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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 6,094 10.0 894 33.1 843 23.6 470 30.6
20年3月期 5,540 12.3 672 29.4 682 △2.0 360 △5.0

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 110.72 107.88 5.4 7.6 14.7
20年3月期 340.57 ― 4.2 6.3 12.1

（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 11,460 8,984 78.4 2,112.90
20年3月期 10,638 8,594 80.8 8,085.30

（参考） 自己資本   21年3月期  8,984百万円 20年3月期  8,594百万円

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 1,137 △564 △13 3,295
20年3月期 261 8 △266 2,787

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00 10 2.9 0.1
21年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 21 4.5 0.1
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 2.50 2.50 1.8

（注）21年3月期期末配当金の内訳 記念配当 2円50銭

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）

（注）当社は、21年３月期第２四半期連結累計期間においては、四半期連結財務諸表を開示していないため、22年３月期第２四半期連結累計期間の対前
年同四半期増減率の記載をしておりません。 

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

2,749 ― 98 ― 116 ― 90 ― 21.36

通期 6,515 6.9 931 4.2 948 12.4 584 24.2 137.55



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、18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、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 4,252,000株 20年3月期 1,063,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―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 5,923 11.8 718 28.2 720 19.5 356 22.0
20年3月期 5,296 4.7 560 △6.7 602 △22.3 292 19.2

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 83.94 81.79
20年3月期 276.53 ―

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 11,496 9,128 79.4 2,146.96
20年3月期 10,846 8,794 81.1 8,272.95

（参考） 自己資本 21年3月期  9,128百万円 20年3月期  8,794百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、１ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
２．当社は、平成20年７月７日付で株式１株につき４株の株式分割を行っております。 



(1）経営成績に関する分析 

  

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、エネルギー・原材料価格の高騰による企業収益への圧迫に

加え、欧米経済の低迷や新興国・資源国の景気減速の影響により、外需への依存による回復を続けてきた日本の景気

とともに急速に悪化致しました。期の後半頃からは資源価格が低下し、原材料等のコストは改善されつつありますも

のの、それ以上に輸出急減により雇用や設備の過剰感が鮮明となり、企業の収益環境とともに問題は深刻化しつつあ

ります。 

 このような状況の下、企業収益の悪化要因である原材料価格の高騰や輸出の低迷等による直接的な影響は、当社グ

ループにとっては比較的小さなものでありましたため、期初からの方針通り「正露丸」や「セイロガン糖衣Ａ」を中

心とする既存事業の安定成長と、新規事業である感染管理事業の飛躍的成長を目指し、引き続き研究開発と管理基盤

の強化を進めてまいりました。 

 これらの結果、当連結会計年度の当社グループの業績と致しましては、医薬品事業においては主に景気悪化に伴う

国内止瀉薬市場の縮小の影響を受けた一方、感染管理事業においては、主にドラッグストアでの一般用「クレベリ

ン」の需要が急激に増加致しました。このため、全体の売上高は前連結会計年度に比べて ％の増加となる

百万円となりました。 

 コスト面につきましては、製造経費の削減や感染管理製品の販売数量増加に伴う生産性の向上により、全体の売上

原価率が改善傾向にあります。具体的には、当連結会計年度の売上原価率は前連結会計年度に比べて ポイントダ

ウンしております。一方、販売費及び一般管理費につきましては、管理部門強化の必要性と感染管理事業の成長性を

見込み、各ファンクションにおいて必要な人材の確保を行ったこと並びに研究開発をさらに強化したこと等から、当

連結会計年度の販売費及び一般管理費は 百万円と、前連結会計年度に比べて ％増加致しました。 

 このような販売及び営業費用の状況により、当連結会計年度の営業利益は 百万円と、前連結会計年度に比べて

％の増加となりました。しかし、前連結会計年度は保険解約返戻金を営業外収益に計上したことや、当連結会計

年度は株式公開費用が営業外費用に発生したこと等に伴い、営業外損益は損益低下要因となっております。この結

果、経常利益は 百万円と前連結会計年度に比べて ％の増加に留まるものとなりました。また、特別損益につ

きましても損益の低下要因となりましたが、一方で法人税等の計上額が減少致しましたので、当期純利益につきまし

ては 百万円となり、前連結会計年度に比べ ％の増加となりました。なお、株式の時価等の下落に伴い特別損

失に投資有価証券評価損 百万円を計上しております。 

 当連結会計年度における主な事業の種類別セグメント並びに所在地別セグメントの業績につきましては、次の通り

であります。 

（主な事業の種類別セグメント） 

 事業の種類別セグメントの業績につきましては、売上高は医薬品事業が 百万円（対前連結会計年度比 百万

円、 ％減少）、感染管理事業が 百万円（同 百万円、 ％増加）、その他事業が 百万円（同２百万

円、 ％減少）となりました。営業利益は医薬品事業が 百万円（対前連結会計年度比 百万円減少）、感染

管理事業が 百万円（前連結会計年度は営業損失 百万円）、その他事業が６百万円（前連結会計年度は営業損失

百万円）となりました。 

 医薬品事業につきましては、円高の傾向が輸出品を対象に利益率の低下要因となりましたが、製造コストの削減等

がこれを上回り、当連結会計年度の売上原価率は前連結会計年度に比べ ポイント改善しております。しかしなが

ら、売上高の減少による減益を補えず、営業利益が減少致しました。感染管理事業につきましては、第３四半期から

当社製品の需要が急激に拡大し、売上高が大幅に増加致しました。このため営業利益段階では、当連結会計年度より

黒字に転換致しております。 

（主な所在地別セグメント） 

 所在地別セグメントの業績につきましては、外部顧客に対する売上高は、日本が 百万円（対前連結会計年度

比 百万円、 ％増加）、中国・香港が 百万円（同 百万円、 ％減少）、台湾が 百万円（同４百万円、

％増加）となりました。営業利益は、日本が 百万円（対前連結会計年度比 百万円増加）、中国・香港が

百万円（同 百万円増加）、台湾が 百万円（同 百万円増加）となりました。 

日本において増収増益となりました要因は、主に当連結会計年度において著しく成長した感染管理事業の寄与に

よるものであります。中国・香港では、主に円高により「正露丸」等医薬品事業の売上高は縮小致しましたが、一方

で感染管理事業については上海の拠点における資材の生産量が大幅に増加致しましたため、増益の要因となっており

ます。 

  

② 次期の見通し 

 昨年より続く世界的な不況は、世界各国の金融安定化策や財政出動の効果により、今後の景気持ち直しがささやか

れ始めましたが、一方で米国を中心とする海外経済の低成長は長期化も懸念されております。日本においても世界経

済の動向を受け、輸出の落ち込みに歯止めがかかる等、明るい兆候は見られますものの、生産が底を打って反転する

までには相当な時間を要するものと予測されます。国内企業の収益は急激に低下しており、雇用・所得環境は今後さ

らに厳しさを増すものと思われ、次期の国内需要の悪化はより鮮明となるものと予測されます。 

 この様な厳しい経営環境の下ではありますが、当社グループは「消化器官作動薬のオンリーワン企業」としての地

位確立を目標とし、現在も収益基盤であります「正露丸」等医薬品事業の長期的かつ安定的な成長を目指してまいり

１．経営成績
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ます。同時に、当期において計画以上の成長を遂げた感染管理事業については「安全かつ安心な空間環境を提供する

感染管理分野の中核企業」としての地位確立を得るとともに、更なる事業の拡大を目指してまいります。このため、

当期に引き続き研究開発活動へはさらに積極的な投資を続け、また成長を支えるための組織基盤の強化にも重点的に

経営資源を注いでまいります。 

 この様な前提におきまして、当社グループの次期の連結業績につきましては、以下の通りに見通しております。 

（売上高） 

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

瀉薬市場も縮小傾向にあり、医薬品事業の売上高は 百万円とし、当期の水準を若干下回るものと見込んでおり

ます。一方、感染管理事業におきましては、ノロウイルスやインフルエンザウイルス等感染症に対する予防意識の高

まりから需要は確実に増加しており、当期に引き続き売上高は大幅に伸張し、 百万円を見込んでおります。こ

のように、医薬品事業は当期より若干低下致しますものの、感染管理事業の更なる成長により、全体の売上高は当期

比 ％の増加となる 百万円を見込んでおります。 

（営業利益） 

 当社グループの営業費用につきましては、近年は主に研究開発活動への積極投資と組織基盤の強化により増加傾向

にあります。次期につきましても、成長を支える磐石な組織体制構築のための管理部門の強化や、感染管理事業の成

長を推進すべく当該部門への人員増強と研究開発の積極化、加えて売上高の伸張に伴う販売費用の増加を見込むこと

により、販売費及び一般管理費の総額は当期の水準からさらに増加するものと計画しております。このように営業コ

ストは増加致しますものの、感染管理事業を軸とした売上高の増加等により、営業利益は当期比 ％の増加となる

百万円を見込んでおります。 

（経常利益・当期純利益） 

 営業外収益につきましては、固定的な収益となっている有価証券利息や受取賃貸料等を計上しております。一方、

営業外費用につきましては、円高に伴う為替差損や株式公開費用を計上した当期に比べ次期はこれらの減少を見込ん

でおります。このため営業外損益は改善し、経常利益は当期比 ％の増加となる 百万円を見込んでおります。

特別利益及び特別損失につきましては、ともに発生しない前提としており、この結果、当期純利益につきましては当

期比 ％の増加となる 百万円を見込んでおります。 

（季節的要因による四半期業績への影響について） 

 当期において急激に成長を始めた感染管理事業において、製品需要が増加するのは風邪やインフルエンザ等への予

防意識が高まる秋季から冬季に集中しているのが実情であります。したがいまして、次期の業績予想において開示致

しました第２四半期連結累計期間の業績予想が、通期の予想に比べて売上高・利益ともに低調でありますのは、この

ような季節的な需要の変動が大きな要因となっております。しかしながら、インフルエンザ等は、季節を問わず発

生・蔓延する可能性があり、それに伴う当社製品の需要動向によっては、当該予想に対し、業績が大きく異なること

もあり得ます。  

         

(2）財政状態に関する分析 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 百万円、率にして ％の

増加となりました。主な資産内容の変化と致しましては、当社本社に隣接する敷地を購入し、土地勘定が増加致しま

したことや、株式等の時価下落により投資有価証券が減少したことがあげられます。 

 負債につきましては、借入れ等による資金の調達等も行っておらず、特別な変化はありません。 

 純資産につきましては前連結会計年度の期末配当金の支払いや、為替換算調整勘定のマイナス要素がありました

が、主には当期純利益による利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円と

なりました。なお、自己資本比率につきましては、前連結会計年度末から ポイント低下し、 ％となっており

ます。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の

当連結会計年度末残高は期首時点より508百万円増加し、3,295百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,137百万円となりました。主には投資有価証券評価損143百万円が発生しつつも、

税金等調整前当期純利益が691百万円となり、さらに仕入債務が264百万円増加しましたことが資金増加の要因となっ

ております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は564百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出563百万円が要

因となっております。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は13百万円となりました。これは主に配当金の支払いによるものであります。 

  

4,746

1,720

6.9 6,515

4.2

931

12.4 948

24.2 584

11,460 821 7.7

389 8,984

2.4 78.4
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  （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

※当社は平成19年３月期より連結財務諸表を作成しております。 

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／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１） 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。 

（注２） 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３） 平成20年３月期以前は非上場のため時価ベースの自己資本比率は記載しておりません。 

（注４） キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注５） キャッシュ・フロー対有利子負債比率は、平成20年３月期、平成21年３月期の各期末は有利子

負債がありませんでしたので記載しておりません。 

（注６） 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全ての負債を対

象としております。 

（注７） インタレスト・カバレッジ・レシオは、平成21年３月期は利払いが発生していないため記載し

ておりません。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  

 当社グループは、堅実な成長性を維持する事業展開と安定的な経営体力維持のために必要な内部留保を確保してまい

ります。また、安定した配当を維持していくことを基本方針とし、連結業績を反映した配当政策を今後検討してまいり

ます。 

 当社は、「取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定

めておりますが、剰余金の配当は年１回の期末配当により行うことを基本方針としております。 

 なお、当期末の配当金につきましては上記配当方針に基づき、普通配当2.5円とし、加えて上場記念配当2.5円の実施

により、１株当たり5.0円の配当とする予定であります。 

 また、次期につきましては、引き続き安定配当の維持により、１株当たり普通配当2.5円を予定しております。 

   

(4）事業等のリスク 

  

 本書に記載した当社グループの経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、本資料発表日現在において当社グループが判断したものであります。 

  

① 特定製品への依存及び生産拠点の集中について 

 当社グループは、事業ポートフォリオの 適化を重要課題のひとつとして位置付けておりますものの、当連結会計

年度における販売構成は、医薬品事業が全売上高の約80％を占め、その大半が「正露丸」及び「セイロガン糖衣Ａ」

によって構成されております。当該製品の製造につきましては、長年培ってきたノウハウをもとに、万全の品質管

理・品質保証体制をもって臨んでおりますが、万一品質等に問題が発生した場合には、販売中止・回収を余儀なくさ

れることも考えられます。また、当該製品はすべて当社吹田工場の一拠点のみにて製造しておりますため、本工場の

所在する地域において地震等の災害が発生した場合には、これらの製品の供給が困難となることも考えられます。そ

の他、予期せぬ製品への風評被害、競争環境の激変、原材料の調達に支障を来すような場合にも、当該製品の営業成

績に止まらず、当社グループ全体の経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 特定取引先への依存について 

 当社グループの売上高のうち、国内においては丹平中田㈱、㈱Ｐａｌｔａｃ、㈱大木、海外では香港の一徳貿易有

限公司の上位４社への売上高が、当連結会計年度において全体の約74％と大きな割合を占めております。このため、

これら取引先の経営施策や取引方針、若しくは各社の財務状態の悪化により当社グループの経営成績及び財政状態に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  
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（％）  75.0  80.8  78.4

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 －  －  95.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 0.8  －  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 43.6  10,211.4  －
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③ 海外事業展開に伴うリスク 

 当社グループは、中国本土・香港・台湾を中心とする海外市場においても「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」等の

販売に積極的に取り組んでおります。その結果、海外市場における売上高は、当連結会計年度において約16％を占め

ております。当該国における政治、経済、法律、文化、ビジネス慣習、競合企業の存在、為替、その他様々なカント

リーリスク等によって、予想し得ない事象が発生した場合には、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性が

あります。また、感染管理製品の一部製造を行っている大幸環保科技（上海）有限公司において、生産や輸送に問題

等が生じた場合には、日本国内における当該製品の製造・販売が立ち行かなくなり、その結果当社グループの経営成

績及び事業戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

④ 類似品の存在について  

 当社グループが製造・販売しております「正露丸」及び「セイロガン糖衣Ａ」は、他社においても同一または類似

した名称で製造・販売が行われております。このため、当社グループが製造・販売しております製品と類似した商品

が市場には多数存在しており、特に類似したパッケージの場合には、消費者が当社グループの製品と誤認して購入す

る可能性が否定できません。 

 また、類似品において品質問題等が発生した場合には、当社グループの製品のイメージダウン及び予期せぬ風評被

害が発生する可能性も否定できず、当社グループの経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤ 原材料価格及び調達に関するリスク 

 当社グループは、原材料等について急激に価格が高騰した場合、あるいは一部の原材料等について供給が滞り、代

替の調達先が確保できない場合には、製品の利益率の悪化や機会損失の発生により、当社グループ全体の経営成績に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥ 新規事業に関するリスク 

 平成18年より新規事業として感染管理事業を展開しております。当該事業につきましては、研究開発の強化、生産

及び品質管理の徹底、質の高い顧客対応に努めております。当社グループは充分な検証を行った上で新規事業に対す

る投資の意思決定を行っておりますが、市場環境の変化や不測の事態により、当初計画していた投資回収を実現でき

ない可能性があります。また、事業の拡大には、一時的に追加の人材採用、研究開発、設備投資等が発生し、利益を

圧迫する要因となる可能性があります。さらに、万一当事業の製品に関する何らかの予測し得ない問題が発生した場

合には、当社グループの業績と財務状況に重要な影響を及ぼす賠償義務が発生する可能性があります。 

  

⑦ 製造物責任に関するリスク 

 当社グループの製品については、関係法令を遵守し万全の体制で生産しておりますが、予期せぬ事情により、品質

に関する重大な問題が発生した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑧ 競合に関するリスク 

 「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」を中心とする当社グループの製品の知名度は高く、その結果安定的な収益の獲

得が出来ておりますが、今後他社による新たな製品開発及び競合品の価格引き下げ等により、当社グループの経営成

績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、感染管理製品においても、他社の優れた製品の出現により、投資の回

収が困難となる可能性があります。 

  

⑨ 知的財産権に関するリスク 

 当社グループの製品は複数の特許によって一定期間保護されております。当社グループでは特許権を含む知的財産

権を厳しく管理し、第三者からの侵害にも常に注意を払っておりますが、当社グループの保有する知的財産権が第三

者から侵害を受けた場合には、期待される収益が失われる可能性があります。また、当社グループの自社生産品等が

第三者の知的財産権を侵害した場合には、その第三者から損害賠償を請求される可能性があります。 

  

⑩ 法的規制等に関するリスク 

 当社グループの属する医薬品事業は、「薬事法」等関連法規の厳格な規制を受けており、各事業活動の遂行に際し

て以下の通り許認可等を受けております。これらの許認可等を受けるための諸条件及び関係法令の遵守に努めてお

り、現時点におきましては当該許認可等が取り消しとなる事由は発生しておりません。しかし、法令違反等によりそ

の許認可等が取り消された場合には、当社グループの運営に支障をきたし、事業活動に重大な影響を及ぼす可能性が

あります。 
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（許認可等の状況） 

  

 なお、感染管理事業の製品は現在薬事法の規制の対象には含まれておりませんが、法令の改正や解釈の変更が生じた場

合、また今後の製品の開発、販売の方向性によっては規制を受ける可能性も否定できません。その動向によっては当社グ

ループの事業戦略に悪影響を及ぼす可能性があります。 

   

許認可等の名称 所管官庁等 許認可等の内容 有効期限 
法令違反の要件及び主な許認可

取消事由 

医薬品製造業（包装・

表示・保管）許可 
兵庫県 

兵庫県知事許可 

（許可番号 

28AZ200015）

平成22年３月31日 

(５年ごとの更新) 

薬事法その他薬事に関する法令

若しくはこれに基づく処分に違

反する行為があったとき、また

は役員等の欠格条項違反に該当

した場合は許可の取消（薬事法

第75条第１項） 

医薬品販売業（卸売一

般販売業）許可 
大阪府 

大阪府知事許可 

（許可番号 

B09608）

平成23年12月31日 

(６年ごとの更新) 
同上 

第二種医薬品製造販売

業許可 
大阪府 

大阪府知事許可 

（許可番号 

27A2X00059）

平成23年12月31日 

(５年ごとの更新) 
同上 

医薬品製造業許可 大阪府 

大阪府知事許可 

（許可番号 

27AZ000163）

平成23年12月31日 

(５年ごとの更新) 
同上 
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 当社グループは、当社及び子会社５社（国内：大幸ＴＥＣ株式会社、海外：大幸薬品（亞洲太平洋）有限公司＜香港

＞、大幸薬品股份有限公司＜台湾＞、大幸環保科技（上海）有限公司＜中国＞、正露丸（國際）有限公司＜香港＞）に

より構成されております。 

事業に関しましては、① 医薬品事業、② 感染管理事業、③ その他事業の３つの事業を展開しております。 

  

[事業系統図]  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 「自立」、「共生」、「創造」を企業理念としております。 

 「自立」とは、安定した基盤と継続性を備え、社会的な責任を果たすこと。「共生」とは、人と企業、社会全体が共

に利益を得て、地球レベルで共存共栄すること。そして「創造」とは、不断の努力とユニークな視点、チャレンジ精神

をもって、付加価値の高い事業を開発し続けていくこと。この三つを企業理念とし、人類の健康を守るために私たちは

未来への躍進を続けます。 

 顧客志向企業、健康創造企業、グローバル企業として、世界のお客様に健康で快適な生活を提供することを事業使命

としております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループは、事業の継続的成長を図る観点より、まずは売上高及び営業利益の成長性を重視しております。ま

た、資本の効率化による株主利益の 大化を目指し、自己資本利益率（ROE）も重要な経営指標のひとつとしておりま

す。  

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

① 既存事業 

 主力製品である「正露丸」を中心に、消化器官に対する有効な医薬品を提供する「消化器官作動薬のオンリーワン

企業」としての地位の確立に努めます。地道な研究活動に基づき、100有余年にわたって利用されてきた「正露丸」

における新たな薬効の科学的証明に努め、その効用を世界的に広めていくことにより、国内シェアの向上とアジア諸

国を中心としたグローバル展開により更なる売上高の成長を目指します。  

② 新規事業 

 国内外の研究機関との二酸化塩素共同研究をはじめ、当社グループの特許技術である濃度長期保持型二酸化塩素ガ

ス溶存液や低濃度二酸化塩素ガス関連製品の新規効用（皮膚粘膜感染症治療薬、口腔膣粘膜洗浄剤、空間消毒医療機

器等）を含めた、新製品開発プロジェクトを進めており、更なる新製品開発とそれに伴う新規事業展開を目指しま

す。既に開発している製品につきましては、「正露丸」販売の営業力及び長年にわたり安定的に供給してきた販売チ

ャネルの有効利用により、消費者に対してその効果を分かりやすく訴求しつつ認知度向上に努め、ファーストムーバ

ーアドバンテージ（先行者優位）を 大限に利用することを戦略の中心においております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、「自立」、「共生」、「創造」の理念を実践し、顧客志向企業、健康創造企業、グローバル企業と

して、世界のお客様に健康で快適な生活を提供することを使命に掲げ、国内における止瀉薬の高いシェアを持つメーカ

ーとして歩んでまいりました。 

 一方で、当社グループを取り巻く環境につきましては、景気悪化の影響を受け国内止瀉薬市場が縮小傾向にあり、さ

らには多数のメーカーが競合する厳しい競争環境のもとで国内人口の減少による市場規模の縮小等の脅威にさらされて

おります。このような環境下において、当社グループは上記使命を果たし更なる成長を図るべく、以下の事項を経営課

題として認識しております。 

① 収益力の更なる強化 

 現在、横這いである「正露丸」の国内売上高に甘んじることなく、国内整腸・止瀉薬市場における更なるシェア向

上を目指し国内ブランディングの見直しと低シェアエリアへの営業強化に取り組んでまいります。 

 一方で、「正露丸」の国内販売に依存する体質からの脱却を図るため、アジア諸国におけるシェア拡大に向けて、

販売代理店戦略の見直し検討、適正販売価格の検討と価格改定、既存製品の海外市場における新規投入等に積極的に

取り組んでまいります。 

 また、継続的安定的成長のため、事業ポートフォリオのバランス化は重要な課題であり、その解決策として第二の

柱に位置付けております感染管理事業の育成に取り組んでまいります。 

 具体的には、既存製品である「クレベリン」の普及に注力しつつ、特許低濃度二酸化塩素ガス発生装置「リスパ

ス」の販売強化、新製品（応用製品）の企画・開発・販売、海外向け販売チャネルの確立並びに二酸化塩素関連製品

の医薬品認可取得を行うことにより事業の成長を目指してまいります。 

 さらには、生産ラインの見直しによるオペレーションの効率化や原価管理の強化、マーケティングプランの見直し

等により、コスト効率の向上に取り組んでまいります。 

② 研究開発力の強化 

 競争が激化する環境下、「正露丸」販売の維持・向上のためにも、「正露丸」及びその主成分である木クレオソー

トの効用に関する継続的研究開発が重要と考えております。また、感染管理事業における、二酸化塩素の効用に関す

る研究結果をもとに当該事業の安定的成長の実現に向け、研究開発分野に優先順位を付けながら、更なる強化に取り

組んでまいります。  

③ 成長を支える内部管理体制の強化 

 洗練された意思決定メカニズムの確立、明確な経営指標に基づく連結経営管理システムの構築、新規事業拡大に相

応しい人事制度の整備、リスクマネジメント、知的財産管理、ガバナンス及びコンプライアンスの強化、子会社に対

するコントロール等、より一層の内部管理体制の充実に努めてまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,853,001 3,335,423

受取手形及び売掛金 1,456,101 1,387,698

たな卸資産 1,246,012 －

商品及び製品 － 487,298

仕掛品 － 581,446

原材料及び貯蔵品 － 284,708

繰延税金資産 63,334 75,612

その他 46,483 54,862

貸倒引当金 △10,376 △10,322

流動資産合計 5,654,556 6,196,728

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,214,135 1,177,867

機械装置及び運搬具（純額） 195,115 232,021

土地 2,245,547 2,653,922

リース資産（純額） － 36,076

建設仮勘定 31,870 2,409

その他（純額） 55,693 65,113

有形固定資産合計 ※2  3,742,362 ※2  4,167,410

無形固定資産 32,371 47,829

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  667,385 ※1  418,858

保険積立金 44,493 44,059

繰延税金資産 298,328 366,132

その他 213,265 219,050

貸倒引当金 △14,052 －

投資その他の資産合計 1,209,420 1,048,101

固定資産合計 4,984,153 5,263,342

資産合計 10,638,710 11,460,070
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（単位：千円）

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 551,572 795,956

リース債務 － 8,203

未払金 480,179 475,761

未払法人税等 71,176 176,348

繰延税金負債 281 128

返品調整引当金 11,000 14,000

賞与引当金 118,792 134,110

その他 80,984 92,769

流動負債合計 1,313,986 1,697,279

固定負債   

リース債務 － 30,389

繰延税金負債 1,409 1,247

退職給付引当金 212,646 186,393

役員退職慰労引当金 516,000 560,700

固定負債合計 730,055 778,730

負債合計 2,044,042 2,476,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 96,271 96,271

資本剰余金 7,500 7,500

利益剰余金 8,484,558 8,944,705

株主資本合計 8,588,329 9,048,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 519 △11,059

為替換算調整勘定 5,819 △53,356

評価・換算差額等合計 6,339 △64,415

純資産合計 8,594,668 8,984,060

負債純資産合計 10,638,710 11,460,070
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 5,540,620 6,094,323

売上原価 ※2  1,588,879 1,644,275

売上総利益 3,951,741 4,450,048

返品調整引当金戻入額 12,500 11,000

返品調整引当金繰入額 11,000 14,000

差引売上総利益 3,953,241 4,447,048

販売費及び一般管理費 ※1、2  3,281,096 ※1、2  3,552,676

営業利益 672,144 894,371

営業外収益   

受取利息 40,174 35,658

受取配当金 2,622 2,306

受取賃貸料 18,357 21,117

金利スワップ評価益 14,480 －

保険解約返戻金 51,437 －

債務勘定整理益 － 12,460

その他 12,220 22,414

営業外収益合計 139,292 93,957

営業外費用   

支払利息 770 －

たな卸資産評価損 15,448 －

為替差損 100,147 75,734

生産休止費用 － 23,757

株式公開費用 － 31,020

その他 12,440 13,976

営業外費用合計 128,806 144,488

経常利益 682,631 843,839

特別利益   

投資有価証券売却益 115,440 3,406

特別利益合計 115,440 3,406

特別損失   

固定資産売却損 ※3  20,590 －

固定資産除却損 ※4  43,543 ※4  5,463

減損損失 － ※5  6,811

投資有価証券評価損 119,985 143,855

貸倒引当金繰入額 14,280 －

特別損失合計 198,399 156,131

税金等調整前当期純利益 599,671 691,115

法人税、住民税及び事業税 244,771 292,683

法人税等調整額 △5,539 △72,345

法人税等合計 239,232 220,338

当期純利益 360,439 470,777
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 52,500 96,271

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

当期変動額合計 43,771 －

当期末残高 96,271 96,271

資本剰余金   

前期末残高 7,500 7,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,500 7,500

利益剰余金   

前期末残高 8,134,618 8,484,558

当期変動額   

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 360,439 470,777

当期変動額合計 349,939 460,147

当期末残高 8,484,558 8,944,705

株主資本合計   

前期末残高 8,194,618 8,588,329

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 360,439 470,777

当期変動額合計 393,710 460,147

当期末残高 8,588,329 9,048,476

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 187,031 519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186,511 △11,579

当期変動額合計 △186,511 △11,579

当期末残高 519 △11,059

為替換算調整勘定   

前期末残高 12,036 5,819

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,216 △59,176

当期変動額合計 △6,216 △59,176

当期末残高 5,819 △53,356
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（単位：千円）

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) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 199,067 6,339

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192,727 △70,755

当期変動額合計 △192,727 △70,755

当期末残高 6,339 △64,415

純資産合計   

前期末残高 8,393,685 8,594,668

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 360,439 470,777

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △192,727 △70,755

当期変動額合計 200,982 389,391

当期末残高 8,594,668 8,984,060
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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 599,671 691,115

減価償却費 164,336 176,430

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,760 △26,252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 41,350 44,700

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1,500 3,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,524 15,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,601 1,118

受取利息及び受取配当金 △42,796 △37,964

支払利息 770 －

固定資産売却損益（△は益） 20,590 －

固定資産除却損 38,892 2,707

減損損失 － 6,811

投資有価証券評価損益（△は益） 119,985 143,855

投資有価証券売却損益（△は益） △115,440 △3,406

たな卸資産評価損 15,448 －

為替差損益（△は益） 88,516 76,211

売上債権の増減額（△は増加） 123,112 64,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △134,574 △114,425

仕入債務の増減額（△は減少） △179,339 264,971

未払金の増減額（△は減少） △57,062 △4,950

その他 △44,906 △16,886

小計 704,941 1,286,570

利息及び配当金の受取額 42,344 38,186

利息の支払額 △25 －

法人税等の支払額 △485,439 △186,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 261,820 1,137,859

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △78,750 △34,643

定期預金の払戻による収入 16,117 50,885

有形固定資産の取得による支出 △162,319 △563,947

有形固定資産の売却による収入 52,886 －

投資有価証券の取得による支出 △1,384 △1,351

投資有価証券の売却による収入 181,567 6,284

その他 － △21,468

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,117 △564,240

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） △300,000 －

リース債務の返済による支出 － △2,425

株式の発行による収入 43,771 －

配当金の支払額 △10,500 △10,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △266,729 △13,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 △53,486 △52,023

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △50,278 508,540

現金及び現金同等物の期首残高 2,837,492 2,787,214

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,787,214 ※  3,295,755
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 該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
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  ４社 

主要な連結子会社の名称 

大幸ＴＥＣ㈱ 

大幸薬品（亞洲太平洋）有限公司 

大幸薬品股份有限公司 

大幸環保科技（上海）有限公司 

 なお、大幸環保科技（上海）有限公

司は平成19年11月に大幸安部環保技術

（上海）有限公司より社名変更してお

ります。 

(1）連結子会社の数  ４社 

主要な連結子会社の名称 

大幸ＴＥＣ㈱ 

大幸薬品（亞洲太平洋）有限公司 

大幸薬品股份有限公司 

大幸環保科技（上海）有限公司 

  

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

正露丸（國際）有限公司 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社の名称 

正露丸（國際）有限公司 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、小規模であり、総

資産、売上高、当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼしていないためであります。

（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）持分法適用の会社数 

 該当事項はありません。 

(1）持分法適用の会社数 

同左 

  (2）持分法を適用していない非連結子会社

正露丸（國際）有限公司 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

正露丸（國際）有限公司 

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、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、且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。 

（持分法を適用しない理由） 

同左 

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、大幸薬品股份有限公

司、大幸薬品（亞洲太平洋）有限公司及び

大幸環保科技（上海）有限公司の決算日

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。

ただし、当該会社の決算日と連結決算日ま

での期間に発生した重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

同左 
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項目 
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．会計処理基準に関する事

項 

    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算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）を採用しております。 

 なお、組込デリバティブの時価を区

分して測定することが出来ない複合金

融商品については、全体を時価評価

し、評価差額を損益に計上しておりま

す。 

イ 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 

 移動平均法による原価法を採用して

おります。 

時価のないもの 

同左 

  ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同左 

  ハ たな卸資産 

 主として、総平均法による原価法を採

用しております。 

ハ 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）を採用してお

ります。 

（会計方針の変更） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産

については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法により算定）を採用して

おります。 

 なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 
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項目 
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 

イ 有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を、

また在外連結子会社は定額法を採用して

おります。（ただし、当社及び国内連結

子会社は平成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

額法を採用しております。） 

 なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。 

建物及び構築物   ３年～50年 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

  （会計方針の変更） 

 当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。

 なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

────── 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置に

ついては、従来、耐用年数を７～12年と

しておりましたが、当連結会計年度より

８年に変更致しました。 

 この変更は、法人税法の改正を契機と

して経済的耐用年数を見直した結果、変

更したものであります。 

 なお、この変更による営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。 

  

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ────── 

  

ハ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価  

格を零とする定額法を採用しておりま

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。  
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項目 
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）繰延資産の処理方法 株式交付費 

 発生時に費用処理しております。 

────── 

(4）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び国内連結子会社は、一般債

権については合理的に見積った貸倒率に

より、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。また、在

外連結子会社は主として特定の債権につ

いて回収不能見込額を計上しておりま

す。 

イ 貸倒引当金 

同左  

  ロ 返品調整引当金 

 当社は、販売した製商品の返品に備え

るため、将来の返品に伴う損失見込額を

計上しております。 

ロ 返品調整引当金 

同左 

  ハ 賞与引当金 

 当社及び国内連結子会社は、従業員に

対する賞与の支給に備えるため、賞与支

給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。 

ハ 賞与引当金 

同左 

  ニ 退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 なお、退職給付債務は簡便法に基づき

計算しております。 

ニ 退職給付引当金 

同左 

  ホ 役員退職慰労引当金 

 当社は、役員の退職慰労金の支給に備

えるため、役員退職慰労金規程に基づく

期末要支給額を計上しております。 

ホ 役員退職慰労引当金 

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、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）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

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、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、且つ、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ヵ月以内に満期日の到来する短期投

資からなっております。 

同左 
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 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 

  

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））が適用されたことに伴い、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。 

 なお、リース取引開始日が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

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 また、この変更による営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。 

────── （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。 

 なお、この変更による営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える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） 

 「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363,437千円、687,955千円、194,619千円であ

ります。 

  

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 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通り

であります。 

投資有価証券（株式） 0千円 投資有価証券（株式） 0千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  千円3,313,663   千円3,443,526
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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） 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次の通りであります。 

給与手当 472,700千円

賞与引当金繰入額  75,086

退職給付費用  129,374

役員退職慰労引当金繰入額  44,516

広告宣伝費  877,266

販売促進費  354,225

貸倒引当金繰入額  321

給与手当 548,260千円

賞与引当金繰入額  83,831

退職給付費用  128,115

役員退職慰労引当金繰入額  44,700

広告宣伝費  836,327

販売促進費  393,329

貸倒引当金繰入額  569

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究開

発費は 千円であります。 167,019

※２ 一般管理費に含まれている研究開発費は 千

円であります。 

326,990

※３ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ────── 

その他（有形固定資産） 千円20,590  

※４ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※４ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 

────── 

機械装置及び運搬具 千円22,320

建物及び構築物  7,542

その他（有形固定資産）  9,029

その他撤去費用  4,650

合計  43,543

※５ 減損損失 

当連結会計年度において、当社は以下の資産グル

ープについて減損損失を計上致しました。 

当社グループの減損会計適用に当たっての資産の

グルーピングは、事業用資産については「医薬品事

業」、「感染管理事業」、「その他事業」の各事業

セグメントを基準として行っております。また、配

賦不能資産及び独立したキャッシュ・フローを生み

出さない資産については、共用資産としておりま

す。なお、遊休資産及び賃貸物件については、物件

ごとにグルーピングを行っております。 

当連結会計年度において、遊休資産となった上記

資産については、事業の用に供しておらず、かつ、

その将来の用途が定まっていないことから、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として計上しております。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

可能価額により測定しており、固定資産税評価額を

基に算出した価額により評価しております。 

  

機械装置及び運搬具 千円1,751

建物及び構築物  9

その他（有形固定資産）  946

その他撤去費用  2,756

合計  5,463

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

広島県 

呉市 
共用資産 土地  6,811
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 普通株式の発行済株式総数の増加13,000株は、第三者割当による新株の発行による増加であります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  1,050,000  13,000  －  1,063,000

合計  1,050,000  13,000  －  1,063,000

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 第１回新株予約権  －  －  －  －  －  －

合計  －  －  －  －  －  －

（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28日 

定時株主総会 
普通株式  10,500  10 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

（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27日 

定時株主総会 
普通株式  10,630 利益剰余金  10 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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注） 平成20年７月７日効力発生の株式分割（１：４）により3,189,000株増加しております。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

次の通り、決議を予定しております。  

  

  
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  1,063,000  3,189,000  －  4,252,000

合計  1,063,000  3,189,000  －  4,252,000

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社 第１回新株予約権 －  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  －

（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27日 

定時株主総会 
普通株式  10,630  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

（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29日 

定時株主総会 
普通株式  21,260 利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月30日

（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） 

※ 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 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  2,853,001

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △65,786

現金及び現金同等物  2,787,214

  （千円）

現金及び預金勘定  3,335,423

預入期間が３ヵ月を超える定期預金  △39,668

現金及び現金同等物  3,295,755
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 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、

企業結合等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

しております。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主

なものは基礎的試験研究費、企業広報に要した費用及び当社の管理本部・財務本部等の管理部門に係る費用

であります。 

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余剰資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産及び為替換算調整勘定であります。 

（開示の省略）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
医薬品事業 
（千円） 

感染管理事
業（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  5,304,121  194,876  41,622  5,540,620  －  5,540,620

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,304,121  194,876  41,622  5,540,620  －  5,540,620

営業費用  3,157,416  257,343  60,855  3,475,615  1,392,860  4,868,475

営業利益（又は営業損失）  2,146,705  △62,467  △19,233  2,065,005 (1,392,860)  672,144

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                              

資産  4,433,847  589,667  32,027  5,055,542  5,583,167  10,638,710

減価償却費  124,835  20,796  －  145,631  18,705  164,336

資本的支出  25,109  56,381  －  81,490  73,038  154,528

事業区分 主な製商品

医薬品事業 胃腸薬「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」、「ラッパ整腸薬ＢＦ」 

感染管理事業 二酸化塩素関連製品「クレベリン」、「リスパス」 

その他事業 木酢関連製品 

1,392,860

5,583,167
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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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主

なものは基礎的試験研究費、企業広報に要した費用及び当社の管理本部・財務本部等の管理部門に係る費用

であります。 

４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余剰資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産及び為替換算調整勘定であります。 

   

  
医薬品事業 
（千円） 

感染管理事
業（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  4,887,780  1,167,694  38,848  6,094,323  －  6,094,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,887,780  1,167,694  38,848  6,094,323  －  6,094,323

営業費用  2,868,403  723,677  32,289  3,624,370  1,575,580  5,199,951

営業利益  2,019,376  444,016  6,559  2,469,952 (1,575,580)  894,371

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
                              

資産  4,496,388  933,316  44,239  5,473,944  5,986,126  11,460,070

減価償却費  107,915  36,864  －  144,779  31,650  176,430

資本的支出  463,988  82,887  －  546,876  83,558  630,435

事業区分 主な製商品

医薬品事業 胃腸薬「正露丸」、「セイロガン糖衣Ａ」、「ラッパ整腸薬ＢＦ」 

感染管理事業 二酸化塩素関連製品「クレベリン」、「リスパス」 

その他事業 木酢関連製品 

1,575,580

5,986,126
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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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主

なものは基礎的試験研究費、企業広報に要した費用及び当社の管理本部・財務本部等の管理部門に係る費用

であります。 

３．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余剰資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産及び為替換算調整勘定であります。 

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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 千円であり、その主

なものは基礎的試験研究費、企業広報に要した費用及び当社の管理本部・財務本部等の管理部門に係る費用

であります。 

３．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は 千円であり、その主なものは当社

での余剰資金（現金及び有価証券）、管理部門に係る資産及び為替換算調整勘定であります。 

      

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
中国・香港
（千円） 

台湾
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  4,453,496  930,392  156,731  5,540,620  －  5,540,620

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 878,485  87,035  －  965,521 (965,521)  －

計  5,331,982  1,017,428  156,731  6,506,142 (965,521)  5,540,620

営業費用  3,299,176  995,207  152,039  4,446,422  422,053  4,868,475

営業利益  2,032,805  22,221  4,692  2,059,719 (1,387,574)  672,144

Ⅱ 資産  4,977,382  77,289  870  5,055,542  5,583,167  10,638,710

1,392,860

5,583,167

  
日本 

（千円） 
中国・香港
（千円） 

台湾
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  5,086,343  846,316  161,663  6,094,323  －  6,094,323

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 848,321  200,470  －  1,048,791 (1,048,791)  －

計  5,934,664  1,046,787  161,663  7,143,114 (1,048,791)  6,094,323

営業費用  3,574,037  962,754  146,050  4,682,841  517,109  5,199,951

営業利益  2,360,627  84,032  15,612  2,460,272 (1,565,900)  894,371

Ⅱ 資産  5,417,157  56,508  278  5,473,944  5,986,126  11,460,070

1,575,580

5,986,126
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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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次の通りであります。 

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

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

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） 

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次の通りであります。 

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

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

ｃ．海外売上高

  中国・香港 台湾 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  882,219  156,731  31,726  1,070,677

Ⅱ 連結売上高（千円）                 5,540,620

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 15.9  2.8  0.6  19.3

  中国・香港 台湾 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  801,651  161,663  28,216  991,531

Ⅱ 連結売上高（千円）                 6,094,323

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 13.2  2.6  0.5  16.3
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 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであ

ります。 

（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          円 

１株当たり当期純利益金額        円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権の残高はありますが、当社株式

は非上場であり、期中平均株価が把握できないため、

記載しておりません。 

8,085.30

340.57

１株当たり純資産額          円 

１株当たり当期純利益金額        円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額                円 

  

 当社は、平成20年7月7日付で株式１株につき４株の

株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した

場合の前連結会計年度における１株当たり情報につい

ては、以下の通りになります。 

１株当たり純資産額          円 

１株当たり当期純利益金額         円 

潜在株式調整後１株当たり当期 

純利益金額                 円 

  

2,112.90

110.72

107.88

2,021.32

85.14

－

  
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株当たり当期純利益金額        

当期純利益（千円）  360,439  470,777

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  360,439  470,777

期中平均株式数（千株）  1,058  4,252

         

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千株）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  111

（うち新株予約権） （ ） －      (111)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概

要 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数680個） 

────── 

- 27 -

大幸薬品㈱（4574）平成21年３月期決算短信



（重要な後発事象）

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） 

 平成20年５月15日開催の当社取締役会において、株式の

分割に関し、以下の通り決議しております。 

１．株式分割の目的 

 株式分割により、株式１株当たりの投資金額を下げる

ことを目的としております。 

────── 

２．株式分割の概要 

(1）分割の方法 

 平成20年６月２日の 終の株主名簿に記載された株

主の所有株式を、１株につき４株の割合をもって分割

致します。 

(2）分割により増加する株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数  1,063,000株 

今回の分割により増加する株式数  3,189,000株 

株式分割後の当社発行済株式総数  4,252,000株 

  

(3）株式分割の日程 

株式分割基準日    平成20年６月２日 

効力発生日      平成20年７月７日 

(4）その他 

 当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の

前連結会計年度における１株当たり情報及び当期首に

行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１

株当たり情報は、それぞれ以下の通りとなります。 

  

  

前連結会計年度 当連結会計年度

１株当たり純資産額 １株当たり純資産額 

1,998.50円 2,021.32円 

１株当たり当期純利益金

額 

１株当たり当期純利益金

額 

90.33円 85.14円 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益金額 

－円 －円 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

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 2,554,745 2,847,480

受取手形 410,787 436,268

売掛金 1,105,690 990,835

商品 19,721 －

製品 279,675 －

商品及び製品 － 488,894

仕掛品 118,864 54,780

原材料 883,522 －

貯蔵品 19,165 －

原材料及び貯蔵品 － 903,863

前払費用 10,585 27,810

繰延税金資産 62,361 75,126

その他 24,522 21,501

貸倒引当金 △11,000 △10,500

流動資産合計 5,478,641 5,836,061

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,015,724 983,712

構築物（純額） 13,807 26,784

機械及び装置（純額） 182,855 217,877

車両運搬具（純額） 36 877

工具、器具及び備品（純額） 43,590 54,541

土地 2,235,762 2,644,137

リース資産（純額） － 35,438

建設仮勘定 29,063 2,409

有形固定資産合計 3,520,839 3,965,779

無形固定資産   

特許権 16,222 12,472

ソフトウエア 9,627 23,589

その他 1,119 7,119

無形固定資産合計 26,969 43,181

投資その他の資産   

投資有価証券 667,385 418,858

関係会社株式 280,078 280,078

出資金 30 30

長期貸付金 14,280 －

関係会社長期貸付金 340,000 330,000

長期前払費用 152,026 179,184

保険積立金 44,493 44,059

繰延税金資産 298,328 366,132

その他 40,085 35,604

貸倒引当金 △16,780 △2,500

投資その他の資産合計 1,819,928 1,651,448

固定資産合計 5,367,737 5,660,409

資産合計 10,846,379 11,496,470
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（単位：千円）

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   

支払手形 540,954 622,612

買掛金 70,622 113,250

リース債務 － 8,036

未払金 450,230 459,957

未払費用 29,657 36,030

未払法人税等 69,200 172,000

未払消費税等 13,025 18,297

前受金 127 1,216

預り金 13,079 17,063

前受収益 194 1,325

返品調整引当金 11,000 14,000

賞与引当金 116,700 131,440

その他 23,172 8,210

流動負債合計 1,337,963 1,603,441

固定負債   

リース債務 － 29,872

退職給付引当金 198,270 173,595

役員退職慰労引当金 516,000 560,700

固定負債合計 714,270 764,168

負債合計 2,052,233 2,367,609

純資産の部   

株主資本   

資本金 96,271 96,271

資本剰余金   

資本準備金 7,500 7,500

資本剰余金合計 7,500 7,500

利益剰余金   

利益準備金 12,500 13,563

その他利益剰余金   

別途積立金 7,860,000 7,860,000

繰越利益剰余金 817,354 1,162,586

利益剰余金合計 8,689,854 9,036,149

株主資本合計 8,793,625 9,139,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 519 △11,059

評価・換算差額等合計 519 △11,059

純資産合計 8,794,145 9,128,860

負債純資産合計 10,846,379 11,496,470
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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   

製品売上高 5,221,642 5,825,350

商品売上高 74,583 97,997

売上高合計 5,296,225 5,923,348

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 286,167 279,675

当期製品製造原価 1,616,801 1,981,104

合計 1,902,968 2,260,779

製品他勘定振替高 15,329 61,351

製品期末たな卸高 279,675 474,903

製品売上原価 1,607,963 1,724,524

商品売上原価   

商品期首たな卸高 16,088 19,721

当期商品仕入高 53,706 64,870

合計 69,794 84,591

商品他勘定振替高 200 －

商品期末たな卸高 19,721 13,991

商品売上原価 49,873 70,599

売上原価合計 1,657,836 1,795,124

売上総利益 3,638,389 4,128,223

返品調整引当金戻入額 12,500 11,000

返品調整引当金繰入額 11,000 14,000

差引売上総利益 3,639,889 4,125,223

販売費及び一般管理費 3,078,980 3,406,247

営業利益 560,908 718,975

営業外収益   

受取利息 7,962 5,642

有価証券利息 32,760 31,406

受取配当金 2,622 2,306

受取賃貸料 20,165 24,301

保険解約返戻金 51,437 －

業務受託料 15,747 30,201

その他 23,210 18,368

営業外収益合計 153,907 112,228

営業外費用   

支払利息 984 －

為替差損 98,227 72,621

株式公開費用 － 31,020

その他 13,050 7,215

営業外費用合計 112,261 110,856

経常利益 602,554 720,347
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（単位：千円）

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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 115,440 3,406

特別利益合計 115,440 3,406

特別損失   

固定資産売却損 20,590 －

固定資産除却損 36,657 4,411

減損損失 － 6,811

投資有価証券評価損 119,985 143,855

貸倒引当金繰入額 14,280 －

特別損失合計 191,513 155,079

税引前当期純利益 526,481 568,674

法人税、住民税及び事業税 237,845 284,271

法人税等調整額 △4,031 △72,522

法人税等合計 233,813 211,749

当期純利益 292,668 356,924
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 52,500 96,271

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

当期変動額合計 43,771 －

当期末残高 96,271 96,271

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,500 7,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,500 7,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,500 12,500

当期変動額   

剰余金の配当 － 1,063

当期変動額合計 － 1,063

当期末残高 12,500 13,563

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,860,000 7,860,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,860,000 7,860,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 535,185 817,354

当期変動額   

剰余金の配当 △10,500 △11,693

当期純利益 292,668 356,924

当期変動額合計 282,168 345,231

当期末残高 817,354 1,162,586

利益剰余金合計   

前期末残高 8,407,685 8,689,854

当期変動額   

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 292,668 356,924

当期変動額合計 282,168 346,294

当期末残高 8,689,854 9,036,149
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（単位：千円）

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 8,467,685 8,793,625

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 292,668 356,924

当期変動額合計 325,939 346,294

当期末残高 8,793,625 9,139,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 187,031 519

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186,511 △11,579

当期変動額合計 △186,511 △11,579

当期末残高 519 △11,059

純資産合計   

前期末残高 8,654,716 8,794,145

当期変動額   

新株の発行 43,771 －

剰余金の配当 △10,500 △10,630

当期純利益 292,668 356,924

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △186,511 △11,579

当期変動額合計 139,428 334,715

当期末残高 8,794,145 9,128,860
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 該当事項はありません。 

  

役員の異動 

該当事項はありません。  

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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