,766 3.1

合計 94,799 100.0 90,016 100.0

（注）１ 前連結会計年度及び当連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、

次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) 相手先 

金額(百万円) 構成比(％) 金額(百万円) 構成比(％) 

アルフレッサ ホールディングス㈱ 18,360 19.4 20,097 22.3

㈱メディセオ・パルタック 

ホールディングス 
18,669 19.7 17,353 19.3

㈱スズケン 12,645 13.3 13,615 15.1

東邦薬品㈱ 9,113 9.6 9,649 10.7

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ セグメント間の取引はありません。 
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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株当たり当期純利益金額 

 1,015.46円

129.57円

 1,037.76円

152.80円

(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

（１）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 72,411 73,968 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
788 777 

（うち少数株主持分（百万円）） （788） （777）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 71,623 73,191 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（千株） 

70,532 70,528 

 

（２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、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) 

 当期純利益金額（百万円） 9,139 10,777 

 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金額 

（百万円） 
9,139 10,777 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 70,533 70,530 

 

 

 
 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、デリバティブ取引、退職給付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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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 9,014  13,206

  受取手形 3,357  3,095

  売掛金 ※3 24,837 ※3 27,695

  有価証券 109  －

  製品 3,664  －

  商品及び製品 －  3,958

  仕掛品 5,987  6,440

  原材料 6,813  －

  貯蔵品 623  －

  原材料及び貯蔵品 －  8,116

  前渡金 ※3 861 ※3 1,045

  前払費用 461  424

  短期貸付金 ※3 2,148 ※3 1,606

  未収入金 ※3 160  －

  繰延税金資産 2,227  1,459

  その他 ※3 553 ※3 629

  貸倒引当金 △3  △3

  流動資産合計 60,818  67,672

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物 37,113  36,106

    減価償却累計額 △23,210  △21,495

    建物（純額） 13,902  14,611

   構築物 3,508  3,223

    減価償却累計額 △2,673  △2,484

    構築物（純額） 835  738

   機械及び装置 23,806  23,560

    減価償却累計額 △17,678  △17,392

    機械及び装置（純額） 6,128  6,168

   車両運搬具 85  62

    減価償却累計額 △68  △51

    車両運搬具（純額） 16  10

   工具、器具及び備品 6,174  5,421

    減価償却累計額 △5,103  △4,025

    工具、器具及び備品（純額） 1,070  1,396

   土地 ※4 9,021 ※4 8,954

   建設仮勘定 1,017  1,331

   その他 －  34

    減価償却累計額 －  △4

    その他（純額） －  30

   有形固定資産合計 ※1 31,993  33,241
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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) 

  無形固定資産  

   商標権 0  －

   ソフトウエア 336  265

   ソフトウエア仮勘定 6  －

   電話加入権 53  －

   施設利用権 1  －

   その他 －  47

   無形固定資産合計 398  313

  投資その他の資産  

   投資有価証券 21,633  13,851

   関係会社株式 3,671  531

   出資金 336  230

   関係会社出資金 5,507  6,341

   従業員に対する長期貸付金 25  －

   長期前払費用 216  79

   敷金 1,330  1,376

   保険積立金 75  －

   繰延税金資産 －  1,392

   その他 251 ※3 405

   貸倒引当金 △65  △25

   投資その他の資産合計 32,982  24,185

  固定資産合計 65,373  57,740

 資産合計 126,192  125,413

負債の部  

 流動負債  

  支払手形 ※3 688 ※3 634

  買掛金 ※3 731 ※3 831

  短期借入金 22,957  22,957

  1年内返済予定の長期借入金 ※1 3,521  2,021

  未払金 ※3 6,620 ※3 7,360

  未払費用 3,008  3,142

  未払消費税等 295  327

  未払法人税等 3,373  3,891

  預り金 143  147

  前受収益 1  －

  返品調整引当金 16  12

  その他 1,047  1,144

  流動負債合計 42,404  42,470

 固定負債  

  長期借入金 ※1 2,042  20

  長期預り保証金 5,814  5,650

  繰延税金負債 2,072  －

  再評価に係る繰延税金負債 ※4 1,781 ※4 1,773

  退職給付引当金 1,374  1,375

  その他 556  101

  固定負債合計 13,640  8,921

 負債合計 56,044  51,392
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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) 

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 19,487  19,487

  資本剰余金  

   資本準備金 1,940  1,940

   資本剰余金合計 1,940  1,940

  利益剰余金  

   利益準備金 498  710

   その他利益剰余金  

    繰越利益剰余金 42,941  51,880

   利益剰余金合計 43,440  52,590

  自己株式 △368  △379

  株主資本合計 64,500  73,639

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 4,680  △1,129

  繰延ヘッジ損益 △681  △264

  土地再評価差額金 ※4 1,648 ※4 1,775

  評価・換算差額等合計 5,647  380

 純資産合計 70,147  74,020

負債純資産合計 126,192  125,413
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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 79,546  84,674

売上原価 23,490 ※1 26,662

売上総利益 56,056  58,012

販売費及び一般管理費 ※2,3 41,235 ※2,3 42,194

営業利益 14,820  15,817

営業外収益  

 受取利息 ※9 106 ※9 90

 受取配当金 ※9 367 ※9 446

 受取賃貸料 14  －

 受取手数料 ※9 145 ※9 115

 雑収入 330  340

 営業外収益合計 964  992

営業外費用  

 支払利息 626  502

 為替差損 348  －

 たな卸資産処分損 83  －

 雑損失 203  199

 営業外費用合計 1,260  702

経常利益 14,525  16,107

特別利益  

 固定資産売却益 ※4 1 ※4 0

 投資有価証券売却益 767  270

 関係会社売却益 －  2,101

 販売権譲渡益 －  1,738

 特別利益合計 769  4,109

特別損失  

 固定資産売却損 ※5 0 ※5 31

 固定資産除却損 ※6 200 ※6 355

 減損損失 ※7 964 ※7 447

 関係会社株式評価損 138  －

 工場リニューアル費用 －  772

 解体撤去費用 －  222

 その他 ※8 76 ※8 0

 特別損失合計 1,381  1,829

税引前当期純利益 13,912  18,388

法人税、住民税及び事業税 5,629  6,227

法人税等調整額 △405  767

法人税等合計 5,224  6,994

当期純利益 8,688  11,393
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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 19,487  19,487

  当期変動額  

   当期変動額合計 －  －

  当期末残高 19,487  19,487

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高 1,940  1,940

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 1,940  1,940

  資本剰余金合計  

   前期末残高 1,940  1,940

   当期変動額  

    当期変動額合計 －  －

   当期末残高 1,940  1,940

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高 357  498

   当期変動額  

    利益準備金の積立 141  211

    当期変動額合計 141  211

   当期末残高 498  710

  その他利益剰余金  

   繰越利益剰余金  

    前期末残高 36,815  42,941

    当期変動額  

     利益準備金の積立 △141  △211

     剰余金の配当 △1,410  △2,115

     当期純利益 8,688  11,393

     土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

     当期変動額合計 6,125  8,938

    当期末残高 42,941  51,880

  利益剰余金合計  

   前期末残高 37,173  43,440

   当期変動額  

    剰余金の配当 △1,410  △2,115

    当期純利益 8,688  11,393

    土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

    当期変動額合計 6,267  9,150

   当期末残高 43,440  52,590

 自己株式  

  前期末残高 △360  △368

  当期変動額  

   自己株式の取得 △7  △10

   当期変動額合計 △7  △10

  当期末残高 △368  △379
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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) 

 株主資本合計  

  前期末残高 58,241  64,500

  当期変動額  

   剰余金の配当 △1,410  △2,115

   当期純利益 8,688  11,393

   土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

   自己株式の取得 △7  △10

   当期変動額合計 6,259  9,139

  当期末残高 64,500  73,639

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金  

  前期末残高 8,827  4,680

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,147  △5,810

  当期変動額合計 △4,147  △5,810

  当期末残高 4,680  △1,129

 繰延ヘッジ損益  

  前期末残高 14  △681

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △695  416

   当期変動額合計 △695  416

  当期末残高 △681  △264

 土地再評価差額金  

  前期末残高 637  1,648

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,010  127

   当期変動額合計 1,010  127

  当期末残高 1,648  1,775

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高 9,479  5,647

  当期変動額  

   株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,832  △5,266

   当期変動額合計 △3,832  △5,266

  当期末残高 5,647  380

純資産合計  

 前期末残高 67,720  70,147

 当期変動額  

  剰余金の配当 △1,410  △2,115

  当期純利益 8,688  11,393

  土地再評価差額金の取崩 △1,010  △127

  自己株式の取得 △7  △10

  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,832  △5,266

  当期変動額合計 2,426  3,873

 当期末残高 70,147  74,020
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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 (5) 重要な会計方針 

 

項目 
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) 

１ 有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算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

平均法により算定しておりま

す。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

総平均法による原価法 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） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「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日公表分）を適

用しております。 

この変更により、従来に比べ、営業

利益は、133百万円減少し、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞれ30

百万円減少しております。 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産 

 

茨城工場及び研究所については

定額法、その他は定率法によって

おります。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～14年

（会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当

事業年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利

益はそれぞれ29百万円減少し、当期純

利益は17百万円減少しております。 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

茨城工場及び研究所については

定額法、その他は定率法によって

おります。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～８年

（追加情報） 

当社は、法人税法の改正を契機とし

て耐用年数について見直しを行い、当

事業年度より機械及び装置の耐用年数

を変更しております。 

この結果、売上総利益は108百万円

増加し、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益はそれぞれ114百万円増加

しております。 
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項目 
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) 

 （追加情報） 

当社は、法人税法の改正に伴い、平

成19年３月31日以前に取得した資産に

ついては、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額

の５％に到達した事業年度の翌事業年

度より、取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわたり均等償

却し、減価償却費に含めて計上してお

ります。  

 この結果、従来の方法に比べ、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ208百万円減少し、当期純

利益は124百万円減少しております。 

 

 ② 無形固定資産 

無形固定資産については、定額

法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエア

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。 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

 ────────── 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 

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。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

 

 

④ 長期前払費用 

主として法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

④ 長期前払費用 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、貸倒実績

率による計算額を計上しているほ

か、貸倒懸念債権等特定の債権に

対する回収不能見込額を個別に見

積って計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 
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項目 
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) 

 ② 返品調整引当金 

期末日後の返品損失に備えて、

将来の返品見込損失額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。 

② 返品調整引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。 

過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による

定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生した翌事業年度から費

用処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

同左 

 ④ 役員退職慰労引当金 

該当事項はありません。 

なお、当社は、平成17年６月29

日開催の定時株主総会において、

取締役及び監査役の退職慰労金制

度廃止に伴う打ち切り支給議案を

決議しており、それに伴う当該決

議以前から在職している役員に対

する支給予定額122百万円を固定

負債「その他」に振り替えており

ます。 

────────── 

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

────────── 

７ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップ及び金

利オプションについては特例処理

の要件を満たしている場合は特例

処理を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しており

ます。 
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項目 
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) 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約、金利スワップ及び

金利オプション 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約及び金利スワップ 

 ・ヘッジ対象 

外貨建予定取引、短期借入金

及び長期借入金 

・ヘッジ対象 

外貨建予定取引及び長期借入

金 

 ③ ヘッジ方針 

主として運用管理規則に則って

為替変動リスク及び金利変動リス

クをヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

全て振当処理、特例処理を採用

しているため、有効性評価は行っ

ておりません。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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 (6) 重要な会計方針の変更 

(会計方針の変更) 

 

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) 

────────── （リース取引に関する会計基準） 

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によ

っておりましたが、当事業年度より、「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、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

この変更による損益への影響はありません。 
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(表示方法の変更) 

 

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) 

────────── （貸借対照表） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました流動資

産の「未収入金」（当事業年度37百万円）について

は、金額が僅少となったため当事業年度より、流動

資産の「その他」として表示しております。 

２ 前事業年度において区分掲記しておりました「商標

権」「電話加入権」「施設利用権」「ソフトウエア

仮勘定」については、金額が僅少となったため当事

業年度より、無形固定資産の「その他」として表示

しております。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれている金

額は「商標権」0百万円、「電話加入権」29百万円、

「施設利用権」1百万円、「ソフトウエア仮勘定」16

百万円であります。 

３ 前事業年度において区分掲記しておりました投資そ

の他の資産の「従業員に対する長期貸付金」「保険

積立金」については、金額が僅少となったため当事

業年度より、投資その他の資産の「その他」として

表示しております。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれている金

額は「従業員に対する長期貸付金」15百万円、「保

険積立金」74百万円であります。 

４ 前事業年度において区分掲記しておりました流動負

債の「前受収益」（当事業年度1百万円）について

は、金額が僅少となったため当事業年度より、流動

負債の「その他」として表示しております。 

(損益計算書) 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました営業外

費用の「支払雑利息」（当事業年度18百万円）は、金

額が僅少となったため、当事業年度においては営業外

費用の「雑損失」に含めて表示しております。 

２ 前事業年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表

示しておりました「為替差損」については、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より

区分掲記しております。 

 なお、前事業年度の「為替差損」は、0百万円であ

ります。 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「受取賃貸料」（当事業年度14百万円）に

ついては、金額が僅少となったため当事業年度よ

り、営業外収益の「雑収入」に含めて表示しており

ます。 
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

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) 

※１ 有形固定資産のうち次のものを長期借入金(「１

年内返済予定の長期借入金」を含む)3,760百万円

の担保に供しております。 

工場財団 

建物 10,169百万円

構築物 594百万円

機械及び装置 4,372百万円

車両運搬具 5百万円

工具、器具及び備品 653百万円

土地 7,217百万円

合計 23,013百万円
 

────────── 

 

２ 偶発債務 

    関係会社の銀行借入金に対し、債務保証を行

っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

 上海津村製薬有限公司 158百万円

合計 158百万円
 

２ 偶発債務 

    関係会社の銀行借入金に対し、債務保証を行

っております 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

 吉林林村中薬開発有限公司 143百万円

合計 143百万円
 

※３ 関係会社に対する資産 

売掛金 52百万円

前渡金 855百万円

短期貸付金 2,148百万円

未収入金 144百万円

その他 164百万円
 

※３ 関係会社に対する資産 

売掛金 52百万円

前渡金 1,009百万円

短期貸付金 1,606百万円

その他 193百万円

  

   関係会社に対する負債 

支払手形 50百万円

買掛金 47百万円

未払金 224百万円
 

   関係会社に対する負債 

支払手形 21百万円

買掛金 87百万円

未払金 171百万円
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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) 

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金とし

て「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律

施行令」(平成10年３月31日

公布政令第119号)第２条第

３号に定める固定資産税評

価額及び同法令第２条第５

号に定める不動産鑑定士に

よる鑑定評価に合理的な調

整を行って算出する方法を

採用しております。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当事業年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額…… 

              △1,687百万円 

※４ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金とし

て「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法…「土地の再評価に関する法律

施行令」(平成10年３月31日

公布政令第119号)第２条第

３号に定める固定資産税評

価額及び同法令第２条第５

号に定める不動産鑑定士に

よる鑑定評価に合理的な調

整を行って算出する方法を

採用しております。 

・再評価を行った年月日…平成14年３月31日 

・再評価を行った土地の当事業年度末における

時価と再評価後の帳簿価額との差額…… 

              △1,799百万円 
   

 

― 56 ―



㈱ツムラ（4540）平成21年3月期決算短信 

 

（損益計算書関係） 

 

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) 

────────── 

 

 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は55％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は45％であります。主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

販売促進費         4,012百万円 

広告宣伝費         1,396百万円 

販売感謝金         5,651百万円 

給料諸手当         15,096百万円 

研究開発費         3,921百万円 

賃借料           2,010百万円 

減価償却費          468百万円 

退職給付費用         557百万円 

貸倒引当金繰入額        0百万円 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下げ額 

売上原価            133百万円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は55％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は45％であります。主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

販売促進費         4,013百万円 

広告宣伝費         1,317百万円 

販売感謝金         6,151百万円 

給料諸手当         15,096百万円 

研究開発費         3,848百万円 

賃借料           1,905百万円 

減価償却費          363百万円 

退職給付費用        1,124百万円 

貸倒引当金繰入額        0百万円 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、3,921百万円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、3,848百万円であります。 
 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       1百万円 

工具、器具及び備品       0百万円 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       0百万円 

 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

    機械装置及び運搬具       0百万円 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       1百万円 

工具、器具及び備品       6百万円 

無形固定資産          23百万円 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物         95百万円 

機械装置及び運搬具       65百万円 

工具、器具及び備品       39百万円 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物        202百万円 

機械装置及び運搬具       86百万円 

工具、器具及び備品       66百万円 
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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) 

※７ 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

千葉県松戸市 社員寮 土地、建物等 

当社は、事業の種類別セグメントを基礎として製品

の性質、市場の類似性を勘案して事業用資産をグルー

ピングしており、事業の用に直接供していない遊休資

産については個々にグルーピングしております。 

社員寮（土地、建物等）については、平成20年３月

において売却契約を締結し、当事業年度において、帳

簿価額と契約金額の差額を減損損失として特別損失に

計上しております。 

当事業年度の減損損失は964百万円であり、その内訳

は、建物及び構築物782百万円、機械装置及び運搬具6

百万円、工具、器具及び備品0百万円、土地175百万円

であります。 

 なお、資産の回収可能価額は、正味売却価額を適用

し、売却契約に基づく金額で評価しております。 

※７ 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

静岡県島田市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷郡 研究設備 建物、機械装置等

当社は、事業の種類別セグメントを基礎として製品

の性質、市場の類似性を勘案して事業用資産をグルー

ピングしており、事業の用に直接供していない遊休資

産については個々にグルーピングしております。 

 肥料生産設備については、平成20年６月に売却契約

を締結し、当事業年度において、帳簿価額と売却価額

の差額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

 研究設備については、研究設備の見直しにより遊休

となった資産について帳簿価額全額を減額し、減損損

失として特別損失に計上しております。 

当事業年度の減損損失は447百万円であり、その内訳

は、建物及び構築物254百万円、機械装置及び運搬具39

百万円、工具、器具及び備品1百万円、土地152百万円

であります。 

 なお、資産の回収可能価額は、合理的な見積もりに

基づく正味売却価額により評価しております。 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

貸倒損失           76百万円 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

 投資有価証券売却損       0百万円 

※９ 関係会社に係る営業外収益の注記 

受取利息           77百万円 

受取配当金          52百万円 

    受取手数料          145百万円 

※９ 関係会社に係る営業外収益の注記 

受取利息           59百万円 

受取配当金           76百万円 

受取手数料          33百万円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式(千株) 235 3 － 239

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式(千株) 239 3 － 242

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成20年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては、該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 

 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) 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益金額 

 994.54円

123.18円

 1,049.51円

161.54円

(注)１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

   ２ 算定上の基礎 

（１） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

純資産の部の合計額（百万円） 70,147 74,020 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 70,147 74,020 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（千株） 

70,532 70,528 

 

（２） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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) 

 当期純利益（百万円） 8,688 11,393 

 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金額 

（百万円） 
8,688 11,393 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 70,533 70,530 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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６．その他 

（１）役員の異動 

①代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。 
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