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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 23,549 1.8 152 △56.6 △145 ― △578 ―

21年3月期第2四半期 23,140 ― 350 ― 254 ― △190 ―

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2四半期 △6.39 ―

21年3月期第2四半期 △2.10 ―

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2四半期 64,516 24,974 38.7 275.66
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2四半期  24,974百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 3.00

22年3月期 
（予想）

― 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 46,840 2.0 640 116.2 420 388.4 △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、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2四半期 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2四半期  3,911,899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2四半期 90,604,966株 21年3月期第2四半期 90,659,060株
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当連結会計年度の第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、未曾有の金融危機の峠を越えて、プ

ラス成長へ復帰の方向ながら、景気の持続力に不安が残り、下振れリスクを多く抱える推移となっており

ます。すなわち、期初の４～６月のＧＤＰ（国内総生産）の実質成長率が５四半期ぶりに２．３％増のプ

ラス成長となり、世界協調の景気対策のもと中国などの新興国への輸出が急伸、エコカー減税、家電のエ

コポイント制度の奏効などによる在庫調整と生産拡大の政策景気を示現しているものの、主要２０カ国の

首脳会議“Ｇ２０”でも経済政策の不確実性が印象づけられ、為替相場は１ドル８８円台まで円が急騰し

て輸出企業の収益圧迫要因となっております。その結果、平成２２年３月期の連結経常益がピーク時の３

分の１に落ち込み、９月中間配当で１兆円の減額が予想されて、消費者の生活防衛意識の強まりから個人

消費への影響が一段と懸念されております。９月の日銀短観においても、設備投資の記録的な落ち込みも

あって内需低迷とデフレ傾向が続いて、内需振興で景気回復をめざす鳩山新政権の経済運営の課題となっ

てきている状況であります。 

第２四半期連結累計期間の医薬品業界におきましては、平均寿命が８６歳超と世界第１位の女性では６

５歳以上の人口比率が４人に１人を占める２５％を超え、同じく７９歳超と世界第４位の男性でも５人に

１人の１９．９％に達する高齢者の増加と、１人当たり医療費が２６万７千円へ前年比３．０％増となっ

ております。医療技術の高度化もあって、平成１９年度の国民医療費は前年度比３％増の３４兆１，３６

０億円（７０歳以上の高齢者医療費は５．４％増の１４兆５千億円）へ伸び、平成２０年度も年間１兆円

増ペースで、高齢者医療費だけで５千億円増が予測され、６５歳以上の医療費比率が５２％に達しており

ます。国民医療費の国民所得比率でも９．１１％へ過去 高になる勢いで医療需要は依然旺盛で、鳩山新

政権のマニフェストで廃止を打ち出した後期高齢者医療制度の存廃が注目され、また、“混合診療”の禁

止を適法とした東京高裁判決、さらに、健康保険組合の７０％が赤字運営を余儀なくされるなど国民医療

制度の在り方が問われる課題が多く、かたや、改正臓器移植法の成立、ⅰＰＳ細胞応用の研究進展、そし

て、世界市場でのＭ＆Ａ戦略による業界再編の動き、加えて、緊急課題の世界的な脅威に広がる新型イン

フルエンザ対応もあって、医薬品業界を取り巻く環境は熾烈をきわめております。 

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、薬価改定の端境期

ながら前年度までの厳しい新薬価の市場浸透圧力を市場ニーズに即応の営業努力によってカバーして販売

数量を伸ばし、売上の落ち込みを回避いたしております。また、不動産部門も金融危機不況の波及下にも

かかわらず比較的に安定しており、第２四半期連結累計期間の売上高は２３５億４９百万円（前年同四半

期比１０１．８％）と増収基調を堅持いたしております。ただ、利益面におきましては厳しい状況で、医

薬品部門での売上原価率の引下げ、研究開発費の負担軽減を中心に販売費及び一般管理費増の抑制など収

益向上への経営合理化努力を続けたものの、営業利益が当初目標に届かず１億５２百万円（同４３．

４％）と、小幅の黒字計上にとどまり、従って、投資事業組合運用損や円高による為替評価損なども重な

って経常損失１億４５百万円（前年同四半期は２億５４百万円の利益）の計上が余儀なく、そして、遊休

施設解体費４億円の特別損失要因もあって、当四半期純損失５億７８百万円（前年同四半期は１億９０百

万円の損失）の計上が止むないところとなっております。 

なお、先般、ご案内のとおり、日頃の株主様のご付託にお応えすべく、利益剰余金の一部取り崩しをさ

せていただきまして、１株につき３円の中間配当の実施を平成２１年１１月６日の取締役会で決めさせて

いただいております。 

 主柱の医薬品部門におきましては、第２四半期連結累計期間は前年度の厳しい新薬価の当初圧迫が表面

【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

扶桑薬品工業㈱(4538)平成22年3月期 第2四半期決算短信

3



化するなか、準主力の生理食塩液などの透析患者数増を支えに販売数量を堅守し、また、市場ニーズに即

応の企業努力を進め、透析剤キンダリーでは粉末型の売上を伸ばして全体の減収を抑さえました。また、

準主力の生理食塩液でも大容量製品の著伸で全体の５％強の増販を支え、さらに、ろ過型人工腎臓用補液

サブラッドも医療操作の安全性改良の新容器のＢＳＧへの市場更新が進み、そして、新戦力の吸着型血液

浄化器リクセルの続伸、血液凝固阻止剤のヘパリンナトリウム製剤３品目の市場盛り返しによって、医薬

品部門の売上高は２３４億２８百万円（前年同四半期比１０１．８％）となりました。一方、不動産部門

は、東西のオフィスビル３施設の稼働率が比較的に安定しており、第２四半期連結累計期間の売上高は１

億２１百万円（同９２．３％）となっております。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産、投資その他の資産（長期前払費用など）の増加

などにより前連結会計年度末より６億２４百万円増加し６４５億１６百万円に、負債は、仕入債務、借入

金の増加などにより１４億２１百万円増加し３９５億４１百万円に、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７億９７百万円減少して２４９億７４百万円となっており

ます。なお、自己資本比率は１．６ポイント低下しております。 

  

当連結会計年度の下半期以降の見通しにつきましては、米国のオバマ政権の政策本格化、わが国の鳩山

政権の始動という政策チェンジの新局面に直面して経済動向が不透明で、ドルの独歩安、株価の低迷、物

価下落のデフレ色を強めるなか、投資、雇用、消費の不振を助長する波乱含みの景気情勢のもと、医薬品

業界の市場環境は一段と厳しさを加えてきております。ことに、国民医療費の膨張抑制へ次年度の薬価改

定への新政権の意図がどう反映されてくるのか注目されるところであります。 

当社といたしましては、主力の透析市場のニーズ喚起の深耕策と、血液分析器システムのアイ・スタッ

ト、血液凝固阻止剤のヘパリンナトリウム製剤３品目、吸着型血液浄化器のリクセルの三市場の更なる振

興策による当面の業績再建、そして、がんワクチンの新生血管阻害剤ＯＴＳ１０２、口腔内貼付鎮痛剤の

ＦＴＢ－８１２７、外科用止血材のＴＤＭ－６２１の三大開発新製品の上市を急ぎ当社の新たな業績躍進

をめざす中長期戦略へ総力を挙げて邁進努力する所存であります。 

通期の連結業績予想は、平成２１年７月１日付に発表したとおりで売上高４６８億４０百万円、営業利

益６億４０百万円、経常利益４億２０百万円および当期純損失５０百万円となっております。個別予想

は、売上高４６８億円、営業利益６億２０百万円、経常利益４億円、当期純損失６０百万円となっており

ます。 

  
  

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。 

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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,487 3,162

受取手形及び売掛金 20,582 21,214

商品及び製品 5,666 5,322

仕掛品 147 176

原材料及び貯蔵品 820 739

その他 1,186 1,273

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 32,888 31,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,651 9,675

土地 11,571 11,571

その他（純額） 4,813 5,402

有形固定資産合計 26,035 26,649

無形固定資産 234 248

投資その他の資産 5,357 5,107

固定資産合計 31,627 32,005

資産合計 64,516 63,891

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,740 11,571

短期借入金 10,193 9,979

未払法人税等 58 46

賞与引当金 771 749

その他の引当金 339 338

その他 5,143 5,085

流動負債合計 28,246 27,769

固定負債   

社債 500 550

長期借入金 6,806 5,943

退職給付引当金 703 568

その他の引当金 225 235

その他 3,059 3,052

固定負債合計 11,294 10,350

負債合計 39,541 38,119

扶桑薬品工業㈱(4538)平成22年3月期 第2四半期決算短信

5



（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 4,870 5,720

自己株式 △1,395 △1,392

株主資本合計 29,243 30,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154 60

繰延ヘッジ損益 △84 △46

土地再評価差額金 △4,338 △4,338

評価・換算差額等合計 △4,268 △4,324

純資産合計 24,974 25,772

負債純資産合計 64,516 63,891
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(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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 23,140 23,549

売上原価 16,170 16,320

売上総利益 6,970 7,228

返品調整引当金繰入額 11 3

差引売上総利益 6,959 7,224

販売費及び一般管理費 6,608 7,072

営業利益 350 152

営業外収益   

受取利息 11 12

受取配当金 31 19

受取報償金 32 28

その他 73 43

営業外収益合計 148 104

営業外費用   

支払利息 145 153

投資事業組合運用損 － 104

その他 98 143

営業外費用合計 244 402

経常利益又は経常損失（△） 254 △145

特別利益   

投資有価証券売却益 44 －

投資事業組合運用益 24 －

その他 0 －

特別利益合計 69 －

特別損失   

たな卸資産関連損失 97 －

固定資産除却損 22 39

固定資産解体費用 － 400

その他 13 3

特別損失合計 133 442

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（△）

190 △588

法人税、住民税及び事業税 19 19

法人税等調整額 361 △28

法人税等合計 381 △9

四半期純損失（△） △190 △578
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△）

190 △588

減価償却費 1,049 1,092

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） △24 104

投資有価証券評価損益（△は益） － 1

固定資産除却損 21 39

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） 100 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） 78 135

受取利息及び受取配当金 △42 △32

支払利息 145 153

売上債権の増減額（△は増加） 339 631

たな卸資産の増減額（△は増加） △246 △395

仕入債務の増減額（△は減少） 1,148 169

その他 △386 387

小計 2,321 1,721

利息及び配当金の受取額 41 27

利息の支払額 △154 △150

法人税等の支払額 △81 △14

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,126 1,584

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 △1,033 △748

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 △550 △800

定期預金の払戻による収入 － 700

その他 110 △387

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,423 △1,235

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） 330 △36

長期借入れによる収入 2,300 2,650

長期借入金の返済による支出 △1,293 △1,536

社債の償還による支出 △500 △50

自己株式の売却による収入 1 0

自己株式の取得による支出 △14 △3

リース債務の返済による支出 － △0

配当金の支払額 △271 △269

財務活動によるキャッシュ・フロー 551 753

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △26
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,266 1,074

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 5,958 4,237
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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、医薬品事業の当第２四半期連結累計期間の営業利益が20百万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、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、医薬品事業の当第２四半期連結累計期間の営業利益が51百

万円増加しております。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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

(5) 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

23,009 131 23,140 ― 23,140

  (2)セグメント間の内部
    売上高及び振替高

― 2 2 (2) ―

計 23,009 133 23,143 (2) 23,140

      営業利益 305 47 352 (2) 350

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

23,428 121 23,549 ― 23,549

  (2)セグメント間の内部
    売上高及び振替高

― 2 2 (2) ―

計 23,428 123 23,551 (2) 23,549

      営業利益 106 47 154 (2) 152
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年9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。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高が、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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高が、連結売上高の１０％未満のため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

扶桑薬品工業㈱(4538)平成22年3月期 第2四半期決算短信

11




