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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におけるわが国経済は、平成 20 年以来の世界的な金融危機の影響による

大幅な景気の悪化に下げ止まりの兆しがみられ、後半においては、外需や製造業の回復を中心として、

一部景気の持ち直しの動きが見られたものの、デフレの進行や個人消費の冷え込み等を背景とした企業

収益の低迷、雇用環境の悪化等が見られ、依然として厳しい状況で推移しました。 

医薬品業界におきましては、引き続きジェネリック医薬品の使用促進策を中心とした政府による医療

費抑制策が推進されるほか、平成 21 年６月からは、ＯＴＣ医薬品をリスクにより３分類に再編した改

正薬事法が全面施行となっており、国内外において、医薬品市場の各分野における企業間の競争が激化

する厳しい状況となっております。 

このような状況のもと、当社グループは生産活動の充実を図りながら積極的な営業活動を展開いたし

ました。 

売上高の販売品目ごとには次のとおりであります。 

原薬では、政府による後発品使用促進策が推進される中、一部の既存品目に伸び悩みが見られたもの

の、平成 21 年度に新規収載された消化性潰瘍剤原薬の販売や既存の動脈硬化治療剤原薬、不整脈用剤

原薬及び止血剤原薬などの販売が比較的好調に推移し、売上高は 10,639 百万円となりました。 

製剤では、医療用医薬品において、国内大手医薬品メーカーからの製造受託が好調に推移したことに

加え、平成 21 年７月に新規薬価収載された自社開発の血圧降下剤や既存の抗パーキンソン剤などの販

売が比較的順調に推移しました。一方で、一般用医薬品においては、市場自体の伸び悩み等の影響を受

け、販売は全般的に低調に推移しました。これらの結果、製剤の売上高は 5,937 百万円となりました。 

健康食品他では、ヒアルロン酸含有食品、コエンザイムＱ10 含有食品及びラブレ菌含有食品などの販

売が堅調に推移し、売上高は 298 百万円となりました。 

これらの結果、当社グループとしての売上高は 16,875 百万円（前期比 7.0％増）となりました。 

営業利益につきましては、当第３四半期連結累計期間において昨年度（平成 20年 10 月）に竣工いた

しました当社第六製剤棟の減価償却費負担があったものの、運賃をはじめとした経費削減に取組んだ結

果、営業利益 1,242 百万円（前期比 14.2％増）となりました。 

    経常利益につきましては、支払利息の増加があったものの、為替差益の発生等により 1,148 百万円（前

期比 17.4％増）となりました。また、固定資産除却損及び投資有価証券評価損を計上したこと等によ

り、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は 666 百万円（前期比 24.3％増）となりました。  
 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
①財政状態 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 903 百万円増加し、27,256

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加 1,037 百万円、原材料及び貯蔵品の増加 453 百

万円があった一方で、有形固定資産の減少 482 百万円などがあったことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて 358 百万円増加し、19,997 百万円となりました。これは主に、短

期借入金の増加 1,216 百万円があった一方で、長期借入金の減少 904 百万円があったことによるもので

あります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて 544 百万円増加し、7,259 百万円となりました。これは主に、

利益剰余金の増加 559 百万円によるものであります。 

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末から 1.1 ポイント増加し、26.6％となっておりま

す。 

 

     ②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連

結会計年度末に比べ 1,129 百万円の増加となり、2,195 百万円となりました。 

当第３四半期連結累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） 

営業活動の結果得られた資金は 1,597 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益 1,130 百万円及び減価償却費 1,436 百万円の計上があったものの、たな卸資産の増加額 317 百万円

や法人税等の支払額 642 百万円があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 773 百万円となりました。これは主に、生産設備の拡充に伴う有形
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固定資産の取得による支出 779 百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

     財務活動の結果得られた資金は305百万円となりました。これは主に、短期借入金の純増加額1,216

百万円及び長期借入れによる収入 1,120 百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出 1,725

百万円、リース債務の返済による支出 211 百万円及び配当金の支払額 107 百万円があったことによる

ものであります。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 
当第３四半期連結累計期間までの業績はほぼ計画どおりに進捗しており、平成 22 年５月期の通期の

業績予想につきましては、平成 22 年３月 24 日公表の予想数値から変更はありません。 

 
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) 

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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しく変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して一般債権に係る貸倒見積高を算定して

おります。 

 

２．棚卸資産に係る会計処理 

四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末に係

る実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法としております。 

 

３．棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

４．有形固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定する方法によっております。 

 

５．法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差

異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績

予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法人税

等に含めて表示しております。 

 

(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 

１．四半期連結損益計算書 
前第３四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「為替差

益」は、営業外収益総額の 100 分の 20 を超えたため、当第３四半期連結累計期間では区分掲記するこ

ととしました。なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「為替差益」は

2,158 千円であります。 

 
２．四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて

表示しておりました「貸倒引当金の増減額」「賞与引当金の増減額」「返品調整引当金の増減額」は、当

第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第３四半期連結累計期間の「営業

活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「貸倒引当金の増減額」「賞与引当金の増減

額」「返品調整引当金の増減額」はそれぞれ 21,902 千円、68,168 千円、16,740 千円であります。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年2月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,199,953 1,162,902

受取手形及び売掛金 6,872,104 6,758,853

商品及び製品 1,219,888 1,159,899

仕掛品 1,169,060 1,364,997

原材料及び貯蔵品 1,027,107 573,581

その他 394,148 505,388

貸倒引当金 △95,309 △93,764

流動資産合計 12,786,954 11,431,859

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,566,406 6,979,094

機械装置及び運搬具（純額） 2,311,295 2,610,305

その他（純額） 3,389,543 3,160,655

有形固定資産合計 12,267,245 12,750,054

無形固定資産   

のれん 198 1,989

その他 173,904 155,303

無形固定資産合計 174,103 157,293

投資その他の資産   

投資有価証券 1,640,773 1,609,151

その他 457,198 475,408

貸倒引当金 △69,710 △70,378

投資その他の資産合計 2,028,261 2,014,180

固定資産合計 14,469,610 14,921,528

資産合計 27,256,564 26,353,388

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,819,270 2,981,151

短期借入金 3,790,000 2,574,000

1年内返済予定の長期借入金 2,290,423 1,991,295

未払法人税等 26,580 358,945

引当金 152,242 102,311

その他 3,401,972 2,781,291

流動負債合計 12,480,489 10,788,994

固定負債   

社債 180,000 448,980

長期借入金 5,108,646 6,013,378

退職給付引当金 407,712 442,052
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年2月28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５月31日) 

その他の引当金 11,912 10,750

負ののれん 5,886 8,136

その他 1,802,516 1,926,154

固定負債合計 7,516,674 8,849,452

負債合計 19,997,164 19,638,446

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,437,525 1,437,525

資本剰余金 1,323,715 1,323,715

利益剰余金 4,203,125 3,644,003

自己株式 △49 △49

株主資本合計 6,964,316 6,405,194

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 295,245 309,759

為替換算調整勘定 △160 △11

評価・換算差額等合計 295,084 309,747

純資産合計 7,259,400 6,714,942

負債純資産合計 27,256,564 26,353,388
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 15,772,858 16,875,839

売上原価 13,014,568 13,985,813

売上総利益 2,758,289 2,890,026

返品調整引当金繰入額 65,151 2,385

差引売上総利益 2,693,138 2,887,641

販売費及び一般管理費 1,604,536 1,644,760

営業利益 1,088,601 1,242,881

営業外収益   

受取利息 4,120 169

受取配当金 26,315 27,834

負ののれん償却額 2,250 2,250

為替差益 － 30,512

その他 43,981 39,066

営業外収益合計 76,668 99,833

営業外費用   

支払利息 141,418 170,921

その他 45,046 22,944

営業外費用合計 186,464 193,866

経常利益 978,804 1,148,848

特別利益   

投資有価証券売却益 8,992 1,223

貸倒引当金戻入額 5,531 820

固定資産売却益 17 41

補助金収入 － 66,666

保証債務戻入 7,804 －

特別利益合計 22,346 68,751

特別損失   

固定資産除却損 7,695 14,476

固定資産売却損 954 3,683

投資有価証券評価損 81,126 5,816

固定資産圧縮損 － 62,450

その他 7,825 251

特別損失合計 97,601 86,679

税金等調整前四半期純利益 903,549 1,130,920

法人税等 367,451 463,994

四半期純利益 536,098 666,925
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28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 903,549 1,130,920

減価償却費 1,198,457 1,436,364

のれん償却額 2,812 1,790

負ののれん償却額 △2,250 △2,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 796

賞与引当金の増減額（△は減少） － 73,292

返品調整引当金の増減額（△は減少） － △23,360

ゴルフ会員権評価損 4,775 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,774 △34,340

受取利息及び受取配当金 △30,436 △28,004

支払利息 125,725 170,921

売上債権の増減額（△は増加） △888,624 △138,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △338,814 △317,577

仕入債務の増減額（△は減少） △662,320 138,685

投資有価証券売却損益（△は益） △8,992 △1,051

投資有価証券評価損益（△は益） 81,126 5,816

保証債務の増減額(△は減少） △7,804 －

その他 58,656 △116,344

小計 417,084 2,296,958

利息及び配当金の受取額 30,526 28,149

利息の支払額 △129,383 △156,625

その他 △4,438 71,536

法人税等の支払額 △547,079 △642,596

営業活動によるキャッシュ・フロー △233,290 1,597,422

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 △2,602,773 △779,888

有価証券の取得による支出 △119,154 △62,804

有価証券の売却による収入 19,247 3,133

定期預金の払戻による収入 106,000 136,500

定期預金の預入による支出 △114,500 △44,500

無形固定資産の取得による支出 △24,178 △44,657

その他 △24,967 18,219

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,760,325 △773,996
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 341,000 1,216,000

長期借入れによる収入 2,530,000 1,120,000

長期借入金の返済による支出 △1,338,233 △1,725,603

社債の発行による収入 － 79,372

社債の償還による支出 △65,100 △65,100

配当金の支払額 △40,441 △107,779

リースバックによる収入 1,630,450 －

株式の発行による収入 995,676 －

リース債務の返済による支出 △61,333 △211,027

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,992,018 305,861

現金及び現金同等物に係る換算差額 △303 △237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 998,098 1,129,050

現金及び現金同等物の期首残高 905,426 1,066,402

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,903,525 2,195,453
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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) 

全セグメントの売上高の合計及び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 90％を超えているため、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。 

 

   (所在地別セグメント情報) 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が 90％超であるため、所在

地別セグメントの記載を省略しております。 

 

(海外売上高) 

海外売上高は、連結売上高の 10％未満であるため、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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