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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(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 ％

22年3月期第1四半期 22,526 △4.6 4,540 13.2 4,586 6.1 2,634 2.9
21年3月期第1四半期 23,610 ― 4,012 ― 4,323 ― 2,560 ―

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

22年3月期第1四半期 37.36 ―

21年3月期第1四半期 36.30 ―

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

22年3月期第1四半期 128,617 77,369 59.5 1,085.20
21年3月期 126,824 73,968 57.7 1,037.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  76,537百万円 21年3月期  73,191百万円

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

21年3月期 ― 17.00 ― 17.00 34.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成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）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

第2四半期 
連結累計期間

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

通期 92,300 2.5 19,100 15.9 19,300 16.1 11,300 4.9 160.22
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4.  その他 

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

(2) 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、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。 

(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 

業績予想につきましては、発表日現在の見通しに基づくものであり、様々な不確定要素によって実際の業績が予想数値と異なる場合があります。なお、上
記業績予想に関する事項は、３ページをご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 70,771,662株 21年3月期  70,771,662株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  243,149株 21年3月期  242,924株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 70,528,620株 21年3月期第1四半期 70,532,310株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日）の売上高は、前年同期に比べ
４.６％減の２２５億２千６百万円となりました。利益につきましては、営業利益４５億４千万円(前年同
期比１３.２％増)、経常利益４５億８千６百万円(前年同期比６.１％増)、四半期純利益２６億３千４百
万円(前年同期比２.９％増)となりました。 
 なお、売上高の減少は、ツムラ ライフサイエンス株式会社が前第２四半期連結会計期間から連結除外
となったことによる影響であります。 
  
 当社におきましては、「漢方医学の確立」「育薬の推進」などの重点施策を着実に推進し、医師・薬剤
師を対象とする漢方医学セミナーや講演会・研究会などの開催、医療用漢方製剤の適正使用に関する情報
提供活動および有効性・安全性に関する情報収集・伝達活動などに総力をあげて取り組んでまいりまし
た。その結果、さまざまな領域の疾患に漢方治療が取り入れられるようになり、１２９処方中１０４処方
が前年同期の売上高を上回り、計画どおり推移しております。 
 特に育薬処方である「ツムラ六君子湯」「ツムラ抑肝散」「ツムラ大建中湯」につきましては、各種臨
床研究とそれを裏付ける基礎研究が進み、エビデンスが確認されつつあることから、３処方合わせた売上
高は前年同期に比べ２４.３％伸長しており、医療用漢方製剤の売上増加に牽引的な役割を果たしており
ます。 
  
  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、株価上昇に伴う投資有価証券の増加等により、前連結会計年
度末に比べて１７億９千２百万円増加し、１,２８６億１千７百万円となりました。 
 当第１四半期連結会計期間末の負債は、未払法人税等の支払、借入金の返済等により、前連結会計年度
末に比べて１６億７百万円減少し、５１２億４千７百万円となりました。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べて３４億円増加し、７７３億６千９百万円となり、自己資本比率は
１.８ポイント増加して５９.５％となりました。 
  
 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて１８億８千万
円減少し、１２７億１千５百万円となりました。 
 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、１３億５千万円の収入（前年同期比１億４千３百
万円の収入増）となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の取得による支出等により、１５億
１千６百万円の支出（前年同期比２１億９千１百万円の支出減）となりました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、借入金の返済による支出、配当金の支払額等によ
り１７億５千３百万円の支出（前年同期比２億１千４百万円の支出減）となりました。 
  

  

平成21年５月14日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想に変更ありません。 
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合
理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 なお、「法人税、住民税及び事業税」と「法人税等調整額」は合わせて「法人税等」に表示しており
ます。 
  

① 会計基準等の改正に伴う変更 
該当事項はありません。 

② ①以外の変更 
当社グループは、有形固定資産の償却方法について、従来、定額法のほか定率法を採用しており

ましたが、定率法によっていた有形固定資産についても当第1四半期連結会計期間より定額法による
会計処理に変更しております。 
 この変更は、当社グループが医薬品事業に特化する経営方針のもと、単一事業となったことに伴
い、医薬品事業の収益構造が長期安定的であることに合わせ、設備が長期かつ安定的に使用され、
修繕費等の設備維持コストも長期安定的に発生することが見込まれるという実態を考慮したことに
より、費用収益のより適切な対応を目的としたものであります。 
 この変更により、従来に比べ、売上総利益は、60百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等
調整前四半期純利益は、76百万円増加しております。 

  

  

  

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

(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
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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１四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,726 14,603

受取手形及び売掛金 30,683 31,156

商品及び製品 3,511 3,775

仕掛品 7,619 6,442

原材料及び貯蔵品 9,957 9,591

その他 4,909 3,440

貸倒引当金 △7 △6

流動資産合計 69,401 69,003

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,441 43,736

その他 43,626 43,484

減価償却累計額 △49,193 △48,466

有形固定資産合計 38,874 38,754

無形固定資産 376 406

投資その他の資産   

投資有価証券 15,938 13,871

その他 4,055 4,816

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 19,965 18,659

固定資産合計 59,215 57,821

資産合計 128,617 126,824

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,042 2,354

短期借入金 24,737 25,334

未払法人税等 2,487 3,888

返品調整引当金 11 12

その他 13,233 12,296

流動負債合計 42,514 43,885

固定負債   

退職給付引当金 1,444 1,395

その他 7,289 7,575

固定負債合計 8,733 8,970

負債合計 51,247 52,855

－ 5 －
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(単位：百万円)

当第１四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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,487 19,487

資本剰余金 1,940 1,940

利益剰余金 54,304 52,868

自己株式 △379 △379

株主資本合計 75,352 73,917

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 155 △1,129

繰延ヘッジ損益 △239 △264

土地再評価差額金 1,775 1,775

為替換算調整勘定 △506 △1,106

評価・換算差額等合計 1,184 △725

少数株主持分 831 777

純資産合計 77,369 73,968

負債純資産合計 128,617 126,824
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 23,610 22,526

売上原価 8,054 7,312

売上総利益 15,555 15,214

販売費及び一般管理費 11,543 10,673

営業利益 4,012 4,540

営業外収益   

受取利息 6 10

受取配当金 221 178

為替差益 178 －

その他 147 84

営業外収益合計 553 273

営業外費用   

支払利息 152 101

持分法による投資損失 29 24

その他 60 101

営業外費用合計 242 227

経常利益 4,323 4,586

特別利益   

投資有価証券売却益 129 －

特別利益合計 129 －

特別損失   

固定資産除却損 10 20

減損損失 326 －

解体撤去費用 － 49

特別損失合計 337 69

税金等調整前四半期純利益 4,115 4,517

法人税等 1,553 1,904

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △21

四半期純利益 2,560 2,634
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 4,115 4,517

減価償却費 803 790

減損損失 326 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

受取利息及び受取配当金 △227 △189

支払利息 152 101

持分法による投資損益（△は益） 29 24

有形固定資産除売却損益（△は益） 11 20

売上債権の増減額（△は増加） 68 497

たな卸資産の増減額（△は増加） △731 △1,130

仕入債務の増減額（△は減少） △504 △115

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △129 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △33 49

その他 754 520

小計 4,630 5,085

利息及び配当金の受取額 180 188

利息の支払額 △181 △133

法人税等の支払額 △3,421 △3,789

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,206 1,350

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 △1,151 △1,569

有形固定資産の売却による収入 418 －

無形固定資産の取得による支出 △24 △3

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △803 △2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

241 －

貸付けによる支出 △1 △2

貸付金の回収による収入 3 1

定期預金の預入による支出 △2,503 △4

定期預金の払戻による収入 108 －

その他の支出 △69 △64

その他の収入 74 129

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,707 △1,516

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 927 431

短期借入金の返済による支出 △1,141 △359

長期借入金の返済による支出 △758 △706

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △843 △1,114

その他 △151 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,968 △1,753

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35 38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,504 △1,880

現金及び現金同等物の期首残高 13,718 14,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,213 12,715
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 
(注)１ 事業区分の方法 

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

庭用品事業にセグメンテーションしております。 

２ 各事業区分の主要製品 

(1) 医薬品事業 

医療用医薬品、一般用医薬品 他 

(2) 家庭用品事業 

入浴剤、身体洗浄剤、ヘアケア製品、浴室洗浄剤 他 

３ 当社連結子会社で家庭用品事業を営んでおりますツムラ ライフサイエンス株式会社は、平成20年７月15日に

株式譲渡の決議を行っております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、該当事項はありません。 

  

(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】

医薬品事業 家庭用品事業 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 20,843 2,766 23,610 ― 23,610

 (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高
― ― ― ― ―

計 20,843 2,766 23,610 ― 23,610

営業利益 4,010 1 4,012 ― 4,012
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメ
ント情報の記載を省略しております。 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

全セグメントの売上高の合計額に占める「本邦」の割合が、90％を超えているため、所在地別セグメ
ント情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  
当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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

  

該当事項はありません。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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