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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 70,457 2.0 15,669 18.9 15,729 18.9 8,611 7.5
21年3月期第3四半期 69,068 ― 13,180 ― 13,228 ― 8,012 ―

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 122.10 ―

21年3月期第3四半期 113.60 ―

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 130,151 81,517 62.0 1,144.27
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3四半期  80,702百万円 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

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 ― 17.00 ― 17.00 34.00
22年3月期 ― 23.00 ―

22年3月期 
（予想）

23.00 46.00

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  有  
 

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 91,300 1.4 19,300 17.1 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ページをご参照ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

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 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3四半期  243,841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3四半期 70,528,270株 21年3月期第3四半期 70,531,066株
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【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 

当第３四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日から平成 21 年 12 月 31 日）の売上高は、前年同期

に比べ２.０％増の７０４億５千７百万円となりました。利益につきましては、営業利益１５６億６千

９百万円（前年同期比１８.９％増）、経常利益１５７億２千９百万円（前年同期比１８.９％増）、

四半期純利益８６億１千１百万円（前年同期比７.５％増）となりました。 

なお、利益の増加に比べて、売上高が微増にとどまっているのは、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、また、平成 21 年２月に医療用外用抗真菌

剤「アスタット」の製造販売権を譲渡したことなどによる影響であります。  

   

当社におきましては、「漢方医学と西洋医学の融合により世界で類のない最高の医療提供に貢献す

る」ことを目標として掲げ、これまで様々な施策を着実に推進してまいりました。 

また、昨年５月に策定いたしました「2009～2011 年度中期経営計画（連結）」においては、「漢方

医学の確立」「育薬の推進」など６つの中期活動目標をあげて、その達成に向けて積極的な取り組み

を展開しております。 

大学における漢方医学教育の支援活動、更なる育薬の推進とその成果の浸透を目指した専任ＭＲ制

による大学病院・臨床研修指定病院での活動強化、各種の漢方医学セミナーや講演会・研究会の開催

など、漢方が着実に伸長し続けるための体制を強化してまいりました。その結果、様々な領域の疾患

に漢方治療が取り入れられるようになり、１２９処方中１１０処方が前年同期の売上高を上回り、医

療用漢方製剤全体の売上高は前年同期に比べ８.２％伸長いたしました。 

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、エビデンスが確立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２１.２％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。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、株価上昇による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３３億２千６百万円増加し、１,３０１億５千１百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、借入金の返済等により前連結会計年度末に比べて４

２億２千２百万円減少し、４８６億３千３百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて７５億４千９百万円増加し、８１５億１千７百万円となり、

自己資本比率は４.３ポイント上昇して６２.０％となりました。 

 

当第３四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３４億５

千万円減少し、１１１億４千６百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、５６億８千５百万円の収入となりました。 

 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、４

２億８千９百万円の支出となりました。 

 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４８億４千１百万円の支出となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

医療用漢方製剤の売上は引き続き堅調に推移しておりますが、一部の育薬処方および風邪関連処方

の計画進捗を勘案し、平成 21 年 11 月 11 日に公表いたしました平成 22 年３月期の連結業績予想の売

上高を前回予想から１３億円減の９１３億円、営業利益を同７億円減の１９３億円、経常利益を同７

億円減の１９３億円、当期純利益を同３億円減の１１３億円と修正いたします。  
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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) 

該当事項はありません。 

 

(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 

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 

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。 

 

(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 

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、294 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、341 百万円増加しております。 

 

 

－ 4 －

㈱ツムラ　(4540)　平成22年3月期　第3四半期決算短信



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 11,163 14,603 

受取手形及び売掛金 33,567 31,156 

商品及び製品 3,682 3,775 

仕掛品 7,761 6,442 

原材料及び貯蔵品 10,379 9,591 

その他 3,197 3,440 

貸倒引当金 △7 △6 

流動資産合計 69,744 69,003 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,333 43,736 

その他 45,382 43,484 

減価償却累計額 △49,948 △48,466 

有形固定資産合計 39,767 38,754 

無形固定資産 323 406 

投資その他の資産   

投資有価証券 16,247 13,871 

その他 4,102 4,816 

貸倒引当金 △32 △28 

投資その他の資産合計 20,316 18,659 

固定資産合計 60,407 57,821 

資産合計 130,151 126,824 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,965 2,354 

短期借入金 23,260 25,334 

未払法人税等 2,971 3,888 

返品調整引当金 18 12 

その他 11,606 12,296 

流動負債合計 39,823 43,885 

固定負債   

退職給付引当金 1,571 1,395 

その他 7,238 7,575 

固定負債合計 8,809 8,970 

負債合計 48,633 52,855 
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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 19,487 19,487 

資本剰余金 1,940 1,940 

利益剰余金 58,661 52,868 

自己株式 △381 △379 

株主資本合計 79,708 73,917 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 622 △1,129 

繰延ヘッジ損益 △310 △264 

土地再評価差額金 1,772 1,775 

為替換算調整勘定 △1,089 △1,106 

評価・換算差額等合計 994 △725 

少数株主持分 815 777 

純資産合計 81,517 73,968 

負債純資産合計 130,151 126,824 
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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 69,068 70,457 

売上原価 23,038 22,039 

売上総利益 46,030 48,417 

販売費及び一般管理費 32,849 32,747 

営業利益 13,180 15,669 

営業外収益   

受取利息 25 30 

受取配当金 374 333 

持分法による投資利益 － 9 

その他 299 187 

営業外収益合計 698 561 

営業外費用   

支払利息 432 271 

持分法による投資損失 24 － 

為替差損 － 116 

その他 193 113 

営業外費用合計 650 501 

経常利益 13,228 15,729 

特別利益   

固定資産売却益 － 0 

投資有価証券売却益 270 6 

関係会社売却益 1,350 － 

特別利益合計 1,620 7 

特別損失   

固定資産売却損 7 1 

固定資産除却損 209 91 

減損損失 398 － 

投資有価証券評価損 － 525 

工場リニューアル費用 772 － 

解体撤去費用 75 49 

特別損失合計 1,462 668 

税金等調整前四半期純利益 13,386 15,068 

法人税等 5,310 6,417 

少数株主利益 64 40 

四半期純利益 8,012 8,611 
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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 13,386 15,068 

減価償却費 2,425 2,382 

減損損失 398 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7 5 

受取利息及び受取配当金 △399 △364 

支払利息 432 271 

持分法による投資損益（△は益） 24 △9 

有形固定資産除売却損益（△は益） 217 93 

売上債権の増減額（△は増加） △2,764 △2,412 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,766 △2,082 

仕入債務の増減額（△は減少） △570 8 

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △270 △6 

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 525 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50 175 

関係会社株式売却損益（△は益） △1,350 － 

その他 △81 △1,200 

小計 9,624 12,455 

利息及び配当金の受取額 435 397 

利息の支払額 △464 △302 

法人税等の支払額 △5,902 △6,865 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,693 5,685 

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 △3,052 △3,939 

有形固定資産の売却による収入 492 0 

無形固定資産の取得による支出 △71 △16 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,015 △8 

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

503 29 

子会社株式の取得による支出 － △60 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

4,511 － 

貸付けによる支出 △4 △7 

貸付金の回収による収入 15 10 

定期預金の預入による支出 △2,509 △21 

定期預金の払戻による収入 120 11 

その他の支出 △199 △492 

その他の収入 246 204 

投資活動によるキャッシュ・フロー △961 △4,289 
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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) 

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 1,670 924 

短期借入金の返済による支出 △2,050 △990 

長期借入れによる収入 8 － 

長期借入金の返済による支出 △2,646 △2,030 

自己株式の取得による支出 △9 △2 

配当金の支払額 △2,039 △2,732 

その他 △157 △9 

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,223 △4,841 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △4 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,504 △3,450 

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 11,213 11,146 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 
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） 

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 66,301 2,766 69,068 ― 69,068

 (2)セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
― ― ― ― ―

計 66,301 2,766 69,068 ― 69,068

営業利益 13,178 1 13,180 ― 13,180

(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 当社連結子会社として家庭用品事業を営んでおりましたツムラ ライフサイエンス株式会社は、第２四半

期連結会計期間より子会社ではなくなり、連結の範囲から除外しております。これにより、当社グルー

プの事業は、第２四半期連結会計期間より医薬品事業の単一事業となっております。 

 

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） 
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。 
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【所在地別セグメント情報】 
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）及び当第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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が 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。 

 
【海外売上高】 

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）及び当第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） 

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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