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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年6月30日） 

（注）20年12月期第2四半期は、前期に決算期を３月31日から12月31日に変更したことにより、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第2四半期 22,917 ― 1,789 ― 1,984 ― 783 ―

20年12月期第2四半期 23,516 ― 1,354 ― 1,344 ― 374 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第2四半期 6.76 6.69
20年12月期第2四半期 3.07 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第2四半期 68,639 56,549 82.4 488.24
20年12月期 81,496 57,652 70.7 497.57

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  56,549百万円 20年12月期  57,652百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 15.00 15.00

21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 15.00 15.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

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



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異な
  る場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くだ 
  さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用
  指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成
  しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第2四半期 116,966,183株 20年12月期  122,966,183株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  1,143,984株 20年12月期  7,099,435株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第2四半期 115,845,050株 20年12月期第2四半期 121,901,340株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱を背景として、若干の下げ止まり感

が出ているものの、株式市場の大幅下落や円高の進行により企業収益、雇用、所得環境はいまだに厳しく、個人消

費については好転の兆しは見えておりません。 

ＯＴＣ医薬品を取巻く市場では、５月より新型インフルエンザの流行があり、その後６月には薬事法の改正があ

りました。環境が激変する中、当社では平成19年より独自に展開しておりますＩＢＭ（理想のビジネスモデル＝

Ideal Business Model）による体質改善の成果が顕著に表れ、計画を上回る業績を達成することができました。 

当第２四半期累計期間の業績は、以下の通りです。 

当社では従来からの基本方針として「選択と集中」を推進してまいりました。この結果、コンシューマーヘルス

ケア部門（ＣＨＣ部門と称す）では、広告宣伝費の効率的な投入によるコアブランドの強化・育成が功を奏し、厳

しい市場環境にありながらも前年同期とほぼ横ばいの売上を達成しました。特に積極的な投資を行なったコアブラ

ンドにおいては、平成20年12月に発売した「スルーラック デトファイバー」を含む便秘治療剤「スルーラック」

群、鎮痛薬「イブ」群が前年同期を大幅に上回り好調に推移したことに加えて、６月に発売した「ハイチオール

Ｂ」を含む美容・美肌ビタミン剤「ハイチオール」群も前年同期を上回る売上を計上することが出来ました。一

方、ドリンク剤「エスカップ」群は微減、かぜ薬「エスタック」群につきましては前年同期を下回りました。これ

らの結果、５つのコアブランド全体では前年同期比6.5％増を達成しました。 

一方、利益面では、広告宣伝費の大幅な増加にもかかわらず、ＩＢＭによる収益構造の改善効果により、営業利

益 百万円（前年同期比32.1％増）、売上高営業利益率7.8％（前年同期の売上高営業利益率は5.8％）となり

経常利益・四半期純利益ともに大幅増益となりました。 

コアブランド以外につきましては、前年同期の売上は下回っているものの、計画を上回って推移しております。

受託売上（医療用）につきましては減少しております。海外連結子会社につきましては、現地通貨では増収では

あるものの海外連結子会社の連結対象期間である2008年10月－2009年３月期においてユーロ安が進んだ影響もあり

円貨での売上高は減少しました。 

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

担保転換社債96億9百万円の償還を行ないました。 

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

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

及びその子会社（当社連結売上高の約13％を占める）についても同戦略に基づき適切な譲渡先が見つかった場合に

は譲渡する方針です。 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用してお

ります。従いまして、当第２四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書と前中間連結会計期間の中間連結損益

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

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

  前第２四半期 

累計期間 

当第２四半期 

累計期間 
前年同期比 

  百万円 百万円 ％  

連 結 売 上 高  23,516  22,917  △2.5

（内ＣＨＣ）  (19,127)  (19,120)  (△0.0)

営 業 利 益  1,354  1,789  32.1

経 常 利 益  1,344  1,984  47.6

四 半 期 純 利 益  374  783  109.3

17億89



  

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、前連結会計年度末と比較して、総資産は128億56百万

円減少し、 百万円となりました。これは主に有価証券及び投資有価証券の減少等によるものであります。

また、負債は117億53百万円減少し、 百万円となりました。これは主に、転換社債の償還等によるもので

あります。 

純資産につきましては11億2百万円減少し、 百万円となりました。これは主に配当金の支払及び為替換

算調整勘定の影響によるものであります。 

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

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

あった一方、法人税等の支払による支出 百万円等によるものであります。 

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

収入 円があった一方、有価証券の取得による支出 百万円、定期預金の預入による支出 円等によ

るものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、 百万円の支出となりました。主な内訳は、新規調達を行なわな

い手元資金による転換社債の償還支出 百万円、配当金の支払による支出 百万円等によるものでありま

す。 

これらの結果、現金及び現金同等物の第２四半期末残高は、 百万円となり前連結会計年度末と比較して

百万円減少しました。 

当第２四半期累計の連結・個別の売上高は当初計画を上回る水準で推移いたしましたが、第３四半期以降につき

ましては、経済環境及び本年６月施行の薬事法改正による環境変化の影響を考慮し、計画水準通りの売上高を見込

んでおります。また、利益面におきましても、長期的な成長のためコアブランドに対して広告宣伝費を重点的に投

入する計画であるため、平成21年12月期の連結業績予想については、平成21年２月５日に公表しました数値からの

変更はありません。 

 該当事項はありません。 

①簡便な会計処理 

 ・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法

によっております。 

 ・棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を一部省略し、前連結会年度末の実地

棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法を主としております。 

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

積り、簿価切下げを行なう方法によっております。 

 ・法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じて

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

用した業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。   

２．連結財政状態に関する定性的情報

686億39

120億90

565億49

23億81

13億95 13億82

4億88

5億33

180億 119億92 46億

114億77

96億9 17億36

121億7

85億86

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）により算出しております。  

  これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響

は軽微であります。 

③ 第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行なっております。 

  これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益は28百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は

24百万円それぞれ増加しております。また、期首利益剰余金が3億84百万円増加しております。 

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

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

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

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

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

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理

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

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  これによる、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

はありません。 

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

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

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

より主として８年に変更しております。 

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

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ

21百万円増加しております。  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）追加情報



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,708 13,697

受取手形及び売掛金 11,197 12,817

有価証券 11,996 20,983

商品及び製品 2,677 2,213

仕掛品 609 675

原材料及び貯蔵品 1,309 1,431

繰延税金資産 1,225 1,381

その他 1,069 1,090

貸倒引当金 △62 △96

流動資産合計 43,731 54,194

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 28,298 28,927

減価償却累計額 △18,557 △18,683

建物及び構築物（純額） 9,741 10,244

機械装置及び運搬具 17,915 18,008

減価償却累計額 △15,281 △15,694

機械装置及び運搬具（純額） 2,634 2,313

土地 3,696 3,745

建設仮勘定 132 714

その他 8,264 7,854

減価償却累計額 △6,327 △5,983

その他（純額） 1,936 1,870

有形固定資産合計 18,142 18,889

無形固定資産 716 802

投資その他の資産   

投資有価証券 2,911 4,247

長期貸付金 53 56

繰延税金資産 1,655 1,900

その他 1,514 1,497

貸倒引当金 △85 △91

投資その他の資産合計 6,049 7,610

固定資産合計 24,908 27,301

資産合計 68,639 81,496



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,986 3,356

1年内返済予定の長期借入金 520 159

1年内償還予定の転換社債 － 9,609

未払費用 5,103 5,525

未払法人税等 271 530

賞与引当金 1,181 532

役員賞与引当金 36 81

返品調整引当金 907 1,322

繰延税金負債 31 －

その他 508 1,463

流動負債合計 11,546 22,579

固定負債   

長期借入金 2 560

退職給付引当金 74 79

役員退職慰労引当金 126 223

繰延税金負債 117 －

その他 222 401

固定負債合計 544 1,264

負債合計 12,090 23,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,172 10,172

資本剰余金 13,708 13,714

利益剰余金 33,870 37,904

自己株式 △659 △4,105

株主資本合計 57,092 57,685

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37 △1

為替換算調整勘定 △581 △32

評価・換算差額等合計 △543 △33

純資産合計 56,549 57,652

負債純資産合計 68,639 81,496



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 22,917

売上原価 7,184

売上総利益 15,732

返品調整引当金戻入額 415

差引売上総利益 16,147

販売費及び一般管理費 14,358

営業利益 1,789

営業外収益  

受取利息 109

受取配当金 12

不動産賃貸料 110

為替差益 62

その他 61

営業外収益合計 356

営業外費用  

支払利息 61

不動産賃貸費用 86

その他 13

営業外費用合計 161

経常利益 1,984

特別利益  

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

投資有価証券評価損 335

事業構造改善費用 182

減損損失 49

固定資産除売却損 20

その他 2

特別損失合計 589

税金等調整前四半期純利益 1,395

法人税、住民税及び事業税 222

法人税等調整額 389

法人税等合計 611

四半期純利益 783



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,395

減価償却費 1,107

減損損失 49

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5

前払年金費用の増減額（△は増加） △49

受取利息及び受取配当金 △121

支払利息 61

投資有価証券評価損益（△は益） 335

事業構造改善費用 182

固定資産除売却損益（△は益） 20

売上債権の増減額（△は増加） 1,382

たな卸資産の増減額（△は増加） △451

仕入債務の増減額（△は減少） △198

その他 △428

小計 3,279

利息及び配当金の受取額 104

利息の支払額 △163

事業構造改善費用の支払額 △350

法人税等の支払額 △488

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,381

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 △4,600

有価証券の取得による支出 △11,992

有価証券の償還による収入 18,000

固定資産の取得による支出 △956

固定資産の売却による収入 76

その他 6

投資活動によるキャッシュ・フロー 533

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △109

転換社債の償還による支出 △9,609

自己株式の取得による支出 △22

配当金の支払額 △1,736

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,477

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △8,586

現金及び現金同等物の期首残高 20,694

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,107



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

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

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……フランス 

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

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

欧州………………ドイツ・フランス 

その他の地域……中国・台湾・韓国・シンガポール 

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

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

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

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

余金が17億38百万円減少しております。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本剰余金が 百万円、利益剰余金が 百

万円、自己株式が 百万円となっております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円）

ドイツ 

（百万円）

その他の 

地域 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高              

（1）外部顧客に対する売上高  19,980  2,660  276  22,917  －    22,917

（2）セグメント間の内部売上高又は 

振替高 
 －  285  －  285 (285)  －

計  19,980  2,946  276  23,203 (285)  22,917

営業費用  18,277 2,825  334  21,437 (309)  21,128

営業利益又は営業損失（△）  1,702  121  △57  1,765  23    1,789

〔海外売上高〕

  
欧州 

（百万円） 

その他の地域

（百万円） 

計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  2,937  244  3,181

Ⅱ 連結売上高      22,917

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  12.8  1.1  13.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

137億8 338億70

6億59



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    23,516  100.0

Ⅱ 売上原価    7,519  32.0

売上総利益    15,997  68.0

返品調整引当金繰入額    207  0.9

差引売上総利益    15,790  67.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費    14,436  61.3

営業利益    1,354  5.8

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息  157     

２．受取配当金  11     

３．為替差益  10     

４．不動産賃貸料  25     

５．その他  48  252  1.0

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息  149     

２．不動産賃貸費用  64     

３．自己株式取得費用  26     

４．その他  21  262  1.1

経常利益    1,344  5.7

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益  1     

２．その他  0  1  0.0

Ⅶ 特別損失       

１．事業構造改善費用  397     

２．本社移転費用  243     

３．固定資産除却売却損  28     

４．投資有価証券評価損  0  670  2.8

税金等調整前中間純利益    675  2.9

法人税、住民税及び 
事業税  666     

法人税等調整額 △364  301  1.3

少数株主損失（△）   △0 △0.0

中間純利益    374  1.6

        



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  675

減価償却費  1,175

退職給付引当金の増減額 △4,198

前払年金費用の増減額 △204

賞与引当金の増減額  1,095

受取利息及び受取配当金 △168

支払利息  149

固定資産除却売却損  28

事業構造改善費用  397

本社移転費用  243

投資有価証券評価損  0

売上債権の増減額  2,243

たな卸資産の増減額 △127

仕入債務の増減額 △516

その他  203

小計  999

利息及び配当金の受取額  164

利息の支払額 △217

本社移転費用支払額 △83

事業構造改善費用支払額 △196

法人税等の支払額 △29

法人税等の還付額  35

営業活動によるキャッシュ・フロー  672

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,497

有価証券の償還による収入  2,500

固定資産の取得による支出 △1,081

投資有価証券の取得による支出 △1,007

貸付による支出 △2

貸付金の回収による収入  9

その他 △495

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,574

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額 △2,292

長期借入金の返済による支出 △119

自己株式の取得による支出 △1,038

配当金の支払額 △1,340

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,790

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △6,696

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  37,391

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  30,695

    



前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

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

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

その他の地域……フランス 

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

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年6月30日） 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

欧州………………ドイツ・フランス 

その他の地域……中国・韓国・台湾・シンガポール・カナダ 

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

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円）

ドイツ 

（百万円）

その他の 

地域 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は 

全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  20,101  3,000  414  23,516  －  23,516

(2）セグメント間の内部売上高又は 

    振替高 
 －  530  －  530 (530)  －

計  20,101  3,531  414  24,047 (530)  23,516

営業費用  18,780  3,489  437  22,707 (545)  22,162

営業利益又は営業損失（△）  1,320  42  △23  1,339  14  1,354

〔海外売上高〕

  
欧州 

（百万円） 

その他の地域

（百万円） 

計 

（百万円） 

Ⅰ 海外売上高  3,415  189  3,604

Ⅱ 連結売上高      23,516

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  14.5  0.8  15.3
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