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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 11,606 0.5 89 △51.1 △72 ― △511 ―

21年3月期第1四半期 11,545 ― 183 ― 167 ― △16 ―

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 △5.65 ―

21年3月期第1四半期 △0.19 ―

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 64,765 25,154 38.8 277.63
21年3月期 63,891 25,772 40.3 284.43

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  25,154百万円 21年3月期  25,772百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

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

23,520 1.6 310 △11.5 170 △33.3 △280 ― △3.09

通期 46,840 2.0 640 115.5 420 382.9 △50 ― △0.55
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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  無  

(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） 

(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 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後
様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２ 業績予想に関する事項につきましては、３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下さい。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 94,511,690株 21年3月期  94,511,690株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,907,091株 21年3月期  3,900,226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 90,607,695株 21年3月期第1四半期 90,672,234株
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当第１四半期におけるわが国経済は、日銀の６月の短観では、２００６年１２月以来の２年半ぶりに企
業の景況感を示す業況悪化に歯止めがかかったものの設備や雇用の過剰感は払拭されず、２００９年度の
設備投資計画が過去最大の減少率へ下方修正されるなど、世界的な金融危機の影響はなおくすぶりが続い
ているとみられております。また、今度のイタリアのラクイラでのＧ８サミット（先進主要８カ国首脳会
議）においても、世界経済の基盤はなお弱く不況期からの出口戦略の必要性が確認されております。この
ように、世界景気の早期回復への楽観ムードが後退して、円高圧力や解散ムードの政局不安などもあっ
て、６月半ばに１万円大台回復をみた日経平均株価も２ヵ月半ぶりに９千円台割れ寸前まで下押す状況と
なっております。 
 一方、医薬品業界におきましては、このほど、２００８年度の概算医療費が前年度比１．９％増の３４
兆１千億円に達し、６年連続で過去最高を更新したことを厚生労働省が発表、診療報酬の改定、薬価引下
げの影響を勘案した実質伸び率が３％台と長寿の世界記録が続く中、高齢者医療費中心に高い伸びが続く
国民医療費膨張の速報値が出され、医療技術の高度化を示す医療単価の一日当りの医療費の増加と合せた
国民医療ニーズは依然として旺盛で、それだけ医療費抑制への政策強化が否めない情勢となっておりま
す。 
 こうした市場環境のもと、当社グループにおきましては、主柱の医薬品部門におきましては、薬価改定
の端境期ながら、医薬品需要が旺盛で、薬価厳守と市場深耕の営業努力によって、主力透析剤の粉末型の
出荷増や、生理食塩液の数量増進などを図って主力製品の薬価圧力が強いなか、売上高１１５億４５百万
円を確保し、これに不動産部門６１百万円を加え、当第１四半期の売上高は１１６億６百万円（前年同期
比１００．５％）と、第２四半期（中間期）目標の４９％強を達成、まずまずの出足となっております。
 一方、利益面におきましては、売上原価率の引下げへの合理化努力によって、医薬品部門では６８．
７％と前年同期比０．６ポイントの改善を図ったものの、研究開発費の負担増などによる販売費及び一般
管理費の増大で営業利益は８９百万円と、第２四半期（中間期）目標の３０％弱に止まる状況になりまし
たため、経常損失７２百万円の計上へ、さらに、子会社扶桑興発（株）の営業休止施設の解体工事費４億
円の特別損失の発生により、当四半期純損失５億１１百万円の計上が止むない状況となっております。 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産、長期前払費用の増加などにより前連結会計年度
末より８億７３百万円増加し６４７億６５百万円に、負債は、夏季賞与等の未払計上、借入金の増加など
により１４億９１百万円増加し３９６億１０百万円に、純資産は、四半期純損失の計上、剰余金の配当に
よる利益剰余金の減少などにより６億１７百万円減少して２５１億５４百万円となっております。なお、
自己資本比率は１．５ポイント低下しております。 
  

  

第２四半期連結累計期間及び通期の見通しにつきましては、主力のキンダリーの伸びや生理食塩液やリ
クセルの増収基調をベースに売上目標の未達幅を一層縮める営業努力の奏効が見込めるところから、目下
のところ業績予想の変更はいたしておりません。 
  

  
  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  
  

【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

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 3,310 3,162

受取手形及び売掛金 21,273 21,214

商品及び製品 5,742 5,322

仕掛品 192 176

原材料及び貯蔵品 724 739

その他 1,227 1,273

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 32,468 31,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,783 9,675

土地 11,571 11,571

その他（純額） 4,979 5,402

有形固定資産合計 26,333 26,649

無形固定資産 237 248

投資その他の資産 5,726 5,107

固定資産合計 32,297 32,005

資産合計 64,765 63,891

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,318 11,571

短期借入金 10,810 9,979

未払法人税等 26 46

賞与引当金 390 749

その他の引当金 338 338

その他 6,631 5,085

流動負債合計 29,516 27,769

固定負債   

社債 500 550

長期借入金 5,574 5,943

退職給付引当金 636 568

その他の引当金 239 235

その他 3,143 3,052

固定負債合計 10,094 10,350

負債合計 39,610 38,119
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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 10,758 10,758

資本剰余金 15,010 15,010

利益剰余金 4,937 5,720

自己株式 △1,394 △1,392

株主資本合計 29,311 30,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 240 60

繰延ヘッジ損益 △59 △46

土地再評価差額金 △4,338 △4,338

評価・換算差額等合計 △4,157 △4,324

純資産合計 25,154 25,772

負債純資産合計 64,765 63,891
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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 11,545 11,606

売上原価 8,002 7,974

売上総利益 3,543 3,632

返品調整引当金繰入額 13 8

差引売上総利益 3,529 3,623

販売費及び一般管理費 3,345 3,533

営業利益 183 89

営業外収益   

受取利息 4 6

受取配当金 30 19

その他 82 19

営業外収益合計 118 44

営業外費用   

支払利息 70 73

投資事業組合運用損 － 77

その他 64 56

営業外費用合計 135 207

経常利益又は経常損失（△） 167 △72

特別利益   

投資有価証券売却益 44 －

投資事業組合運用益 83 －

その他 0 －

特別利益合計 128 －

特別損失   

たな卸資産関連損失 57 －

固定資産除却損 19 22

固定資産解体費用 － 400

その他 10 －

特別損失合計 88 422

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

207 △494

法人税、住民税及び事業税 9 8

法人税等調整額 214 8

法人税等合計 224 16

四半期純損失（△） △16 △511
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

207 △494

減価償却費 507 541

投資有価証券売却損益（△は益） △44 －

投資事業組合運用損益（△は益） △83 77

固定資産除却損 18 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △235 △359

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39 68

受取利息及び受取配当金 △35 △25

支払利息 70 73

売上債権の増減額（△は増加） △231 △59

たな卸資産の増減額（△は増加） △245 △420

仕入債務の増減額（△は減少） 363 △252

その他 338 1,145

小計 661 316

利息及び配当金の受取額 28 21

利息の支払額 △78 △78

法人税等の支払額 △89 △21

営業活動によるキャッシュ・フロー 521 237

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 △530 △148

投資有価証券の取得による支出 △20 －

投資有価証券の売却による収入 68 －

定期預金の預入による支出 － △500

定期預金の払戻による収入 － 400

その他 △9 △111

投資活動によるキャッシュ・フロー △491 △360

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） 800 700

長期借入れによる収入 － 500

長期借入金の返済による支出 △623 △737

社債の償還による支出 △50 △50

自己株式の取得による支出 △2 △1

リース債務の返済による支出 － △0

配当金の支払額 △229 △233

財務活動によるキャッシュ・フロー △106 177

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 △7

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △54 47

現金及び現金同等物の期首残高 4,692 3,162

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,637 3,210
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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 「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」の会計処理基準に関する事項の変更

に記載のとおり、第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」 (企業会計基準委員

会平成18年７月５日 企業会計基準第９号) を適用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、医薬品事業の営業利益が25百万円減少しております。 

    ４ 「追加情報」の有形固定資産の耐用年数の変更に記載のとおり、当社の機械装置の医薬品製造設備につい

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を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より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、医薬品事業の営業利益が25百万円増加しております。 

  

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） 

  

 
  (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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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 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）

   売上高

  (1)外部顧客に 
    対する売上高

11,481 64 11,545 ― 11,545

  (2)セグメント間の内部 
    売上高及び振替高

― 1 1 (1) ―

計 11,481 65 11,547 (1) 11,545

      営業利益 162 21 185 (1) 183

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）

   売上高

  (1)外部顧客に 
    対する売上高

11,545 61 11,606 ― 11,606

  (2)セグメント間の内部 
    売上高及び振替高

― 1 1 (1) ―

計 11,545 62 11,607 (1) 11,606

      営業利益 67 23 91 (1) 89
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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） 

  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。 

  

 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） 

  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。 

  

 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） 

  海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため、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） 

  海外売上高は、連結売上高の１０％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありまん。 

  

 【所在地別セグメント】

 【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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