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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 45,901 4.3 296 ― 86 ― △931 ―

20年3月期 43,991 1.9 △439 ― △670 ― 107 ―

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 △10.27 ― △3.5 0.1 0.6
20年3月期 1.18 ― 0.4 △1.0 △1.0

（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 63,891 25,772 40.3 284.43
20年3月期 65,490 28,003 42.8 308.83

（参考） 自己資本   21年3月期  25,772百万円 20年3月期  28,003百万円

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 1,183 △2,761 55 3,162
20年3月期 1,987 △584 △1,709 4,692

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 544 506.8 1.9
21年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 543 ― 2.0

22年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 181.3

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

23,520 1.6 310 △11.5 170 △33.3 60 ― 0.66

通期 46,840 2.0 640 115.5 420 382.9 300 ― 3.31
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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、20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」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、43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 94,511,690株 20年3月期 94,511,690株

② 期末自己株式数 21年3月期  3,900,226株 20年3月期  3,835,372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 45,860 4.3 270 ― 60 ― △939 ―

20年3月期 43,955 2.6 △440 ― △674 ― 104 ―

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 △10.36 ―

20年3月期 1.15 ―

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 64,107 26,607 41.5 293.64
20年3月期 65,468 28,846 44.1 318.12

（参考） 自己資本 21年3月期  26,607百万円 20年3月期  28,846百万円

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 

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、3～4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。 

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

23,500 1.6 300 △11.1 160 △33.9 60 ― 0.66

通期 46,800 2.0 620 128.9 400 557.0 290 ― 3.20
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当連結会計年度におけるわが国経済は、百年に一度とも言われる金融危機を起因とする世界不況に巻

き込まれて、年度初から、第一次石油危機の１９７１年１～３月期以来３５年ぶりのマイナス成長に見

舞われる激震経済に振り回される一年となりました。この間に日経平均で２６年ぶりの安値更新となる

７，０５４円に落ち込み、年度間の下落率が３５％と８年ぶりの大幅下げとなり、日銀短観に見る６四

半期連続の落ち込みという 悪の景況感が漂うなか“３月危機説”も浮上したものの、日経平均株価の

８千円台での期末越えで、ひとまず安堵感を得、また、Ｇ２０（主要２０カ国首脳会議）の金融サミッ

トにおける総額５兆ドルの財政投資による実質４％成長や日本の追加補正で単年度１００兆円予算執行

への期待を好感して、日米株式相場の反発もみられて、ようやく空前の収縮景気にブレーキがかかる景

気推移をみせております。 

一方、わが医薬品業界におきましては、当期は薬価改定年度に当り、業界平均５．２％の引き下げ、

ことに、各社の主力製品が１０％強の薬価ダウンで、これが減収、減益の主要因として、当期の業界各

社の業績不振を余儀なくされております。平成１９年度の国民医療費概算額では前年度比で３．１％増

の３３兆４千億円と過去 高を更新、平成１４年度から５年連続の増加を辿り、前年度比で約１兆円の

増加額のうち７０歳以上の高齢者医療費が７，５００億円に達しており、医療技術の高度化とともに著

伸する高齢者医療費の新対策として後期高齢者医療制度が発足した平成２０年度の国民医療費の動向が

注目されるところであります。また、医療費抑制策の一環として、ジェネリック医薬品市場の拡大策も

現下の約１６％水準の後発シェアを３０％以上へ倍増を図っており、当社の主市場であります透析施設

においてもＤＰＣ制度（診断分類別包括評価支払制度）の導入など薬剤費抑制を中心とする国民医療費

の膨張対策は一段と厳しくなってきております。一方、世界大手の医薬品の統合再編の動向が急展開

で、わが国の医薬品業界のシェア争いにも波及する様相を示しております。 

このような環境のもと、当社グループにおきましては、主柱の医薬品部門において、主力の透析剤が

大型先発医薬品として大幅な薬価下げとなり大きな減収要因となるなか、透析関連の準主力製品の薬価

厳守や新戦力の吸着型血液浄化器「リクセル」の著伸が寄与するなどの営業努力によって、売上高で

４％強の増収を達成いたしております。なお、期中の透析関連の血液凝固阻止薬のヘパリンナトリウム

製剤の海外調達原資材問題に伴う減収影響が期末に表面化しております。一方、不動産部門において

は、所有施設の稼働率が比較的に安定しており、当期の売上高は４５９億１百万円（前期比１０４．

３％）と、薬価改定年度にかかわらず期初目標に迫る増収を確保いたしております。また、利益面にお

きましては、医薬品部門の売上原価率の引き下げに努めましたものの研究開発費が期末後半にマイルス

トーン負担の発生で販管費増が響いて営業利益が２億９６百万円（前期は４億３９百万円の損失）に、

そして、経常利益が８６百万円（前期は６億７０百万円の損失）に圧縮され、それぞれ当初予想に届か

ず、証券市場低迷による評価損など特別損失負担や法人税等調整額（繰延税金資産の一部取崩し）があ

って、誠に遺憾ながら当期純損失９億３１百万円（前期は１億７百万円の利益）の計上が止むない状況

となっております。 

部門別の状況におきましては、主力の医薬品部門が薬価改定期に当り、業界平均の５．２％に比べて

当社の全製品平均で３．６％の引き下げに止まったものの、主力の透析剤や血液ろ過型補液の大幅引き

下げが響き、一部透析関連の薬価是正効果と長期透析療法に新たなニーズを惹起しつつある吸着型血液

浄化器「リクセル」の売上著伸が寄与して増収基調を維持しております。すなわち、主力の透析剤「キ

ンダリー」はその過半を占める粉末剤が出荷数量を１０％近く伸ばしたにもかかわらず、売上金額では

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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２％強の減収になり、透析剤全体では約１０％になる１４億円強の減収を余儀なくされております。

これを、好調な「リクセル」の増収分で埋め、また、ヘパリンナトリウム製剤の減収分を一部透析用関

連製剤の増収分でカバーできた形となっております。なお、当期に約８％の増収寄与となりました血液

分析器「アイ・スタット」は、発売１５周年を経て、アナライザー普及５，０００台超の国内市場を確

立し、米国アボットＰＯＣ社と来期から５年間の契約更新を終え、国内独占販売体制をより強固にいた

しておりますが、産科医療保障制度のスタートで新市場開拓の期待があるほか小児医療、救急外来など

の集中治療・手術室から一般病棟向けへの拡販などで、当面、アナライザー１，０００台の増販と、そ

の分析チップ「カートリッジ」（販売累計１，０００万個突破）を含めたアイ・スタットの２０％増収

をめざしております。こうした経営努力によって、医薬品部門の売上高は４５６億４４百万円（前期比

１０４．４％）と増収基調を堅持しております。 

一方、不動産部門が扶桑道修町ビルと扶桑御徒町ビル、扶桑日本橋ビルの東西施設が比較的に順調な

稼動を続け賃貸収入は２億５６百万円（同９７．５％）となっております。 

当期の設備投資は、経営合理化への重点投資に徹しまして、主な計画としましては、岡山工場のスノ

ーブル２０ｍｌ容器の形状変更設備（平成２１年２月稼動）、茨城工場における輸液バッグ設備の新設

（同４月稼動）などが進展し、当期の設備投資額は約２１億円に絞られ、その所要資金は自己資金およ

び借入金で賄っております。 

次に、新製品開発など研究開発の状況につきましては、血管拡張剤のアムロジピン錠２．５ｍｇ及び

５ｍｇ、Ｈ２受容体拮抗剤のガスメットＤ錠１０ｍｇ及び２０mg、抗パーキンソン剤のドパコール錠５

０ｍｇなど大型の後発医薬品の販売を開始し、そして、ヘパリンナトリウムの品揃えへ新たに７品目の

申請、さらには、帯状疱疹後神経痛適応のＦＴＢ－８１２７（口腔内貼付鎮痛剤）の承認申請を年内に

予定し、加えて、第Ⅱ／Ⅲ相臨床試験に入った、がん治療用ワクチン「新生血管阻害剤ＯＴＳ１０２」

の二大新薬開発が順調に推移し、当社にとって大きな新領域医療市場の開拓となります中長期経営計画

達成への主柱としての展開が期待されるところであります。なお、当期の研究開発費は約３６億円規模

となり経営の将来展望に向けて鋭意積極投資を推進いたしております。 

なお、次期の予想は、売上高が第２四半期２３５億２０百万円、通期４６８億４０百万円、経常利益

が第２四半期１億７０百万円、通期４億２０百万円、当期純利益が第２四半期６０百万円、通期３億円

となっております。 
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当連結会計年度における資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析 

 （資産、負債および純資産）                （単位 百万円） 

 
当連結会計期間末の総資産は、設備投資による有形固定資産および現金及び預金の増加などにより

前連結会計年度末より１５億９８百万円減少し６３８億９１百万円に、負債は、長期借入金の増加な

どにより６億３１百万円増加し３８１億１９百万円に、純資産は株価下落による投資有価証券の評価

引き下げなどにより２２億３０百万円減少して２５７億７２百万円となっております。 

 なお、自己資本比率は２．５ポイント低下しております。 

（キャッシュ・フロー） 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下資金という）は、営業活動により１１億８３

百万円増加し、投資活動により２７億６１百万円減少し、財務活動により５５百万円増加し、３１億

６２百万円と前連結会計年度末に比べて１５億２９百万円減少しております。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られた資金は、１１億８３百万円（前年同期比８億４百万円の減少）となりまし

た。これは主に、売上債権の増加７億８０百万円、仕入債務の増加８億６百万円、たな卸資産の増加

１０億１７百万円及び減価償却費が２１億５１百万円となったことなどによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により支出した資金は２７億６１百万円（前年同期比２１億７６百万円の増加）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２３億９０百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により得られた資金は、５５百万円（前年同期比１７億６４百万円の増加）となりまし

た。これは主に、社債の償還７億５０百万円、配当金の支払５億４２百万円、借入金の増加１３億６

８百万円などによるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度 当連結会計年度 増 減

資産 65,490 63,891 △ 1,598

負債 37,487 38,119 631

純資産 28,003 25,772 △ 2,230

自己資本比率 42.8% 40.3% △ 2.5%

②キャッシュ・フローの状況

（単位 百万円）

前連結会計年度 当連結会計年度 増  減

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,987 1,183 △ 804

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 584 △ 2,761 △ 2,176

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,709 55 1,764

現金及び現金同等物の期末残高 4,692 3,162 △ 1,529

扶桑薬品工業㈱（4538）平成21年3月期決算短信

5



(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）１.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。 

・自己資本比率：自己資本／総資産 

 ・時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 ・キャッシュ・フロー対有利子負債／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／連結キャシュフローの利息の支払額 

２．株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後） 

  有利子負債：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。 

  営業キャッシュ・フロー：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（利息の支

払額および法人税等の支払額控除前） 

  利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

当社は、利益配分の基本方針といたしましては、生命関連産業としての社会貢献と企業利潤追求の

両立を基本とする経営理念のもとで挙げ得た利益配分は、当然ながら経営の安定が大前提となり、会

社の資本基盤となる株主の皆さまへの利益還元においては安定配当の継続をベースに、業績伸長期に

あっては株主還元策に努め、一方、主力製品の安定供給という社会的責務を全うするための設備投資

や、新領域製品分野の開発投資など長期計画に沿った資金需要にそなえての内部留保資金の確保をも

勘案した利益配分策を長年に亘って継承してまいりました。この基本姿勢は今後も堅持してまいる所

存であります。 

なお、当社の配当につきましては、会社法に基づき引き続き株主総会の決議により、中間期末日、

期末日を基準日とした年２回の配当制を継続いたします。 

本年６月に開催予定の第８６回定時株主総会での承認を条件に、期末配当金を１株当たり３円とさ

せていただく予定であります。すでに実施済みの中間配当金と合せて、年間配当金は１株当たり６円

となります。 

業績計画の目標であるＲＯＥ２．５％の早期達成をめざし、次期の利益配当金は、中間配当１株当

たり３円、期末配当１株当たり３円の年間６円の継続を予定しております。 

  

当社グループの現在および将来において経営成績および財政状態に影響を及ぼす予期せぬ変動を被

る可能性のある主なリスクは下記のようなものであります。当社はこれらのリスク発生の可能性を認

識したうえで可能な限りの発生防止に努めます。 

なお、本項目に含まれる事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。 

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 51.1 46.4 43.3 42.8 40.3

時価ベースの自己資本比率 45.9 50.3 46.3 36.3 39.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

7.3 5.1 8.9 7.7 12.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

9.0 14.9 8.5 7.4 5.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

①利益配分に関する基本方針

②当期の配当

③次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社の事業は、国内外において各国の薬事関連規則等を厳守しております。ことに、医薬品、医療

用機器につきましては、開発、製造・輸入、流通および使用の各段階において、種々の承認・許可制

度および監視制度が設けられており、制度等の改正により業績に影響を与える可能性があります。 

医薬品の開発には、多大な技術的・財政的・人的資源と長い時間を要していますが、それにもかか

わらず、商業的に成功する製品とはならない可能性があります。 

製薬業界は、市場競争が激しく、また、技術の進歩が急速であるという特性があり、業界内はもと

より他業種、海外企業との激しい市場競争により経営成績および財政状態に影響を与える可能性があ

ります。 

医薬品には、発売後予期せぬ副作用が確認される可能性があります。この新たな副作用が確認され

た場合には、製品の自主回収、発売中止等により業績に影響を与える可能性があります。 

医薬品事業の主力製品である人工腎臓用透析剤は厳しい市場競合下にあります。シェアの維持・拡

大ならびにコストダウンに努めてまいる所存でありますが、薬価引き下げ影響も加え大幅に売上が減

少した場合には、業績に影響を与える可能性があります。 

当社および連結子会社は、有価証券、不動産などの価格変動リスクのあるものを保有しており、経

営成績および財政状態に影響を与える可能性があります。 

これらの他にも、当社が継続して事業活動を行なう過程においては、災害などによる製造が遅滞ま

たは休止するリスク、製造物責任法（ＰＬ法）関連、その他に関しての訴訟リスク、海外導入品に関

わる為替変動リスクなど、様々なリスクの可能性が存在しており、経営成績および財政状態に影響を

与える可能性があります。 

  

  

近の有価証券報告書（平成２０年６月３０日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

①当社の事業に関わる法的規制リスク

②医薬品の開発および発売に係るリスク

③医薬品の激しい市場競争によるリスク

④医薬品の副作用に関わるリスク

⑤特定の製品への依存に係るリスク

⑥有価証券、不動産などの価格変動リスク                 

2. 企業集団の状況
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当社は、医療用医薬品を主力とする医薬品メーカーで、人口の高齢化が進む一方、医療技術の進歩と

国民意識の健康福祉指向を背景に、医療ニーズの増大とその多様化に対応する医薬品の開発とその安定

供給を図ることによって、国民医療の向上に貢献し、持続的な業績を挙げ、株主ならびに投資家の期待

に応えることを経営の基本方針といたしております。 

すなわち、高齢者医療費の増大を中心として年間国民医療費は“３３兆円”時代の到来となり、国民

所得の伸び率を上回る国民医療費の増大が続き、その５分の１強を占める薬剤費の伸びも堅調でありま

す。それだけに国民医療費の膨張抑制策で薬価引き下げ圧力が強く、医薬品市場における販売競争は大

手メーカーの統合再編、卸商社の統合集約化による市場支配力、後発品（ジェネリック）市場の拡大、

外資攻勢をはじめ業際競争と併せて一段と厳しさを増しておりますが、独創製品の人工腎臓用透析剤の

市場高シェア体制、血液代用剤ほか輸液の高シェア維持、透析関連市場の更なる深耕など主力部門の安

定成長を図る当面戦略とともに、中・長期的には、時代の市場ニーズに即応した技術開発による新領域

製品市場の開拓によって、次代を担う複数の主力製品を早期に擁立し、主柱の２本立て、３本立て体制

による業績の向上と経営の安定を図り、わが国医療の発展へ寄与してまいる方針であります。 

目下、全社挙げて業績の正常化に取り組んでいるところで、当面の経営指標として株主資本利益率の

２．５％水準を目標にしておりますが、さらなる高い指標を提示することには慎重を期しております。

その理由の主因は、主力製品の人工腎臓用透析剤のトップメーカーとして、市場の約６０％を占める高

シェアを有するがゆえに製品の安定供給責任が重大で、生産供給コスト低減への懸命の経営努力にもか

かわらず、厳しい薬価引き下げの行政要請に追われるという根本的な条件を背景にしているためで、目

下、その条件克服へ鋭意取り組んでいるところであります。 

しかしながら、生命関連産業の社会的責務と株主の付託に応える経営責任の両立を図りながら、透析

関連市場の深耕と、新分野市場の開拓により透析剤への依存度を軽減できる第２、第３の主柱的な製品

の企業化を早急に確立して安定経営の基盤の再構築を達成すべく新製品開発に邁進しており、これらに

より業績の早期安定化を図り、それが軌道に乗ってまいりましたところで、的確な経営指標を打ち出し

て目標の高い業績を目指す所存であります。 

当社は、売上高の主力を血液体液用薬部門で構成、その主柱は人工腎臓用透析剤で、その需要見通し

が中期戦略のポイントとなりますが、その重要な経営指標となります全国の透析患者数は２７万人規模

になり、年１万人の純増ペースから推して２０１０年には３０万人台に到達が予測され、それだけの需

要増に見合う安定供給の社会的使命を担い、その全うへ邁進してまいりました。その基幹政策となりま

した岡山・茨城工場の一大供給拠点建設の先行投資が真価を発揮し、その増産効果と全国的な安定供給

体制の合理化効果が業績のベースになるところであります。 

さらに長期戦略としては、時代の新しい医療ニーズに応えた新分野開拓による第２、第３の主力製品

の開発上市を急ぎ脱透析剤依存型への経営の再構築を期しております。 

当面する経営課題の血液体液用薬部門の再構築として、主力の透析剤では、まず、薬価の長期収載品

の修正改定への対応を着実に図り、粉末剤の市場シェアを伸ばして一層の市場拡大へ鋭意邁進してお

3. 経営方針

(1)会社の経営の基本方針

(2)目標とする経営指標

(3)中長期的な会社の経営戦略

（イ）中長期戦略の主眼

（ロ）透析関連市場拡大の深耕策
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り、平成１９年末には全国透析患者数が約２７万人に達し、その内、７０％弱の１８万人以上が粉末

剤の治療患者とみられ、液体剤とともに粉末型市場においても圧倒的なトップシェアの確保と収益の強

化を図っております。 

また、重炭酸型の先発メーカーとして圧倒的な市場シェアを持つ、ろ過型人工腎臓用補液サブラッド

―Ｂのダブルバック型の新製品「サブラッド―ＢＳ」が本格軌道が伸び、ユーザーの省力化ニーズに応

えて更に新製品の「サブラッド―ＢＳＧ」も開発しており、血液体液用薬部門の第３の柱に成長しつつ

あります。また、施設機関との歴史的な信頼度と専門ＭＲ活動の浸透から断然強みを持つ透析関連市場

の深耕策が、このところ着実に実績を上げつつあり、透析剤の伸び悩みをカバーすべく、血液代用剤の

生理食塩液、そして、サブラッドの準主力が深耕策効果で市場を膨らませ、さらに、透析関連の血液凝

固阻止剤の品揃えで戦力の強化を図っております。一方、医療用機械器具でもＦＰＸ型の新シリーズが

軌道に乗ってシェア巻き返し体制の血液透析器、そして、米国アボットＰＯＣ社との連携強化を図る血

液分析器システムの「アイ・スタット」が当期も堅調を続け、加えて、透析医療の新ニーズの吸着型血

液浄化器「リクセル」が急成長して収益増に寄与しております。 

わが国で初の技術開発以来４０数年にわたり、世界に類をみない透析医療の確立を支えるとともに透

析剤のトップメーカーとして製品の安定供給の企業責任を全うしつつ業績発展の主柱としてまいりまし

たが、激動の医薬品市場環境にあって、その市場の成熟期に次代の経営の主柱を擁立して脱透析剤依存

を図る新戦略が、このところ着実に進捗しております。すなわち、すでに市場を確立して成長している

血液分析器システム「アイ・スタット」に次ぐ第３弾として、東大発バイオベンチャー・オンコセラピ

ー・サイエンス社と、がん治療用「新生血管阻害剤・ＯＴＳ１０２」、および腎がん治療薬の共同開

発、帯状疱疹後神経痛適応のＦＴＢ－８１２７（口腔内貼付鎮痛剤）の承認申請を年内に予定するなど

２大テーマが大詰めを迎える有望資源の掘り起しにも注力、透析剤依存の軽減を図る有望新薬の開発上

市の促進を図っております。なお、血液分析器システムの「アイ・スタット」は米国アボットＰＯＣ社

との連携強化のもとでアナライザーの新機種の開発と販売促進などによって、９種類の分析カートリッ

ジを含めて、いわゆるアイ・スタット部門の年商規模の２０％の拡販をめざしております。 

次期の業績見通しにつきましては、“百年に一度”の金融危機不況からの脱却には時間を要する情勢

ながら、Ｇ２０（主要２０カ国首脳会議）の金融サミットにおける５兆ドルの危機対策、また、わが国

の単年度“１００兆円予算”の執行や５６兆円の追加景気刺激策などによる世界的なプラス成長の早期

実現への期待が待たれるなか、医薬品業界におきましても、薬価改定の端境期に当ることもありまし

て、大手各社はじめ増益転換への期待が持たれておりますものの、後期高齢者医療制度の定着、後発医

薬品市場の強化策などが進展する一方、世界の大手医薬品企業再編の大きなうねりの波及など市場環境

は一段と熾烈化する情勢となっております。このような状況のなか、当社グループといたしましては、

医薬品部門では、主力の透析剤および準主力の透析関連製剤の新容器製品投入や患者数増に見合う拡

販、さらに、品揃えが充実するヘパリンナトリウム製剤や吸着型血液浄化器など新ニーズ製品の量販体

制強化などにより売上高の続伸と売上原価率の低減による収益力の強化を図り、また、不動産部門にお

いては、営業休止施設の措置対応を急ぎ一層の収益の安定化を進めるなど、これらを併せて業績の本格

的な軌道乗せで、経営基盤の安定、発展へ格段の企業努力を傾注してまいる所存であります。 

  

（ハ）脱透析剤依存への戦略

(4)会社の対処すべき課題
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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 4,817 3,162 

受取手形及び売掛金 20,433 21,214 

たな卸資産 5,221 － 

商品及び製品 － 5,322 

仕掛品 － 176 

原材料及び貯蔵品 － 739 

繰延税金資産 1,428 635 

その他 799 637 

貸倒引当金 △0 △2 

流動資産合計 32,700 31,886 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 30,378 30,474 

減価償却累計額 20,072 20,799 

建物及び構築物（純額） 10,306 9,675 

機械装置及び運搬具 22,907 23,541 

減価償却累計額 19,864 20,234 

機械装置及び運搬具（純額） 3,042 3,307 

土地 ※2 11,434 ※2 11,571 

リース資産 － 7 

減価償却累計額 － 0 

リース資産（純額） － 6 

建設仮勘定 1,171 1,505 

その他 3,961 4,027 

減価償却累計額 3,345 3,445 

その他（純額） 615 582 

有形固定資産合計 26,570 26,649 

無形固定資産 283 248 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,750 2,234 

長期貸付金 74 62 

その他 2,193 2,810 

貸倒引当金 △81 △0 

投資その他の資産合計 5,936 5,107 

固定資産合計 32,790 32,005 

資産合計 65,490 63,891 
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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 10,764 11,571 

短期借入金 ※1 8,375 ※1 9,979 

1年内償還予定の社債 750 100 

リース債務 － 1 

未払金 925 1,561 

未払法人税等 78 46 

預り金 3,371 2,670 

賞与引当金 663 749 

役員賞与引当金 － 1 

売上割戻等引当金 315 － 

値引補償引当金 － 25 

売上割戻引当金 － 291 

返品調整引当金 9 20 

その他 1,186 752 

流動負債合計 26,437 27,769 

固定負債 

社債 650 550 

長期借入金 ※1 6,178 ※1 5,943 

リース債務 － 5 

繰延税金負債 1,113 590 

再評価に係る繰延税金負債 ※2 2,318 ※2 2,318 

退職給付引当金 408 568 

役員退職慰労引当金 237 235 

その他 141 138 

固定負債合計 11,049 10,350 

負債合計 37,487 38,119 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,758 10,758 

資本剰余金 15,011 15,010 

利益剰余金 7,195 5,720 

自己株式 △1,373 △1,392 

株主資本合計 31,592 30,097 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 801 60 

繰延ヘッジ損益 △51 △46 

土地再評価差額金 ※2 △4,338 ※2 △4,338 

評価・換算差額等合計 △3,589 △4,324 
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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) 

純資産合計 28,003 25,772 

負債純資産合計 65,490 63,891 
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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 43,991 45,901 

売上原価 31,350 32,049 

売上総利益 12,640 13,852 

返品調整引当金繰入額 － 10 

返品調整引当金戻入額 4 － 

差引売上総利益 12,644 13,841 

販売費及び一般管理費 

荷造運搬費 2,324 2,283 

給料 2,440 2,340 

賞与引当金繰入額 308 335 

退職給付費用 114 196 

役員退職慰労金 － 8 

役員退職慰労引当金繰入額 16 16 

減価償却費 244 242 

研究開発費 ※1 2,964 ※1 3,685 

その他 4,670 4,435 

販売費及び一般管理費合計 13,083 13,544 

営業利益又は営業損失（△） △439 296 

営業外収益 

受取利息 22 24 

受取配当金 53 50 

受取報償金 117 55 

物品売却益 31 － 

原材料売却益 － 24 

受取保険金 － 63 

雑収入 86 76 

営業外収益合計 311 294 

営業外費用 

支払利息 295 297 

生命保険料 － 68 

手形売却損 6 5 

たな卸資産廃棄損 67 － 

雑損失 172 133 

営業外費用合計 542 504 

経常利益又は経常損失（△） △670 86 
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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) 

特別利益 

投資有価証券売却益 48 44 

投資事業組合運用益 232 － 

貸倒引当金戻入額 － 54 

固定資産売却益 ※2 568 ※2 － 

その他 0 － 

特別利益合計 850 99 

特別損失 

たな卸資産関連損失 － 123 

固定資産除却損 ※3 84 ※3 45 

投資有価証券売却損 0 － 

投資有価証券評価損 44 86 

環境対策費 － 60 

投資事業組合運用損 － 22 

その他の投資評価損 3 0 

特別損失合計 133 337 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

46 △151 

法人税、住民税及び事業税 38 39 

法人税等調整額 △99 740 

法人税等合計 △60 779 

当期純利益又は当期純損失（△） 107 △931 
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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 10,758 10,758 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,758 10,758 

資本剰余金 

前期末残高 15,012 15,011 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △1 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 15,011 15,010 

利益剰余金 

前期末残高 7,306 7,195 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 107 △931 

当期変動額合計 △110 △1,475 

当期末残高 7,195 5,720 

自己株式 

前期末残高 △1,356 △1,373 

当期変動額 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 3 5 

当期変動額合計 △16 △18 

当期末残高 △1,373 △1,392 

株主資本合計 

前期末残高 31,720 31,592 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 107 △931 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 2 4 

当期変動額合計 △127 △1,494 

当期末残高 31,592 30,097 
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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) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,780 801 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△979 △740 

当期変動額合計 △979 △740 

当期末残高 801 60 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △4 △51 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△47 4 

当期変動額合計 △47 4 

当期末残高 △51 △46 

土地再評価差額金 

前期末残高 △4,012 △4,338 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△326 － 

当期変動額合計 △326 － 

当期末残高 △4,338 △4,338 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △2,236 △3,589 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,353 △735 

当期変動額合計 △1,353 △735 

当期末残高 △3,589 △4,324 

純資産合計 

前期末残高 29,484 28,003 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 107 △931 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 2 4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,353 △735 

当期変動額合計 △1,480 △2,230 

当期末残高 28,003 25,772 
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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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

46 △151 

減価償却費 2,225 2,152 

投資有価証券売却損益（△は益） △48 △44 

投資事業組合運用損益（△は益） △232 22 

投資有価証券評価損益（△は益） 44 86 

固定資産売却損益（△は益） △492 － 

固定資産除却損 － 43 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △79 

賞与引当金等の増減額（△は減少） △157 － 

賞与引当金の増減額（△は減少） － 86 

退職給付引当金等の増減額（△は減少） △31 － 

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 159 

受取利息及び受取配当金 △76 △74 

支払利息 295 297 

売上債権の増減額（△は増加） 409 △780 

たな卸資産の増減額（△は増加） 380 △1,017 

仕入債務の増減額（△は減少） △196 806 

その他 90 △35 

小計 2,258 1,470 

利息及び配当金の受取額 76 73 

利息の支払額 △317 △302 

法人税等の支払額 △59 △59 

法人税等の還付額 28 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,987 1,183 

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 △2,463 △2,390 

有形固定資産の売却による収入 1,320 － 

投資有価証券の取得による支出 △52 △20 

投資有価証券の売却による収入 236 69 

出資金の分配による収入 293 155 

長期預金の預入による支出 － △550 

その他 81 △25 

投資活動によるキャッシュ・フロー △584 △2,761 
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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) 

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） 284 1,070 

長期借入れによる収入 3,110 3,100 

長期借入金の返済による支出 △4,342 △2,802 

社債の償還による支出 △200 △750 

自己株式の売却による収入 2 4 

自己株式の取得による支出 △20 △24 

リース債務の返済による支出 － △0 

配当金の支払額 △543 △542 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,709 55 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △6 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △306 △1,529 

現金及び現金同等物の期首残高 4,999 4,692 

現金及び現金同等物の期末残高 4,692 3,162 
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該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(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

当社の子会社は、扶桑興発株式会社１社であり連結

の範囲に含めております。

１ 連結の範囲に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

非連結子会社及び関連会社がないため、記載すべき

事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致して

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

(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)

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

同左

時価のないもの

 移動平均法による原価法

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資(金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近の決算書

を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む

方法によっております。

時価のないもの

同左

(ロ)デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

時価法

(ロ)デリバティブ取引により生ずる債権及び債務

同左

 

(ハ)たな卸資産

① 商品、製品、 
  原材料、貯蔵品

先入先出法による原価法

② 半製品、仕掛品 移動平均法による原価法

 

(ハ)たな卸資産

① 商品、製品、
  原材料、貯蔵品

先入先出法による原価法
（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に
基づく簿価切下げの方
法）

② 半製品、仕掛品 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額につ
いては収益性の低下に
基づく簿価切下げの方
法）

（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。 

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ22百万円

減少し、税金等調整前当期純損失が同額増加しておりま

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

(イ)有形固定資産 原則として定率法を採用

しております。なお、茨

城工場及び子会社の扶桑

御徒町ビル(建物・構築

物)については定額法を

採用しております。又、

平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設

備は除く)については、

定額法によっておりま

す。なお、取得価額10万

円以上20万円未満の少額

減価償却資産について

は、３年間で均等償却す

る方法によっておりま

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

３～50年

機械装置 
及び運搬具

２～17年

 

(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
（リース資産を除く）

同左

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場

合と比べ、営業損失が69百万円、経常損失が69百万円増

加し、税金等調整前当期純利益が69百万円減少しており

ます。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

個所に記載しております。

(追加情報)  

 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得し

たものについては、償却可能限度額まで償却が終了した

翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、営業損失が213

百万円、経常損失が213百万円増加し、税金等調整前当

期純利益が213百万円減少しております。  

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

個所に記載しております。

(追加情報)  

 当社の機械装置の製造設備については、従来、耐用年

数を７年としておりましたが、「減価償却資産の耐用年

数等に関する省令」の改正を契機として資産の利用状況

等を見直した結果、当連結会計年度より８年に変更して

おります。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結

会計年度の営業利益、経常利益がそれぞれ85百万円増加

し、税金等調整前当期純損失が同額減少しております。

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該

個所に記載しております。

(ロ)無形固定資産及び 

  長期前払費用

定額法 

なお、ソフトウェアにつ

いては、社内における利

用可能期間(５年以内)に

基づく定額法によってお

ります。

 
(ロ)無形固定資産及び 

  長期前払費用

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)

（ハ）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、残存価額をゼロとする定

額法によっております。 
 なお、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・リース取引のうち、リー
ス取引開始日が平成20年３月31日以前のものについて
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) 重要な繰延資産の処理方法

 社債発行費 ３年間で均等償却する方

法によっております。

(3) 重要な繰延資産の処理方法
─

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一

般債権については貸倒実

績率により、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。

(4) 重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金 同左

 

(ロ)賞与引当金 従業員及び使用人兼務役

員の賞与の支払いに備え

るため、支給対象期間に

応じた支給見積額を計上

しております。

(ハ)役員賞与引当金 ─  

(ロ)賞与引当金 同左 

(ハ)役員賞与引当金 役員の賞与の支払に備え

るため、支給見積額のう

ち当連結会計年度に負担

すべき額を計上しており

ます。

(ニ)売上割戻等引当金

① 値引補償引当金 期末特約店在庫に対し

て、将来発生する値引補

償に備えるため、当期の

実績を基礎に見積額を計

上しております。

(ニ)売上割戻等引当金

① 値引補償引当金  同左

② 売上割戻引当金 期末売掛金に対して、将

来発生する売上割戻しに

備えるため、当期の実績

を基礎に見積額を計上し

ております。

② 売上割戻引当金  同左

(ホ)返品調整引当金 売上の返品による損失に

備えるため、法人税法の

定める規定により、売掛

金基準を適用した同法限

度相当額を計上しており

ます。

(ホ)返品調整引当金   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)

(ヘ)退職給付引当金 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しておりま

す。  

なお、数理計算上の差異

は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(15

年)による定額法により

発生の翌連結会計年度よ

り費用処理しておりま

す。

 

(ヘ)退職給付引当金 同左

(ト)役員退職慰労引当金 将来の役員退職慰労金の

支払いに備えるため、内

規に基づく基準退職慰労

金の期末要支給額を計上

しております。

(ト)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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

─

(6) 重要なヘッジ会計の方法 (6) 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ

については、特例処理を採用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段

デリバティブ取引(為替予約、通貨及び金利ス

ワップ取引)

・ヘッジ対象

外貨建債務および外貨建予定取引並びに借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(ハ)ヘッジ方針

将来の為替・金利変動リスク回避のために行っ

ております。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

事前評価及び事後評価は、比率分析等の方法に

よっております。

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

同左

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

(イ)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。

(イ)消費税等の会計処理

同左

(ロ)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(ロ)連結納税制度の適用

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、全面時価

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 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。

６ 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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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。 

  

(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

 会計処理の変更

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等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、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。 

 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日以前のものに

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、これに伴う営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純損失への影響はありません。

(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)

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度において投資活動によるキャッシュ・

フローの「その他の投資の増減額」に含めて表示してお

りました「有形固定資産の売却による収入」（前連結会

計年度1百万円）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。

（連結貸借対照表）

財務諸表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
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4,449百万円、166百万円、605百万円でありま
す。

(追加情報)
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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 このうち次の有形固定資産を担保に供しておりま

す。

(1) 城東・岡山・茨城工場工場財団

建物及び構築物 7,335百万円

機械装置 295 〃

土地 4,318 〃

その他の有形固定資産 6 〃

合計 11,955 〃

上記物件に対応する債務

短期借入金 185百万円

長期借入金 1,914 〃

合計 2,100 〃

 

※１ このうち次の有形固定資産を担保に供しておりま

す。

(1) 城東・岡山・茨城工場工場財団

建物及び構築物 6,861百万円

機械装置 214 〃

土地 4,318 〃

その他の有形固定資産 4 〃

合計 11,399 〃

上記物件に対応する債務

短期借入金 256百万円

長期借入金 1,743 〃

合計 2,000 〃

 

(2) 城東・岡山・茨城工場工場財団以外の物件

建物 6百万円

土地 2,008 〃

合計 2,015 〃

上記物件に対応する債務

短期借入金 50百万円

長期借入金 1,835 〃

合計 1,885 〃

 

(2) 城東・岡山・茨城工場工場財団以外の物件

建物 5百万円

土地 2,008 〃

合計 2,014 〃

上記物件に対応する債務

短期借入金 49百万円

長期借入金 1,750 〃

合計 1,799 〃

※２ 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、事業用土地の再評価を行っておりま

す。

   なお、再評価差額については、当該再評価差額に

係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「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４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために

国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算出する方法に

よっております。

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期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

△2,128百万円

※２ 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、事業用土地の再評価を行っておりま

す。

   なお、再評価差額については、当該再評価差額に

係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「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４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために

国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算出する方法に

よっております。

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期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

△ 1,495百万円

３ 受取手形割引高は次のとおりであります。

673百万円

３          ─
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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 研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

2,964百万円

※１ 研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

3,685百万円

※２ このうち主なものは次のとおりであります。

土地売却益 564百万円

※２          ─

※３ このうち主なものは次のとおりであります。

機械装置除却損 61百万円

※３ このうち主なものは次のとおりであります。

機械装置除却損 32百万円
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、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    62,654株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少    8,634株 

  

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)

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) 94,511 ― ― 94,511

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(株) 3,781,352 62,654 8,634 3,835,372

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 272 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月16日 
取締役会

普通株式 272 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月６日

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 272 3.00 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 

   
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、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       81,158株 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の売渡しによる減少       16,304株 

  

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 

 
  

  

  

 
  

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) 94,511 ─ ─ 94,511

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(株) 3,835,372 81,158 16,304 3,900,226

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 272 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月７日 
取締役会

普通株式 271 3.00 平成20年９月30日 平成20年12月８日

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 271 3.00 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

(平成20年３月31日現在)

 現金及び預金勘定 4,817百万円

 預金期間が３ヶ月を超える定期預金 125 〃

 現金及び現金同等物 4,692 〃

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21年３月31日現在)

 現金及び預金勘定 3,162百万円

 預金期間が３ヶ月を超える定期預金 ─ 〃

 現金及び現金同等物 3,162 〃
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   (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

    (１)医薬品事業・・・輸液を中心とする注射剤や人工腎臓透析液などの医療用医薬品及び医療用機械 

            器具 

     (２)不動産事業・・・不動産の賃貸 

   ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(8,789百万円)の主なものは、親会社での余資運 

   用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券・長期預金) 等であります。 

   ４ （６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（追加情報）

     に記載のとおり、当連結会計年度より当社の機械装置の製造設備につき減価償却の耐用年数を、７年 

   から８年に変更しております。その結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の医薬

   品事業の営業利益が85百万円増加しております。 

    

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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 不動産事業 計(百万円)
消去又は 
全社 連結(百万円)

（百万円） （百万円） （百万円）

 Ⅰ 売上高及営業利益

   売上高

  (1)外部顧客に 
    対する売上高

45,644 256 45,901 ─ 45,901

  (2)セグメント間の内部 
    売上高及び振替高

─ 4 4 (4) ─

計 45,644 260 45,905 (4) 45,901

   返品調整引当金戻入額 10 ─ 10 ─ 10

   営業費用 45,426 166 45,593 ─ 45,593

      営業利益 207 94 301 (4) 296

 Ⅰ 資産、減価償却費及び 
   資本的支出

   資産 51,591 3,510 55,102 8,789 63,891

   減価償却費 2,038 71 2,109 1 2,110

   資本的支出 2,172 0 2,173 7 2,180
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   (注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な製品 

    (１)医薬品事業・・・輸液を中心とする注射剤や人工腎臓透析液などの医療用医薬品及び医療用機械 

            器具 

     (２)不動産事業・・・不動産の賃貸 

   ３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(11,237百万円)の主なものは、親会社での余資運 

   用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券・長期預金) 等であります。 

   ４ (6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４ 会計処理基準に関する事項（会計方針の変 

   更)に記載のとおり、当連結事業年度から、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  

   は、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 

   これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業費用は医薬品事業が69百万円、 

   不動産事業が0百万円増加し、営業損失は医薬品事業が同額増加し、営業利益は不動産事業が同額減 

   少しております。 

   また、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の ４ 会計処理基準に関する事項（追加情 

   報) に記載のとおり、当連結事業年度から平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可 

     能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。   

     これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、営業費用は医薬品事業が212百万円、

   不動産事業が1百万円増加し、営業損失は医薬品事業が同額増加し、営業利益は不動産事業が同額減  

   少しております。 

   ５ 当連結会計年度において「不動産事業」の営業利益が全セグメントの合計額の１０％を超えたため、 

   事業の種類別セグメント情報を記載しております。 

  

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)

医薬品事業 不動産事業 計(百万円)
消去又は 
全社 連結(百万円)

（百万円） （百万円） （百万円）

 Ⅰ 売上高及営業損益

   売上高

  (1)外部顧客に 
    対する売上高

43,728 262 43,991 ― 43,991

  (2)セグメント間の内部 
    売上高及び振替高

― 4 4 (4) ―

計 43,728 267 43,996 (4) 43,991

   返品調整引当金戻入額 4 ― 4 ― 4

   営業費用 44,250 184 44,434 ― 44,434

      営業利益又は 
   営業損失(△)

△ 518 83 △ 434 (4) △ 439

 Ⅰ 資産、減価償却費及び 
   資本的支出

   資産 50,671 3,581 54,252 11,237 65,490

   減価償却費 2,155 68 2,224 1 2,225

   資本的支出 3,149 1 3,150 0 3,151
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在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

在外連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

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)

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)
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海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、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)

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)

扶桑薬品工業㈱（4538）平成21年3月期決算短信

33



  

(リース取引関係)

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)

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

(借主側)

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

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の 
有形固定資産 
(工具器具及び
備品)

514 294 220

無形固定資産 
(ソフトウェア)

121 77 43

合計 636 371 264

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

その他の
有形固定資産 
(工具器具及び備
品)

404 265 139

無形固定資産
(ソフトウェア)

121 100 21

合計 525 365 160

２ 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 110百万円

１年超 160 〃

合計 271 〃

２ 未経過リース料期末残高相当額等 

１年以内 74百万円

１年超 85 〃  

合計 160  〃  

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 124百万円

減価償却費相当額 124 〃

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 109百万円

減価償却費相当額  109 〃 

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左

  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

           同左

(貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内     3百万円

１年超     3 〃

合計     6 〃

(貸主側) 

─

(注) 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料期末残高相当額でありま

す。 

なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一

の条件で第三者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リー

ス料期末残高相当額に含まれております。  
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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)

─ ファイナンス・リース取引

（借主側）

(1)リース資産の内容

有形固定資産
貸借対照表上に計上した固定資産は、本社総務部所
有の役員車輌であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

 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、残存価額をゼロとする
定額法によっております。

(関連当事者情報)

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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(税効果会計関係)

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

たな卸資産評価損 758百万円

賞与引当金 269 〃

売上割戻引当金 112 〃

繰越欠損金 676 〃

その他 119 〃

    計 1,936 〃

評価性引当額 △507 〃

   小計 1,428 〃

（固定資産）

減損損失 629 〃

投資有価証券評価損 542 〃

退職給付引当金 165 〃

役員退職慰労引当金 96 〃

その他 188 〃

繰延税金負債との相殺 △276 〃

   計 1,345 〃

評価性引当額 △1,345 〃

   小計 － 〃

繰延税金資産合計 1,428 〃

繰延税金負債

（固定負債）

その他有価証券評価差額金 △547 〃

特別償却準備金 △0 〃

連結手続上消去された貸倒引当金 △843 〃

繰延税金資産との相殺 276 〃

繰延税金負債合計 △1,113 〃

繰延税金資産(流動) 1,428 〃

繰延税金負債(固定) △1,113 〃
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

たな卸資産評価損 11百万円

賞与引当金 304 〃

売上割戻引当金 118 〃

繰越欠損金 1,199 〃

その他 135 〃

 計 1,769 〃

評価性引当額 △1,133 〃

  小計 635 〃

（固定資産）

減損損失 612 〃

投資有価証券評価損 532 〃

退職給付引当金 230 〃

役員退職慰労引当金 95 〃

その他 214 〃

繰延税金負債との相殺 △41 〃

   計 1,643 〃

評価性引当額 △1,398 〃

   小計 244 〃

繰延税金資産合計 880 〃

繰延税金負債

（固定負債）

その他有価証券評価差額金 △41 〃

特別償却準備金 △0 〃

連結手続上消去された貸倒引当金 △834 〃

繰延税金資産との相殺 286 〃

繰延税金負債合計 △590 〃

繰延税金資産(流動) 635 〃

繰延税金負債(固定) △590 〃

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 101.0〃

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △15.9〃

住民税均等割額 83.9〃

評価性引当額の増加額 155.6〃

再評価土地売却による影響額 △478.2〃

法人税個別帰属額 △9.8〃

その他 △7.3〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △130.1％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上
 しているため記載を省略しております。
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    (注)当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損44百万円を計上しております。 

  

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成19年４月１日～平成20年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年３月31日現在)

取得原価
(百万円)

連結決算日における連結
貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 1,271 2,503 1,231

(2) その他 － － －

小計 1,271 2,503 1,231

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 32 23 △ 9

(2) その他 37 31 △ 6

小計 70 54 △ 15

合計 1,341 2,557 1,215

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額 236百万円   売却益の合計額 48百万円   売却損の合計額 ０百万円

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年３月31日現在)

 その他有価証券

 (1)非上場株式 
   
  (2)投資事業有限責任組合及び 
   それに類する組合への出資

304百万円

888百万円

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日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

  その他 －百万円 ９百万円 17百万円 －百万円

扶桑薬品工業㈱（4538）平成21年3月期決算短信

37



  

  

 
  

 
  

 
    (注)当連結会計年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損44百万円を計上しております。 

  

 
  

当連結会計年度(平成20年４月１日～平成21年３月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年３月31日現在)

取得原価
(百万円)

連結決算日における連結
貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの

(1) 株式 709 969 259

(2) その他 ─ ─ ─

小計 709 969 259

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

(1) 株式 518 386 △ 132

(2) その他 28 20 △ 7

小計 547 406 △ 140

合計 1,256 1,376 119

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額 69百万円   売却益の合計額 44百万円   売却損の合計額 ─百万円

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年３月31日現在)

 その他有価証券

 (1)非上場株式 
   
  (2)投資事業有限責任組合及び 
   それに類する組合への出資

298百万円

559百万円

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21年３月31日現在)

１年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超

  その他 ─百万円 3百万円 8百万円 ─百万円
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(デリバティブ取引関係)

１ 取引の状況に関する事項

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 取引の内容及び利用目的

当社グループは、為替及び金利変動リスクを 小限

にとどめ、利益管理を適切にする目的から、先物為替

予約取引、通貨及び金利スワップ取引を利用しており

ます。

なお、デリバティブを利用してヘッジ会計を行って

おります。

(1) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) (ヘッジ対象)

為替予約、通貨及び

金利スワップ

外貨建債務及び外貨建

予定取引並びに借入金

(2) ヘッジ方針

将来の為替・金利変動リスク回避のために行って

おります。

(3) ヘッジの有効性評価の方法

事前評価及び事後評価は、比率分析等の方法によ

っております。

① 取引の内容及び利用目的

同左

② 取引に対する取組方針

先物為替予約取引及び通貨スワップ取引は、外貨建

取引金額の範囲内で行っており、金利スワップ取引

は、変動金利を固定金利に変換する目的で行っており

ます。また、投機目的のためのデリバティブ取引は行

わない方針であります。

② 取引に対する取組方針

同左

③ 取引に係るリスクの内容

先物為替予約取引、通貨及び金利スワップ取引は、

為替及び金利相場の変動によるリスクを有しておりま

す。

また、先物為替予約取引、通貨及び金利スワップ取

引の契約先は、信用度の高い国内の銀行であるため、

相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほ

とんどないと判断しております。

③ 取引に係るリスクの内容

同左

④ 取引に係るリスク管理体制

取引の締結及び実行は財務担当組織長が起案し、経

理部長が決裁しております。さらに、経理部長は毎月

度、社長及び経理部門担当取締役に対し報告を行って

おります。

これらの管理は、経理部で行っております。

④ 取引に係るリスク管理体制

同左

⑤ 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

時価の算定は、取引銀行から提示された価格によっ

ております。

⑤ 「取引の時価等に関する事項」に係る補足説明等

同左
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 金利関連 

 
(注) １ 時価の算定方法 

  金利スワップ取引・・・金利スワップ契約を締結している取引銀行から提示された価格によっておりま 

             す。 

２ 上記金利スワップ契約における想定元本額は、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を 

  示すものではありません。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

  

該当事項はありません。 

  

２ 取引の時価等に関する事項

前連結会計年度(平成20年３月31日現在)

種類

前連結会計年度末(平成20年３月31日)

契約額等 
(百万円)

契約額等
のうち 
１年超 
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

金利スワップ取引
400 ─ △0 △0

受取変動・支払固定

合計 400 ─ △0 △0

当連結会計年度(平成21年３月31日現在)
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(退職給付関係)

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) 採用している退職給付制度の概要

適格退職年金：当社

昭和49年１月から退職金制度の全部

について適格退職年金制度を採用し

ております。

(1) 採用している退職給付制度の概要

適格退職年金

同左

厚生年金基金：当社

昭和42年10月から従来の退職金制度

に上積みして総合設立型年金制度

(大阪薬業厚生年金基金)を採用して

おります。

厚生年金基金

同左

 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次の通りであります。

①制度全体の積立状況に関する事項

(平成19年３月31日現在)

年金資産の額 358,624百万円

年金財政計算上の給付債務の額 370,887 〃

差引額 △12,263 〃

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合

(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)

                    2.67％ 

③補足説明

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務

債務残高21,624百万円と別途積立金9,361百万円との

差額であります。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の

元利均等償却であり、当社は、前期の連結財務諸表

上、特別掛金56百万円を費用処理しております。 

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致

いたしません。

 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数

事業主制度に関する事項は次の通りであります。

①制度全体の積立状況に関する事項

(平成20年３月31日現在)

年金資産の額 295,836百万円

年金財政計算上の給付債務の額 385,503 〃

差引額 △89,666 〃

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合

(自平成19年４月１日 至平成20年３月31日)

                     2.63％ 

③補足説明

上記①の差引額の要因は、年金財政計算上の過去勤務

債務残高20,528百万円と繰越不足金24,474百万円と資

産評価調整加算額44,663百万円との合計額でありま

す。 

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の

元利均等償却であり、当社は、前期の連結財務諸表

上、特別掛金62百万円を費用処理しております。 

なお、上記②の割合は当社の実際の負担割合とは一致

いたしません。

(2) 退職給付債務に関する事項(平成20年３月31日現在)

①退職給付債務 △ 6,354百万円

②年金資産 4,299 〃

③未積立退職給付債務(①＋②) △ 2,054 〃

④未認識数理計算上の差異 1,645 〃

⑤退職給付引当金(③＋④) △ 408 〃

(2) 退職給付債務に関する事項(平成21年３月31日現在)

①退職給付債務 △ 5,912百万円

②年金資産 2,797 〃

③未積立退職給付債務(①＋②) △ 3,115 〃

④未認識数理計算上の差異 2,546 〃

⑤退職給付引当金(③＋④) △ 568 〃

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 326百万円

②利息費用 148  〃

③期待運用収益 △ 283  〃

④数理計算上の差異の 
 費用処理額

68 〃

⑤退職給付費用 
 (①＋②＋③＋④)

260 〃

(3) 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 320百万円

②利息費用 146  〃

③期待運用収益 △ 171  〃

④数理計算上の差異の
 費用処理額

166 〃

⑤退職給付費用
 (①＋②＋③＋④)

461 〃

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.3％

③期待運用収益率 4.9％

④数理計算上の差異の処理年数 15年

(4) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②割引率 2.3％

③期待運用収益率 4.0％

④数理計算上の差異の処理年数 15年
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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)

(5) 厚生年金基金(総合設立型)の年金資産の持分

7,841百万円

(5) 厚生年金基金(総合設立型)の年金資産の持分

5,805百万円

（追加情報）

当期より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正

（その２）」（企業会計基準第14号 平成19年5月15

日）を適用しております。

（追加情報）      

─
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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） 

    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。 

    

  

 
(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

 

  

  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。 

(ストック・オプション等関係)

(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 308円83銭 １株当たり純資産額 284円43銭

１株当たり当期純利益 １円18銭 １株当たり当期純損失 10円27銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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)

連結損益計算書上の当期純利益又は
当期純損失（△）(百万円)

107 △931

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又は当期
純損失（△）(百万円)

107 △931

普通株式の期中平均株式数(株) 90,699,476 90,642,468

(重要な後発事象)
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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 4,811 3,158 

受取手形 910 766 

売掛金 19,523 20,448 

商品 894 － 

製品 2,855 － 

半製品 699 － 

商品及び製品 － 5,322 

原材料 597 － 

仕掛品 166 176 

貯蔵品 7 － 

原材料及び貯蔵品 － 739 

前払費用 470 487 

繰延税金資産 1,428 635 

未収入金 276 142 

その他 52 12 

貸倒引当金 △0 △2 

流動資産合計 32,694 31,887 

固定資産 

有形固定資産 

建物 27,785 27,873 

減価償却累計額 18,450 19,113 

建物（純額） 9,334 8,760 

構築物 2,123 2,130 

減価償却累計額 1,430 1,488 

構築物（純額） 692 642 

機械及び装置 ※2 22,811 ※2 23,449 

減価償却累計額 19,774 20,146 

機械及び装置（純額） 3,036 3,303 

車両運搬具 93 90 

減価償却累計額 88 86 

車両運搬具（純額） 5 4 

工具、器具及び備品 ※2 3,960 ※2 4,026 

減価償却累計額 3,344 3,444 

工具、器具及び備品（純額） 615 582 

土地 ※3 11,063 ※3 11,200 

リース資産 － 7 

減価償却累計額 － 0 

リース資産（純額） － 6 
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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) 

建設仮勘定 1,171 1,505 

有形固定資産合計 ※1 25,920 ※1 26,004 

無形固定資産 

特許権 86 57 

ソフトウエア 151 127 

電話加入権 15 15 

施設利用権 0 1 

その他 27 45 

無形固定資産合計 283 248 

投資その他の資産 

投資有価証券 3,750 2,234 

関係会社株式 0 0 

出資金 1 1 

従業員に対する長期貸付金 44 35 

関係会社長期貸付金 2,706 2,671 

長期前払費用 56 286 

繰延税金資産 － 244 

生命保険積立金 728 753 

敷金 226 223 

差入保証金 115 2 

長期預金 950 1,500 

その他 149 70 

貸倒引当金 △2,158 △2,056 

投資その他の資産合計 6,571 5,967 

固定資産合計 32,774 32,220 

資産合計 65,468 64,107 

負債の部 

流動負債 

支払手形 6,259 6,166 

買掛金 4,504 5,404 

短期借入金 ※1 5,650 ※1 6,720 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 2,725 ※1 3,259 

1年内償還予定の社債 750 100 

リース債務 － 1 

未払金 927 1,559 

未払費用 333 343 

未払法人税等 77 45 

未払消費税等 8 6 

預り金 1,312 666 

賞与引当金 663 749 
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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) 

役員賞与引当金 － 1 

値引補償引当金 38 25 

売上割戻引当金 277 291 

返品調整引当金 9 20 

従業員預り金 2,058 2,003 

設備関係支払手形 750 315 

その他 89 81 

流動負債合計 26,436 27,761 

固定負債 

社債 650 550 

長期借入金 ※1 6,178 ※1 5,943 

リース債務 － 5 

繰延税金負債 270 － 

再評価に係る繰延税金負債 ※3 2,318 ※3 2,318 

退職給付引当金 408 568 

役員退職慰労引当金 237 235 

長期預り金 121 117 

固定負債合計 10,186 9,739 

負債合計 36,622 37,500 

純資産の部 

株主資本 

資本金 10,758 10,758 

資本剰余金 

資本準備金 10,000 10,000 

その他資本剰余金 5,011 5,010 

資本剰余金合計 15,011 15,010 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 250 250 

退職給与積立金 50 50 

貸倒準備積立金 120 120 

特別償却準備金 0 0 

別途積立金 6,800 6,800 

繰越利益剰余金 818 △664 

利益剰余金合計 8,039 6,555 

自己株式 △1,373 △1,392 

株主資本合計 32,435 30,932 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 801 60 

繰延ヘッジ損益 △51 △46 
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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) 

土地再評価差額金 ※3 △4,338 ※3 △4,338 

評価・換算差額等合計 △3,589 △4,324 

純資産合計 28,846 26,607 

負債純資産合計 65,468 64,107 
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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 

医薬品部門売上高 

製品売上高 37,150 38,668 

商品売上高 6,578 6,976 

不動産賃貸収入 226 215 

売上高合計 43,955 45,860 

売上原価 

医薬品部門売上原価 

商品及び製品期首たな卸高 4,076 3,750 

当期商品及び製品仕入高 12,069 13,246 

当期製品製造原価 18,907 19,657 

合計 35,053 36,653 

商品及び製品期末たな卸高 3,750 4,523 

他勘定振替高 ※1 110 ※1 240 

医薬品部門売上原価合計 31,192 31,890 

不動産賃貸費用 

減価償却費 63 59 

租税公課 32 31 

管理経費 44 47 

不動産賃貸費用合計 140 139 

売上原価合計 31,333 32,030 

売上総利益 12,622 13,830 

返品調整引当金繰入額 － 10 

返品調整引当金戻入額 4 － 

差引売上総利益 12,626 13,819 

販売費及び一般管理費 

広告宣伝費 254 209 

販売促進費 41 31 

交際費 115 112 

荷造運搬費 2,324 2,283 

旅費及び交通費 656 641 

役員報酬 103 100 

給料 2,436 2,340 

賞与及び手当 340 344 

賞与引当金繰入額 308 335 

役員賞与引当金繰入額 － 1 

退職金 21 14 

役員退職慰労金 － 8 

役員退職慰労引当金繰入額 16 16 

退職給付費用 114 196 
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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) 

福利厚生費 503 491 

通信費 44 44 

修繕費 88 90 

地代家賃 540 423 

水道光熱費 29 34 

保険料 57 60 

租税公課 139 138 

寄付金 50 39 

情報処理費 148 149 

消耗品費 385 388 

減価償却費 244 242 

雑費 1,135 1,123 

研究開発費 ※2 2,964 ※2 3,685 

販売費及び一般管理費合計 13,067 13,548 

営業利益又は営業損失（△） △440 270 

営業外収益 

受取利息 22 24 

受取配当金 53 50 

受取報償金 117 55 

物品売却益 31 － 

原材料売却益 － 24 

受取保険金 － 63 

雑収入 83 76 

営業外収益合計 309 294 

営業外費用 

支払利息 282 287 

社債利息 13 10 

生命保険料 － 68 

手形売却損 6 5 

たな卸資産廃棄損 67 1 

雑損失 172 131 

営業外費用合計 542 504 

経常利益又は経常損失（△） △674 60 

特別利益 

投資有価証券売却益 48 44 

貸倒引当金戻入額 － 75 

投資事業組合運用益 232 － 

固定資産売却益 ※3 568 ※3 － 

その他 8 － 

特別利益合計 858 119 
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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) 

特別損失 

たな卸資産関連損失 － 123 

固定資産除却損 ※4 84 ※4 45 

投資有価証券売却損 0 － 

投資有価証券評価損 44 86 

環境対策費 － 60 

その他の投資評価損 3 22 

特別損失合計 132 337 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 51 △156 

法人税、住民税及び事業税 43 34 

法人税等調整額 △95 748 

法人税等合計 △52 782 

当期純利益又は当期純損失（△） 104 △939 
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【製造原価明細書】

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)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅰ 原材料費 11,136 58.7 11,669 58.9

Ⅱ 労務費 ※１ 3,769 19.9 3,951 19.9

Ⅲ 経費 ※２ 4,062 21.4 4,202 21.2

  当期総製造費用 18,967 100.0 19,823 100.0

  仕掛品半製品期首たな卸高 820 866

合計 19,787 20,689

  仕掛品半製品期末たな卸高 866 975

  他勘定への振替高 ※３ 14 56

  当期製品製造原価 18,907 19,657

(脚注)

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 このうち賞与引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

287百万円

※１ このうち賞与引当金繰入額は次のとおりでありま

す。

327百万円

※２ このうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 1,751百万円

水道光熱費 732 〃

消耗品費 353 〃

※２ このうち主なものは次のとおりであります。

減価償却費 1,696百万円

水道光熱費 843 〃

消耗品費 360 〃

 

※３ この内訳は次のとおりであります。

製造経費への振替 0百万円

販売費及び 

一般管理費
への振替 4 〃

営業外費用への振替  9 〃
 

※３ この内訳は次のとおりであります。

製造経費への振替 0百万円

販売費及び 

一般管理費
への振替 ─ 〃

営業外費用への振替 35 〃

特別損失への振替 21 〃

４ 原価計算の方法

組別総合原価計算であります。

４ 原価計算の方法

同左
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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 10,758 10,758 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,758 10,758 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 10,000 10,000 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 10,000 10,000 

その他資本剰余金 

前期末残高 5,012 5,011 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △1 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 5,011 5,010 

資本剰余金合計 

前期末残高 15,012 15,011 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △1 

当期変動額合計 △0 △1 

当期末残高 15,011 15,010 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

研究開発積立金 

前期末残高 250 250 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 250 250 

役員退職積立金 

前期末残高 50 50 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 50 50 

貸倒準備積立金 

前期末残高 120 120 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 
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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) 

当期末残高 120 120 

特別償却準備金 

前期末残高 5 0 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △5 △0 

当期変動額合計 △5 △0 

当期末残高 0 0 

別途積立金 

前期末残高 9,300 6,800 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △2,500 － 

当期変動額合計 △2,500 － 

当期末残高 6,800 6,800 

繰越利益剰余金 

前期末残高 △1,573 818 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 104 △939 

別途積立金の取崩 2,500 － 

特別償却準備金の取崩 5 0 

当期変動額合計 2,392 △1,483 

当期末残高 818 △664 

利益剰余金合計 

前期末残高 8,152 8,039 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 104 △939 

当期変動額合計 △113 △1,483 

当期末残高 8,039 6,555 

自己株式 

前期末残高 △1,356 △1,373 

当期変動額 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 3 5 

当期変動額合計 △16 △18 

当期末残高 △1,373 △1,392 

株主資本合計 

前期末残高 32,566 32,435 
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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) 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益 104 △939 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 2 4 

当期変動額合計 △130 △1,503 

当期末残高 32,435 30,932 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 1,780 801 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△979 △740 

当期変動額合計 △979 △740 

当期末残高 801 60 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 △4 △51 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△47 4 

当期変動額合計 △47 4 

当期末残高 △51 △46 

土地再評価差額金 

前期末残高 △4,012 △4,338 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△326 － 

当期変動額合計 △326 － 

当期末残高 △4,338 △4,338 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △2,236 △3,589 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,353 △735 

当期変動額合計 △1,353 △735 

当期末残高 △3,589 △4,324 
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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) 

純資産合計 

前期末残高 30,330 28,846 

当期変動額 

剰余金の配当 △544 △543 

土地再評価差額金の取崩 326 － 

当期純利益又は当期純損失（△） 104 △939 

自己株式の取得 △20 △24 

自己株式の処分 2 4 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,353 △735 

当期変動額合計 △1,483 △2,239 

当期末残高 28,846 26,607 
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
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(5) 重要な会計方針

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

① 子会社株式

移動平均法による原価法

② 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)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

① 子会社株式

同左

② 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 

 なお、投資事業有限責任組合及びそれに類す

る組合への出資(金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの)について

は、組合契約に規定される決算報告日に応じて

入手可能な 近の決算書を基礎とし、持分相当

額を純額で取り込む方法によっております。

時価のないもの

同左

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債

務）の評価基準及び評価方法

時価法

２ デリバティブ取引により生じる正味の債権（及び債

務）の評価基準及び評価方法

同左

 

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品、製品、原材料、 
貯蔵品

先入先出法による原価法

半製品、仕掛品 移動平均法による原価法

３ たな卸資産の評価基準及び評価方法

① 商品、製品、
  原材料、貯蔵品

先入先出法による原価法
（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

② 半製品、仕掛品 移動平均法による原価法
（貸借対照表価額につい
ては収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法）

(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。  

 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ22百万円

減少し、税引前当期純損失が同額増加しております。 

４ 固定資産の減価償却の方法 ４ 固定資産の減価償却の方法

 

①有形固定資産 定率法 

ただし、茨城工場について

は、定額法によっておりま

す。又、平成10年４月１日以

降取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額

法によっております。なお、

取得価額10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償却する

方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 ３～50年

機械及び装置 ５～15年

 

①有形固定資産

(リース資産を除く)

同左
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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)

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 これに伴い、前事業年度と同一の方法によった場合と

比べ、営業損失が69百万円、経常損失が69百万円増加

し、税引前当期純利益が69百万円減少しております。

(追加情報) 

 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得したも

のについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっております。  

 当該変更に伴う損益に与える影響は、営業損失が213

百万円、経常損失が213百万円増加し、税引前当期純利

益が213百万円減少しております。

(追加情報) 

 当社の機械装置の製造設備については、従来、耐用年

数を７年としておりましたが、「減価償却資産の耐用年

数等に関する省令」の改正を契機として資産の利用状況

等を見直した結果、当事業年度より８年に変更しており

ます。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当事業

年度の営業利益、経常利益がそれぞれ85百万円増加し、

税引前当期純損失が同額減少しております。  

②無形固定資産及び 

 長期前払費用

定額法 

なお、ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間(５年以内)に基づく定額法

によっております。

 

②無形固定資産及び

 長期前払費用
同左

 

③リース資産 所有権移転外ファイナンス・リー
ス取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、
残存価額をゼロとする定額法に
よっております。  
 なお、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
取引のうち、リース取引開始日
が平成20年３月31日以前のもの
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。

５ 繰延資産の処理方法

社債発行費 ３年間で均等償却する方法に

よっております。

５ 繰延資産の処理方法
─

 

６ 引当金の計上基準

①貸倒引当金 売上債権等の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

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。

②賞与引当金 従業員及び使用人兼務役員の

賞与の支払いに備えるため、

支給対象期間に応じた支給見

積額を計上しております。

 

６ 引当金の計上基準

①貸倒引当金 同左

②賞与引当金 同左

③役員賞与引当金 ─

 

③役員賞与引当金 役員の賞与の支払いに備える
ため、支給見積額のうち当期
に負担すべき額を計上してお
ります。

扶桑薬品工業㈱（4538）平成21年3月期決算短信

58



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)

 

④値引補償引当金 期末特約店在庫に対して、将

来発生する値引補償に備える

ため、当期の実績を基礎に見

積額を計上しております。

 

④役員賞与引当金 同左

⑤売上割戻引当金 期末売掛金に対して、将来発

生する売上割戻しに備えるた

め、当期の実績を基礎に見積

額を計上しております。

 
⑤売上割戻引当金 同左

⑥返品調整引当金 売上の返品による損失に備え

るため、法人税法の定める規

定により、売掛金基準を適用

した同法限度相当額を計上し

ております。

 
⑥返品調整引当金 同左

⑦退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるた

め、当期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、数理計算上の差異は、

その発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定

の年数(15年)による定額法に

より発生の翌期より費用処理

しております。

 
⑦退職給付引当金 同左

⑧役員退職慰労引当金将来の役員退職慰労金の支払

いに備えるため、内規に基づ

く基準退職慰労金の期末要支

給額を計上しております。

 
⑧役員退職慰労引当金同左

７ 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 リース取引の処理方法

─

８ ヘッジ会計の方法

(イ)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップに

ついては、特例処理を採用しております。

８ ヘッジ会計の方法

(イ)繰延ヘッジ等のヘッジ会計の方法

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
・ヘッジ手段
デリバティブ取引(為替予約、通貨及び金利スワ
ップ取引)

・ヘッジ対象
外貨建債務及び外貨建予定取引並びに借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

(ハ)ヘッジ方針

将来の為替・金利変動リスク回避のために行って

おります。

(ハ)ヘッジ方針

同左

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

事前評価及び事後評価は、比率分析等の方法によ

っております。

(ニ)ヘッジの有効性評価の方法

同左
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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)

９ その他財務諸表作成のための重要な事項 ９ その他財務諸表作成のための重要な事項

(イ)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。

(イ)消費税等の会計処理 

同左

(ロ)連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(ロ)連結納税制度の適用

同左
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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） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（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。 

(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等）

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、
従来、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、通常の売買取引にかかる会計処理
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日以前のものに
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、これに伴う営業利益、経常利益及び税
引前当期純損失への影響はありません。

 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） 

 前事業年度まで区分掲記しておりました「電話加入

権」（当事業年度15百万円）及び「施設利用権」（当事

業年度0百万円）は資産の総額の1/100以下であるため、

当事業年度においては「その他の無形固定資産」に含め

て表示することといたしました。

財務諸表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
事業年度において、「商品」「製品」「半製品」「原材
料」「仕掛品」「貯蔵品」として区分掲記されたもの
は、当事業年度から「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。 

 追加情報
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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 このうち次の有形固定資産を担保に供しておりま

す。

(1) 城東・岡山・茨城工場工場財団

 建物 6,794百万円

 構築物 540 〃

 機械及び装置 295 〃

 工具器具及び備品 6 〃

 土地 4,318 〃

 合計 11,955 〃

上記物件に対応する債務

 １年以内に返済 
 する長期借入金

185百万円

 長期借入金 1,914 〃

 合計 2,100 〃

 

※１ このうち次の有形固定資産を担保に供しておりま

す。

(1) 城東・岡山・茨城工場工場財団

 建物 6,358百万円

 構築物 503 〃

 機械及び装置 214 〃

 工具器具及び備品 4 〃

 土地 4,318 〃

 合計 11,399 〃

上記物件に対応する債務

１年以内に返済
 する長期借入金

256百万円

 長期借入金 1,743 〃

 合計 2,000 〃

 

(2) 城東・岡山・茨城工場工場財団以外の物件

 建物 6百万円

 土地 2,008 〃

 合計 2,015 〃

上記物件に対応する債務

 短期借入金 50百万円

 長期借入金 1,835 〃

 合計 1,885 〃

 

(2) 城東・岡山・茨城工場工場財団以外の物件

 建物 5百万円

 土地 2,008 〃

 合計 2,014 〃

上記物件に対応する債務

 短期借入金 49百万円

 長期借入金 1,750 〃

 合計 1,799 〃

※２ 過年度に取得した資産のうち国庫補助金による圧

縮記帳額は、機械及び装置169百万円、工具器具及

び備品0百万円であり、貸借対照表計上額はこの圧

縮記帳額を控除しております。

※２         同左

※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、事業用土地の再評価を行っておりま

す。

   なお、再評価差額については、当該再評価差額に

係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「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４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために

国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算出する方法に

よっております。

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期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

△2,128百万円

※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、事業用土地の再評価を行っておりま

す。

   なお、再評価差額については、当該再評価差額に

係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」と

して負債の部に計上し、これを控除した金額を「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４号に定める

地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の

計算の基礎となる土地の価額を算定するために

国税庁長官が定めて公表した方法により算定し

た価額に合理的な調整を行って算出する方法に

よっております。

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期末に
おける時価と再評価後の帳簿
価額との差額

△1,495百万円

４ 受取手形割引高は次のとおりであります。

673百万円

４        ─
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第85期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、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  62,654株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少   8,634株 

  

第86期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、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  81,158株 

  減少数の内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の売渡しによる減少  16,304株 

(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)

 

※１ この内訳は次のとおりであります。

製造費への振替 1百万円

販売費への振替 35 〃

営業外費用への振替 70 〃

固定資産への振替 3 〃

合計 110 〃

※１ この内訳は次のとおりであります。

製造費への振替 1百万円

販売費への振替 77 〃

営業外費用への振替 16 〃

特別損失への振替 144 〃

固定資産への振替 0 〃

合計 240 〃

 

※２ 研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

2,964百万円

このうち主なものは次のとおりであります。

給料及び手当 734百万円

賞与引当金繰入額 66 〃

減価償却費 146 〃

研究用材料 701 〃

 

※２ 研究開発費の総額

販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

3,685百万円

このうち主なものは次のとおりであります。

給料及び手当 796百万円

賞与引当金繰入額 86 〃

減価償却費 135 〃

研究用材料 1,059 〃

※３ このうち主なものは次のとおりであります。

土地売却益 564百万円

※３        ─

※４ このうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置除却損 61百万円

※４ このうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置除却損 32百万円

(株主資本等変動計算書関係)

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（株） 3,781,352 62,654 8,634 3,835,372

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（株） 3,835,372 81,158 16,304 3,900,226
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(リース取引関係)

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)

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

(借主側）

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

(借主側）

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具及び 
備品

514 294 220

ソフトウェア 121 77 43

合計 636 371 264

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額期末残高相当額

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

工具器具及び
備品

404 265 139

ソフトウェア 121 100 21

合計 525 365 160

２ 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内 110百万円

１年超 160 〃

合計 271 〃

２ 未経過リース料期末残高相当額等

１年以内    74百万円

１年超    85 〃

合計   160 〃

(注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額は、未経過リース料期末残高が有形

固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しておりま

す。

同左

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 124百万円

減価償却費相当額 124 〃

３ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料  109百万円

減価償却費相当額 109 〃  

４ 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

４ 減価償却費相当額の算定方法

同左 

 

（減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について） 

            同左

 (貸主側) 

 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 3百万円

１年超 3 〃

合計 6 〃

(貸主側)

─

(注) 上記は、すべて転貸リース取引に係る貸主

側の未経過リース料期末残高相当額でありま

す。 

なお、当該転貸リース取引は、おおむね同一

の条件で第三者にリースしておりますので、

ほぼ同額の残高が上記の借主側の未経過リー

ス料期末残高相当額に含まれております。  
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時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

  

時価のある子会社株式及び関連会社株式は所有しておりません。 

  

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)

─ ５ ファイナンス・リース取引

（借主側）
(1)リース資産の内容
有形固定資産
貸借対照表上に計上した固定資産は、本社総務部所
有の役員用車輌であります。

(2)リース資産の減価償却の方法
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、残存価額をゼロとする
定額法によっております。

(有価証券関係)

前事業年度(平成20年３月31日現在)

当事業年度(平成21年３月31日現在)
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(税効果会計関係)

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

たな卸資産評価損 758百万円

賞与引当金 269 〃

売上割戻引当金 112 〃

繰越欠損金 587 〃

その他 119 〃

   計 1,847 〃

評価性引当額 △418 〃

   小計 1,428 〃

（固定資産）

減損損失 203 〃

投資有価証券評価損 542 〃

貸倒引当金 720 〃

退職給付引当金 165 〃

役員退職慰労引当金 96 〃

その他 194 〃

繰延税金負債との相殺  △276 〃

   計 1,645 〃

評価性引当額 △1,645 〃

   小計 ─ 〃

繰延税金資産合計 1,428 〃

繰延税金負債

（固定負債）

その他有価証券評価差額金 △547 〃

特別償却準備金 △0 〃

繰延税金資産との相殺 276 〃

繰延税金負債合計 △270 〃

繰延税金資産(流動) 1,428 〃

繰延税金負債(固定) △270 〃

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

（流動資産）

たな卸資産評価損 11百万円

賞与引当金 304 〃

売上割戻引当金 118 〃

繰越欠損金 1,110 〃

その他 135 〃

   計 1,680 〃

評価性引当額 △1,044 〃

   小計 635 〃

（固定資産）

減損損失 189 〃

投資有価証券評価損 532 〃

貸倒引当金 835 〃

退職給付引当金 230 〃

役員退職慰労引当金 95 〃

その他 220 〃

繰延税金負債との相殺 △41 〃

   計 2,061 〃

評価性引当額 △1,817 〃

   小計 244 〃

繰延税金資産合計 880 〃

繰延税金負債

（固定負債）

その他有価証券評価差額金 △41 〃

特別償却準備金 △0 〃

繰延税金資産との相殺 41 〃

繰延税金負債合計 ─ 〃

繰延税金資産(流動) 635 〃

繰延税金負債(固定) 244 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

交際費等永久に損金に算入されない項目 91.3〃

受取配当等永久に益金に算入されない項目 △14.3〃

住民税均等割額 75.4〃

評価性引当額の増加額 140.7〃

再評価土地売却による影響額 △432.2〃

その他 △3.8〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △102.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳

 当事業年度は、税金等調整前当期純損失を計上して

いるため記載を省略しております。
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失の算定上の基礎 

 

  

  

  前事業年度（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。 

  

  当事業年度（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。 

(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 318円12銭 １株当たり純資産額 293円64銭

１株当たり当期純利益 1円15銭 １株当たり当期純損失 10円36銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

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)

損益計算書上の当期純利益又は当期
純損失（△）(百万円)

104 △939

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又は当期
純損失（△）(百万円)

104 △939

普通株式の期中平均株式数(株) 90,699,476 90,642,468

(重要な後発事象)
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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（平成21年６月26日日付予定） 

 １．退任取締役候補 

   取締役 大木光雄 

 ２．新任取締役候補 

   取締役 松井幸信 （現 営業本部営業部東京第一支店長兼東京事務所長） 

   取締役 高橋貞雄 （現 総務本部経理部長） 

   取締役 岡 純一 （現 生産本部生産部城東工場長） 

 
(注) １ 金額は卸売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

受注生産は行っておりません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

  ①生産実績

医薬品事業

内訳

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)

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％)

神経系用薬 371 1.1 307 0.8

アレルギー用薬 13 0.0 17 0.0

循環呼吸器用薬 289 0.9 296 0.8

消化器官用薬 1,237 3.6 1,432 3.9

泌尿生殖器用薬 3,635 10.7 3,566 9.8

ビタミン剤 936 2.8 924 2.5

滋養強壮変質剤 1,235 3.6 1,365 3.7

血液体液用薬 24,172 71.2 25,909 71.0

その他の代謝性用薬 301 0.9 246 0.7

化学療法剤 ─ ─ 16 0.0

調剤用薬 788 2.3 847 2.3

その他 42 0.1 28 0.1

医療用機械器具 933 2.8 1,521 4.2

合計 33,957 100.0 36,479 100.0

  ②受注状況
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(注)  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  ③販売実績

事業部門の種類

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)

金額(百万円) 比率(％) 金額(百万円) 比率(％)

医薬品事業 43,728 99.4 45,644 99.4

不動産事業 262 0.6 256 0.6

合計 43,991 100.0 45,901 100.0

医薬品事業の内訳

神経系用薬 354 0.8 367 0.8

アレルギー用薬 158 0.4 138 0.3

循環呼吸器用薬 761 1.7 786 1.7

消化器官用薬 1,111 2.5 1,239 2.7

泌尿生殖器用薬 3,280 7.5 3,388 7.4

ビタミン剤 945 2.2 957 2.1

滋養強壮変質剤 1,479 3.4 1,684 3.7

血液体液用薬 29,430 67.3 29,459 64.5

その他の代謝性用薬 463 1.1 481 1.1

化学療法剤 68 0.2 73 0.2

調剤用薬 757 1.7 758 1.7

その他 366 0.8 365 0.8

医療用機械器具 4,549 10.4 5,943 13.0

合計 43,728 100.0 45,644 100.0
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