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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 23,972 12.2 3,529 96.1 3,485 101.8 2,000 117.5
21年3月期第2四半期 21,367 ― 1,800 ― 1,727 ― 920 ―

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 127.44 127.31
21年3月期第2四半期 58.59 ―

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 76,151 43,532 54.7 2,655.36
21年3月期 72,319 41,705 55.4 2,551.06

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  41,692百万円 21年3月期  40,055百万円

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 ― 30.00 ― 25.00 55.00

22年3月期 ― 30.00

22年3月期 
（予想）

― 25.00 55.00

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 49,000 10.6 6,800 45.7 6,700 49.6 3,800 55.8 242.02
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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 

連結業績予想の適切な利用に関する説明については、３ページの【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。 

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 15,702,000株 21年3月期  15,702,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  662株 21年3月期  549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 15,701,385株 21年3月期第2四半期 15,701,682株

- 2 -

沢井製薬㈱（4555）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

- 2 -



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の景気は持ち直しつつあるものの先行きは不透

明感があり、失業率が高止まるなど雇用情勢は依然として厳しい状況が続いております。 

 医療用医薬品業界におきましては、昨年度より実施されている「処方せん様式の再変更」や診療報酬改

定による「後発医薬品調剤体制加算」などのジェネリック医薬品使用促進策に加え、急性期入院の診断群

別包括支払制（ＤＰＣ）対象病院のさらなる増加など、医療費抑制のための諸施策が実施され、緩やかな

がらジェネリック医薬品の市場が拡大しております。 

このような環境下、当社グル－プは、本年度より中期経営計画「Ｍ１ ＴＲＵＳＴ」をスタートさせ、

本年５月にはＯＤ錠（口腔内崩壊錠）をはじめとする20成分34品目の新製品を発売し、またＤＰＣ対象病

院や保険薬局への営業活動に注力するなど、「選ばれる」サワイブランド構築に取り組んでおります。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が23,972百万円（前年同期比

12.2％増加）となりました。利益面では、売上高増加に加え、売上原価率が改善したことや、販売費及び

一般管理費の増加が小幅に止まったこと等により、営業利益は3,529百万円（前年同期比96.1％増）、経

常利益は3,485百万円（前年同期比101.8％増）、四半期純利益は2,000百万円（前年同期比117.5％増）

と、大幅な増益となりました。 

  

① 財政状態の変動状況 

総資産は前連結会計年度末（平成21年３月末）対比3,832百万円増加し、76,151百万円となりました。

これは現金及び預金が852百万円、受取手形及び売掛金が850百万円、たな卸資産が1,828百万円増加した

ことが主な要因であります。 

 負債は前連結会計年度末（平成21年３月末）対比2,004百万円増加し、32,618百万円となりました。支

払手形及び買掛金が2,226百万円、短期借入金が597百万円、長期借入金が857百万円増加し、未払金が

1,956百万円減少したことが主な要因であります。 

純資産については、前連結会計年度末（平成21年３月末）対比1,827百万円増加し、43,532百万円とな

りました。 

 この結果、自己資本比率は前連結会計年度末比0.6％低下し54.7％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は7,400百万円となり、当第１四半期連結会

計期間末比221百万円減少しました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,607百万円、減価償却費752百万

円、賞与引当金の増加500百万円、売上債権の増加306百万円、たな卸資産の増加848百万円、仕入債務の

増加542百万円を主因として2,318百万円の収入（前年同四半期比21.9％増）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出1,354百万円を主因として1,374

百万円の支出（前年同四半期比2.8％減）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減300百万円、長期借入金の返済による支出862

百万円を主因として1,165百万円の支出（前年同四半期比1.5％増）となりました。 

【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
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対先発医薬品メーカー、競合他社との競争が激化する中、新製品の拡売、市場開拓に注力し売上高の拡

大に取り組む一方で、経費については効率的な運用を図ってまいります。 

なお、平成21年5月11日に公表いたしました平成22年3月期の通期連結業績予想につきましては、平成21

年10月30日付で営業利益、経常利益および当期純利益について修正しております。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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 7,400 6,548

受取手形及び売掛金 18,140 17,289

商品及び製品 7,873 6,704

仕掛品 3,209 3,032

原材料及び貯蔵品 4,333 3,851

繰延税金資産 1,556 1,321

その他 306 231

貸倒引当金 △3 △25

流動資産合計 42,817 38,953

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 18,465 18,584

機械装置及び運搬具（純額） 6,758 6,943

土地 5,139 5,139

リース資産（純額） 24 26

建設仮勘定 303 31

その他（純額） 1,157 1,096

有形固定資産合計 31,849 31,821

無形固定資産 560 598

投資その他の資産   

投資有価証券 594 544

長期貸付金 76 98

長期前払費用 60 70

繰延税金資産 － 31

その他 221 228

貸倒引当金 △28 △28

投資その他の資産合計 924 945

固定資産合計 33,333 33,366

資産合計 76,151 72,319
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,754 6,527

短期借入金 5,677 5,080

リース債務 11 10

未払金 4,119 6,075

未払法人税等 1,646 1,587

賞与引当金 876 871

役員賞与引当金 26 47

返品調整引当金 127 128

売上割戻引当金 530 344

その他 248 236

流動負債合計 22,019 20,910

固定負債   

長期借入金 9,328 8,471

リース債務 17 20

退職給付引当金 112 116

役員退職慰労引当金 238 206

繰延税金負債 140 138

負ののれん 32 38

その他 729 711

固定負債合計 10,598 9,703

負債合計 32,618 30,613

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,501 11,501

資本剰余金 11,825 11,825

利益剰余金 18,252 16,644

自己株式 △3 △2

株主資本合計 41,576 39,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116 86

評価・換算差額等合計 116 86

新株予約権 142 82

少数株主持分 1,697 1,567

純資産合計 43,532 41,705

負債純資産合計 76,151 72,319

- 6 -

沢井製薬㈱（4555）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

- 6 -



(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 21,367 23,972

売上原価 12,170 12,910

売上総利益 9,197 11,062

販売費及び一般管理費 7,397 7,532

営業利益 1,800 3,529

営業外収益   

受取利息及び配当金 9 8

受取補償金 17 35

貸倒引当金戻入額 － 23

その他 26 24

営業外収益合計 53 90

営業外費用   

支払利息 86 105

その他 39 28

営業外費用合計 126 134

経常利益 1,727 3,485

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

投資有価証券評価損 49 －

固定資産除却損 22 33

その他 2 －

特別損失合計 74 33

税金等調整前四半期純利益 1,653 3,452

法人税、住民税及び事業税 1,053 1,540

法人税等調整額 △456 △221

法人税等合計 596 1,318

少数株主利益 136 132

四半期純利益 920 2,000
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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 1,653 3,452

減価償却費 1,325 1,497

売上債権の増減額（△は増加） △750 △850

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,589 △1,828

仕入債務の増減額（△は減少） 1,444 2,423

未払金の増減額（△は減少） △766 199

その他 614 242

小計 1,931 5,135

利息及び配当金の受取額 9 8

利息の支払額 △85 △103

法人税等の支払額 △833 △1,396

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,022 3,643

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 △1,622 △3,767

無形固定資産の取得による支出 △46 △98

長期貸付けによる支出 △70 －

長期貸付金の回収による収入 11 22

投資有価証券の取得による支出 △50 －

その他 0 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,776 △3,846

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） 1,000 370

長期借入れによる収入 50 2,500

長期借入金の返済による支出 △1,104 △1,415

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △392 △392

少数株主への配当金の支払額 △17 －

リース債務の返済による支出 － △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △465 1,055

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,219 852

現金及び現金同等物の期首残高 5,388 6,548

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,169 7,400
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該当事項なし 

  

① 事業の種類別セグメント情報 

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） 

当社及び連結子会社の事業区分は、製品の種類、性質、製造方法及び市場等の類似性を考慮した結

果、医療用医薬品の製造及び販売を中心とする「製薬事業」に属しているため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載をしておりません。 

② 所在地別セグメント情報 

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、該当事項はありません。 

③ 海外売上高 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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該当事項はありません。 

  

  

  

  

6. その他の情報
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