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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 35,812 1.1 409 △51.2 37 △94.4 △474 ―

21年3月期第3四半期 35,435 ― 838 ― 666 ― △27 ―

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3四半期 △5.24 ―

21年3月期第3四半期 △0.30 ―

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3四半期 64,798 24,750 38.2 273.20
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3四半期  24,750百万円 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 2.0 640 116.2 420 388.4 850 ― 9.38
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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、４ページ【定性的・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3四半期 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3四半期  3,915,187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3四半期 90,603,004株 21年3月期第3四半期 90,650,413株
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当連結会計年度の第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不況脱出への景気持ち

直しの途路ながら、デフレ不況色も濃く景気の二番底懸念が深まる不透明な経済情勢で推移しておりま

す。期央の歴史的な政権交代後の初の予算審議の攻防を巡る通常国会を迎えた政局の混迷、日航の経営破

綻など景況感を更に曇らせる状況となっておりますが、この間のＧＤＰ（国内総生産）は、期初の４～６

月に実質で年率２．７％増、続く７～９月で４．８％増と２四半期連続のプラス成長を記録したものの、

これを支えた国内外の経済対策効果が新政権の政策転換で途切れ景気持ち直しの持続力に不安が生じ、第

２次補正予算はじめ景気対策の実効が注目される情勢となっております。 

 医薬品業界におきましては、懸案の大型医薬品の特許の“２０１０年問題”年代を迎えるなか、５％台

の高い失業率の雇用不安と厳しい所得環境下のデフレ色を映した市場マインドの萎縮、新型インフルエン

ザへの緊急対応、新たな高齢者医療制度の模索、中国はじめ新興国への市場拡大策など大きく変化する市

場環境への対応が注目されるところとなっております。 

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、薬価改定の端境期に

も拘わらず、前年度までの厳しい薬価の市場浸透圧力のもと、主力製品の患者増、患者ニーズの深耕など

の営業努力によって売上増進を図った結果、第３四半期連結累計期間の売上高は３５８億１２百万円と通

期計画の７６．５％、前年同期比で１０１．１％の増収基調を堅持しております。主要製品では、透析剤

がパウダー型を除いて低調ながら、生理食塩液、補液の準主力の透析関連が順調に伸び、また、急成長の

リクセルが続伸、品揃え充実のヘパリン製剤３製品の回復歩調などが、それぞれ通期目標を上回るペース

となっております。また、連結のうち不動産部門の売上高は１億８０百万円と前年同期比９２．８％と不

動産不況下においても比較的に安定しております。 

 一方、利益面におきましては、主柱の医薬品部門において、薬価低下の表面化により売上原価率が上昇

して、営業利益では４億９百万円と前年同期比で４８．８％、通期計画の６３．９％に止まり、これに、

投資事業組合の運用損などの営業外費用が嵩み経常利益は３７百万円と前年同期比９４．４％の落ち込み

で５．６％になり、通期計画の９％弱に止まり、それに特別損失を差し引いた結果、当四半期純損失４億

７４百万円の計上が余儀ない状況となっております。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、売掛金、たな卸資産の増加などにより前連結会計年度末より

９億６百万円増加し６４７億９８百万円に、負債は、買掛金、借入金の増加などにより１９億２８百万円

増加し４００億４７百万円に、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１０億２１百万円減少して２４７億５０百万円となっております。なお、自己資本比率は２.1ポ

イント低下しております。 

  

 当連結会計年度の通期見通しにつきましては、政局が依然として混迷し景気動向が不透明ななか、医薬

品業界におきましては、４月からの薬価改定の新年度を控えて、２０１０年度の政府予算案の大枠では、

業界平均５．７５％の薬価引下げに上乗せして長期収載品目の２．２％引下げが決まっており、この大幅

な薬価低下を目前に第４四半期においては需要機関の買い控えが出てくることもあって市場環境は一段と

厳しさを加えてくる情勢で、当社グループといたしましても、主柱の医薬品部門において、主力の透析

【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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剤、準主力の透析関連製品の薬価死守、急成長の血液浄化器リクセル、品揃えが進む血液凝固阻止剤のヘ

パリンナトリウム製剤などの拡販による当面の業績維持、さらには、抗腫瘍効果を持つペプチド含有がん

ワクチンの新生血管阻害剤ＯＴＳ－１０２（膵がん適用）や、ヘルペス後遺症の疼痛非モルヒネ鎮痛剤Ｆ

ＴＢ－８１２７（口腔内貼付）、外科用止血材ＴＤＭ－６２１の３大開発新製品の早期上市プロジェクト

に総力を挙げて邁進して中・長期の業績と経営進展を期しております。 

 なお、通期の連結業績予想は、平成２２年１月２６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利益８億５０百万円となっておりま

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、当期純利益８億４０百

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。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,912 3,162

受取手形及び売掛金 22,336 21,214

商品及び製品 6,118 5,322

仕掛品 133 176

原材料及び貯蔵品 804 739

その他 1,555 1,273

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 33,857 31,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,482 9,675

土地 11,571 11,571

その他（純額） 4,591 5,402

有形固定資産合計 25,644 26,649

無形固定資産 213 248

投資その他の資産 5,082 5,107

固定資産合計 30,941 32,005

資産合計 64,798 63,891

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,395 11,571

短期借入金 11,141 9,979

未払法人税等 53 46

賞与引当金 384 749

その他の引当金 383 338

その他 5,057 5,085

流動負債合計 29,415 27,769

固定負債   

社債 450 550

長期借入金 6,194 5,943

退職給付引当金 772 568

その他の引当金 226 235

その他 2,988 3,052

固定負債合計 10,632 10,350

負債合計 40,047 38,119
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,702 5,720

自己株式 △1,396 △1,392

株主資本合計 29,074 30,097

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 60

繰延ヘッジ損益 △66 △46

土地再評価差額金 △4,338 △4,338

評価・換算差額等合計 △4,323 △4,324

純資産合計 24,750 25,772

負債純資産合計 64,798 63,891
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 35,435 35,812

売上原価 24,619 24,947

売上総利益 10,816 10,865

返品調整引当金繰入額 13 5

差引売上総利益 10,802 10,860

販売費及び一般管理費 9,963 10,450

営業利益 838 409

営業外収益   

受取利息 18 18

受取配当金 49 33

受取保険金 62 32

受取報償金 － 41

その他 125 54

営業外収益合計 256 180

営業外費用   

支払利息 224 235

投資事業組合運用損 － 137

その他 204 180

営業外費用合計 429 553

経常利益 666 37

特別利益   

投資有価証券売却益 44 －

投資事業組合運用益 8 －

その他 0 －

特別利益合計 53 －

特別損失   

たな卸資産関連損失 128 －

固定資産除却損 44 43

固定資産解体費用 － 400

投資有価証券評価損 57 6

その他 － 13

特別損失合計 230 462

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（△）

489 △425

法人税、住民税及び事業税 29 30

法人税等調整額 487 18

法人税等合計 516 49

四半期純損失（△） △27 △474
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△）

489 △425

減価償却費 1,590 1,661

投資有価証券売却損益（△は益） △44 △0

投資事業組合運用損益（△は益） △8 137

投資有価証券評価損益（△は益） 57 6

固定資産除却損 42 42

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） △283 △365

退職給付引当金の増減額（△は減少） 118 203

受取利息及び受取配当金 △68 △52

支払利息 224 235

売上債権の増減額（△は増加） △1,707 △1,121

たな卸資産の増減額（△は増加） △819 △817

仕入債務の増減額（△は減少） 1,989 824

その他 △62 △39

小計 1,510 289

利息及び配当金の受取額 64 48

利息の支払額 △220 △226

法人税等の支払額 △145 △33

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208 78

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 △1,770 △922

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 69 0

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 － 850

その他 △139 △308

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,409 △1,180

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） 1,150 910

長期借入れによる収入 2,450 2,650

長期借入金の返済による支出 △1,830 △2,146

社債の償還による支出 △550 △100

自己株式の売却による収入 4 0

自己株式の取得による支出 △21 △4

リース債務の返済による支出 － △1

配当金の支払額 △537 △535

財務活動によるキャッシュ・フロー 663 772

現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 △20
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568 △349

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 4,124 2,812
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日)  

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「医薬品事業」の割合が、いずれも９

０％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 当第３四半期連結累計期間において「不動産事業」の営業利益が全セグメントの合計額の１０％を超えた 

ため、事業の種類別セグメント情報を記載しております。なお、前第３四半期累計期間における事業の種

類別セグメント情報は次のとおりであります。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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

 【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

35,631 180 35,812 ― 35,812

  (2)セグメント間の内部
    売上高及び振替高

― 3 3 (3) ―

計 35,631 184 35,816 (3) 35,812

      営業利益 364 48 413 (3) 409

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

35,241 194 35,435 ― 35,435

  (2)セグメント間の内部
    売上高及び振替高

― 3 3 (3) ―

計 35,241 198 35,439 (3) 35,435

      営業利益 770 72 842 (3) 838
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

 【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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