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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,218 △1.3 340 6.0 389 4.3 224 13.5
21年3月期 10,348 △3.9 321 △3.6 373 21.5 197 21.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 24.94 ― 2.8 3.3 3.3
21年3月期 21.93 ― 2.5 3.2 3.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  145百万円 21年3月期  135百万円

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 11,863 8,215 69.3 918.30
21年3月期 11,887 8,080 68.0 896.98

（参考） 自己資本   22年3月期  8,215百万円 21年3月期  8,080百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 365 △123 △72 3,545
21年3月期 265 984 △74 3,375

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 72 36.5 0.9
22年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 71 32.1 0.9

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 8.00 8.00 31.1

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

5,400 △1.3 320 △7.7 350 △8.9 190 △9.1 21.24

通期 10,500 2.8 390 14.5 430 10.3 230 2.5 25.71
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、15ページ「１株当たり情報」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 9,099,303株 21年3月期 9,099,303株

② 期末自己株式数 22年3月期  152,639株 21年3月期  90,924株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業
績等は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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１ 経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度のわが国経済は、一部に景気回復の兆しが見られたものの、企業収益の減少による雇用情勢及び所得環境

の悪化は依然として好転しておらず、節約志向や生活防衛意識の高まりから個人消費も低迷するなど、引き続き厳しい

状況で推移いたしました。 

医薬品業界におきましても、医療費抑制を目的とする医療制度が引き続き推進され、また一般用医薬品市場におきま

しても、市場の縮小が長期化し価格競争による市場環境が激化するなかで、依然として厳しい経営環境が続いておりま

す。 

このような状況のなか、当社は、重点品目に注力した営業活動や経営効率の向上に努めてまいりました。 

この結果、当事業年度の売上高は10,218百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は340百万円（前年同期比6.0％

増）、経常利益は389百万円（前年同期比4.3％増）、当期純利益は224百万円（前年同期比13.5％増）となりました。 

 

なお、部門別の状況は次の通りであります。 

（医療用医薬品部門） 

医療用医薬品は、主力の消化性潰瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」が、ほぼ横ばいで推移し、本年度発売し

ました広範囲経口抗菌剤「レボフロキサシン錠イセイ」をはじめとする後発医薬品は伸長しました。 

一方、バリウムＸ線造影剤は、内視鏡検査への移行による精密検査数や注腸検査数の減少による影響を受けたものの、

新規使用先の開拓等によりカバーし、ほぼ横ばいで推移しましたが、発泡剤は他社の新商品発売の影響で減少しました。 

医療機器は、内視鏡消毒装置「クリーントップＷＭ－Ｓ」の販売台数が減少したものの、内視鏡関連商品やメンテナ

ンス契約が伸長しました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は7,397百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 

（一般用医薬品部門） 

一般用医薬品は、夏の天候不順や新型インフルエンザ流行による風邪薬市場の停滞などの影響を受け、市場全体が冷

え込む結果となりました。 

なお、季節要因の影響を受けやすい風邪薬及び花粉関係商品の売れ行きが落ち込むなかで、主力商品の粉末「改源」

は店頭消化を中心とした営業活動と取引内容の改善を行うことで、前年比微増となりました。 

この結果、一般用医薬品部門の売上高は2,153百万円（前年同期比0.7％増）となりました。 

（健康食品部門） 

健康食品は、市場の冷え込み等逆風のなか、通販部門の強化のために顧客管理システムや定期購入誘導サービス等の

構築を進めるとともに、新規商品の開発にも傾注、努力しましたが、大幅な減少となりました。 

また、提携企業先とのコラボレーション戦略により上市を予定しておりました商品群が、審査基準の変更等により、

販売開始時期を延期せざるを得ない状況となりました。 

この結果、健康食品部門の売上高は668百万円（前年同期比21.5％減）となりました。 

② 次期の見通し 

翌事業年度の見通しにつきましては、景気の二番底の懸念が払拭されつつあるものの、雇用情勢の悪化や海外景気の

下振れ懸念、デフレや金融市場の影響など、楽観を許さない状況が続くものと予想されます。 

医薬品業界におきましても、少子高齢化や人口減少による需要の縮小に加え、医療用医薬品市場では、後発医薬品の

使用促進を目的とする医療制度等の影響を受け、また一般用医薬品市場では、消費者の節約志向や低価格志向が予想さ

れるなど、当社を取り巻く経営環境は、依然として厳しいものになるものと予想されます。 

このような状況のなか、当社競合品との優位性確保を図るとともに、店頭消化重視の営業活動を強化し、ブランドの

育成に努めるなど収益力向上のための経営改革を推進してまいります。 

なお、翌事業年度の業績予想は、売上高10,500百万円、営業利益390百万円、経常利益430百万円、当期純

利益230百万円を見込んでおります。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末における資産総額は、11,863百万円（前事業年度末11,887百万円）となり、前事業年度末に比べ24百万

円の減少となりました。主な要因は、現金及び預金で1年基準による長期預金の短期預金への振替による500百万円を除

いた純増169百万円と売掛金及び受取手形の225百万円の減少によるものであります。 

負債総額については、3,647百万円（前事業年度末3,807百万円）となり、前事業年度末に比べ159百万円の減少とな

りました。主な要因は、未払法人税等の90百万円の減少と退職給付引当金及び役員退職慰労引当金の43百万円の減少に

よるものであります。 

純資産については、8,215百万円（前事業年度末8,080百万円）となり、前事業年度末に比べ135百万円の増加となり

ました。これは主に利益剰余金の増加によるものであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物は、3,545百万円（前事業年度末3,375百万円）となり、前事業年度末に比べ

169百万円の増加となりました。 

なお、当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況と主な要因は以下の通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益のほか、売上債権の減少などから365百万円

の収入となり、前事業年度に比べ99百万円の収入の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出などから123

百万円の支出となり、前事業年度に比べ1,107百万円の支出の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより72百万円の支出となり、前事業年度

に比べ2百万円の支出の減少となりました。 

 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率 （％） 66.6 66.5 67.7 68.0 69.3

時価ベースの自己資本比率 （％） 49.6 34.3 28.4 26.7 25.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 （％） － － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ （倍） 1,212.3 1,424.9 584.7 941.3 1,881.5

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）算出に利用した数字のベース 

１ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

２ 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

３ 平成18年３月期より有利子負債がないため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率については、記載を省略してお

ります。 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、業績の向上と経営基盤の強化は勿論、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要政策の一つと位置づけてお

ります。 

当社の利益配分に関する基本方針は、各事業年度の業績、財務体質の強化、今後の事業戦略等を考慮して、安定かつ

継続的に年１回配当を行うことを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、成長性、収益性の高い

事業分野への投資と共に、既存事業の効率化、活性化のための投資及び人材育成のための教育投資として活用して参り

ます。自己株式の取得につきましても、株主の皆様に対する有効な利益還元の一つと考えており、株価の動向や財務状

況等を考慮しながら適切に対応してまいります。 

このような基本方針に基づき、当事業年度末の剰余金の配当につきましては、平成22年５月11日の取締役会決議によ

り、前事業年度と同額の１株につき８円と決議いたしました。また、翌事業年度の期末配当金につきましても、引き続

き１株につき８円を予定しております。 

 

 

２ 企業集団の状況 
最近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出)における｢事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」から

重要な変更がないため開示を省略しております。 

 

 

３ 経営方針 
（１）経営の基本方針 

当社は、創業以来８０年余の歴史を持つかぜ薬「改源」を始め、多くの医薬品を薬局、薬店を通じて販売し、長年に

亘り広く消費者に愛用されております。また、医療用医薬品の分野でも早期ガンの発見に大きな役割を果たす消化管Ｘ

線造影剤等を医療機関に供給し、高い評価を頂いております。その他、医療現場で重要性を増す医療機器の開発や、病

気にならないための健康体を目指す特定保健用食品の販売を通じ、存在価値のある企業を目指します。 

また、堺化学グループの一員として「グループの総合力を最大限に高め、社会のニーズにタイムリーに応える事業活

動を展開する。以て盤石な経営基盤を構築し、社会的貢献を希求する。」ことを実現するため幅広い事業活動を行って

おります。 

この経営理念を具現化するため、下記の５つの基本方針を定めて事業展開を行います。 

① 存在価値の高い会社を目指して､「売上拡大」と｢収益向上｣の両面作戦を展開する。 

② 必要な経営資源を『戦略分野』に効率的・選択的に集中投資する。 

③ 投資効率を高めて体質強化を実現し、盤石な経営基盤を構築する。 

④ 環境と調和した事業を推進し、社会に貢献する会社を構築する。 

⑤ 顧客・株主・社員の期待に応える誇りの持てる会社づくりを推進する。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、経営環境の変化に対し、柔軟に対応できる競争力を強化すると共に、継続的な利益体質の構築を目指し、売

上高及び株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を経営指標として取り組んでまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略 

医療費抑制策の継続、欧米製薬企業による攻勢激化ならびに後発医薬品の市場拡大など企業間競争の激化などにより、

経営環境はますます厳しさを増すことが予想されます。 

このような状況下、堺化学グループの一翼として「戦略分野」をさらに充実し、医療用医薬品分野、一般用医薬品分

野、医療機器分野、ヘルスケア関連分野を戦略分野と定め、限りある経営資源を選択的・効率的に集中投資する戦略を

推進し、以下のような取り組みを行います。 

① 医療用医薬品は、薬価引き下げにより厳しい市場環境となっておりますが、当社の得意とする消化器系関連分野

の商品開発に経営資源を投入し、競争力を高める商品開発に努めます。 

② 一般用医薬品は、かぜ薬「改源」や「改源かぜカプセル」を中心に顧客一人一人と強く結びつく積極的な店頭販

売キャンペーンを実施し、「改源」ブランドの浸透を図り、売上アップに繋げてまいります。 

③ 医療機器は、より生産効率を向上させる体制を整備し、電解酸性水を利用した独自商品の開発を育成いたします。 

④ 健康食品は、当社の特許商品であります機能性食品素材「ソルギン」を含んだ特定保健用食品を中心に新規販売

ルートの開拓育成に注力してまいります。 

また、新しい機能性食品素材の研究開発を進めます。 
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（４）対処すべき課題 

経営環境の厳しさが、急激に増すなかで、収益基盤の強化を図り、環境に左右されない強固な企業体質を構築するた

め、以下の施策に取り組んでまいります。 

① 顧客第一主義に基づき、顧客の要望や依頼に組織をあげて取り組む。 

② 他社と差別化できる高付加価値商品を積極的に開発する。 

③ 財務体質を強化するため、総資産の圧縮、剰余金の拡充に努める。 

④ さらなる経費節減を断行し、利益率を向上させる。 

⑤ モチベーションの高揚を図り、従業員の団結力を一段と推進する。 

以上に基づく具体的諸施策を講じ、株主・顧客の満足度の向上に努力してゆく所存であります。 

 

（５）内部管理体制の整備・運用状況 

株式会社大阪証券取引所へ提出しております、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関

する基本的な考え方及びその整備状況」に記載のとおりです。 

なお、同報告書は、同証券取引所ホームページに開示されております。 

 

（６）その他経営上重要な事項 

該当事項はありません。
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,375,541 4,045,125

受取手形 864,860 726,478

売掛金 3,447,101 3,359,902

商品及び製品 488,621 504,949

原材料及び貯蔵品 132,301 122,506

前払費用 10,140 10,047

繰延税金資産 113,299 94,300

その他 1,995 642

貸倒引当金 △10,000 △10,000

流動資産合計 8,423,861 8,853,952

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,750,171 1,777,627

減価償却累計額 △1,182,294 △1,216,840

建物（純額） 567,877 560,786

構築物 29,060 29,350

減価償却累計額 △24,869 △25,553

構築物（純額） 4,191 3,796

車両運搬具 2,781 2,781

減価償却累計額 △2,697 △2,725

車両運搬具（純額） 83 55

工具、器具及び備品 383,945 452,451

減価償却累計額 △355,297 △378,404

工具、器具及び備品（純額） 28,647 74,047

土地 1,785,941 1,785,941

有形固定資産合計 2,386,741 2,424,627

無形固定資産   

ソフトウエア － 20,023

無形固定資産合計 － 20,023

投資その他の資産   

投資有価証券 155,362 163,293

関係会社株式 132,250 132,250

長期預金 500,000 －

破産更生債権等 19,528 9,049

長期前払費用 1,919 2,164

繰延税金資産 229,590 210,189

差入保証金 26,450 26,450

その他 31,576 30,405

貸倒引当金 △19,528 △9,049

投資その他の資産合計 1,077,148 564,752

固定資産合計 3,463,889 3,009,404

資産合計 11,887,751 11,863,356
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,094,845 2,079,360

未払金 7,710 27,300

未払消費税等 24,461 8,985

未払費用 566,832 562,932

未払法人税等 131,382 40,660

預り金 13,381 10,076

前受収益 357 357

賞与引当金 171,000 169,000

役員賞与引当金 16,000 16,000

返品調整引当金 15,000 10,000

売上値引引当金 26,854 24,939

流動負債合計 3,067,826 2,949,612

固定負債   

退職給付引当金 634,915 617,032

役員退職慰労引当金 60,330 35,160

長期預り保証金 44,352 45,852

固定負債合計 739,597 698,044

負債合計 3,807,424 3,647,656

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,364,609 2,364,609

資本剰余金   

資本準備金 2,113,414 2,113,414

資本剰余金合計 2,113,414 2,113,414

利益剰余金   

利益準備金 167,000 167,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 69,574 69,574

別途積立金 3,035,000 3,035,000

繰越利益剰余金 334,315 486,638

利益剰余金合計 3,605,889 3,758,212

自己株式 △42,199 △63,441

株主資本合計 8,041,713 8,172,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,613 42,904

評価・換算差額等合計 38,613 42,904

純資産合計 8,080,327 8,215,699

負債純資産合計 11,887,751 11,863,356
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

商品売上高 9,359,247 9,215,908

製品売上高 965,002 1,002,721

賃貸収入 23,775 －

売上高合計 10,348,024 10,218,630

売上原価   

商品期首たな卸高 488,679 461,746

製品期首たな卸高 24,356 26,874

当期商品仕入高 5,783,629 5,764,829

当期製品製造原価 612,467 605,567

合計 6,909,133 6,859,017

他勘定振替高 239,042 205,391

商品期末たな卸高 461,746 491,985

製品期末たな卸高 26,874 12,964

商品及び製品売上原価 6,181,469 6,148,676

賃貸原価 14,383 －

売上原価合計 6,195,853 6,148,676

売上総利益 4,152,171 4,069,954

返品調整引当金戻入額 15,000 5,000

差引売上総利益 4,167,171 4,074,954

販売費及び一般管理費   

販売促進費 540,863 541,360

運賃諸掛 238,534 245,467

広告宣伝費 320,504 296,254

貸倒引当金繰入額 19,152 5,801

給料及び手当 916,438 911,283

役員賞与引当金繰入額 16,000 16,000

賞与 180,167 180,964

賞与引当金繰入額 165,699 162,578

役員退職慰労引当金繰入額 13,185 11,230

退職給付引当金繰入額 113,024 44,002

福利厚生費 234,396 225,344

旅費及び交通費 184,048 178,006

減価償却費 41,082 49,710

その他 862,766 866,339

販売費及び一般管理費合計 3,845,863 3,734,343

営業利益 321,308 340,610
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 22,452 9,692

受取配当金 26,456 30,911

受取賃貸料 4,853 9,535

受取保険金 12,000 －

雑収入 7,413 5,580

営業外収益合計 73,175 55,720

営業外費用   

支払利息 282 194

寄付金 9,301 5,498

会員権評価損 6,100 －

雑損失 5,008 729

営業外費用合計 20,691 6,422

経常利益 373,792 389,909

税引前当期純利益 373,792 389,909

法人税、住民税及び事業税 191,000 130,100

法人税等調整額 △14,841 35,418

法人税等合計 176,158 165,518

当期純利益 197,634 224,390
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,364,609 2,364,609

当期末残高 2,364,609 2,364,609

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,113,414 2,113,414

当期末残高 2,113,414 2,113,414

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 167,000 167,000

当期末残高 167,000 167,000

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 69,574 69,574

当期末残高 69,574 69,574

別途積立金   

前期末残高 3,035,000 3,035,000

当期末残高 3,035,000 3,035,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 208,818 334,315

当期変動額   

剰余金の配当 △72,138 △72,067

当期純利益 197,634 224,390

当期変動額合計 125,496 152,323

当期末残高 334,315 486,638

利益剰余金合計   

前期末残高 3,480,393 3,605,889

当期変動額   

剰余金の配当 △72,138 △72,067

当期純利益 197,634 224,390

当期変動額合計 125,496 152,323

当期末残高 3,605,889 3,758,212

自己株式   

前期末残高 △39,067 △42,199

当期変動額   

自己株式の取得 △3,132 △21,241

当期変動額合計 △3,132 △21,241

当期末残高 △42,199 △63,441
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 7,919,349 8,041,713

当期変動額   

剰余金の配当 △72,138 △72,067

当期純利益 197,634 224,390

自己株式の取得 △3,132 △21,241

当期変動額合計 122,363 131,082

当期末残高 8,041,713 8,172,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 93,424 38,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,810 4,290

当期変動額合計 △54,810 4,290

当期末残高 38,613 42,904

純資産合計   

前期末残高 8,012,773 8,080,327

当期変動額   

剰余金の配当 △72,138 △72,067

当期純利益 197,634 224,390

自己株式の取得 △3,132 △21,241

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △54,810 4,290

当期変動額合計 67,553 135,372

当期末残高 8,080,327 8,215,699
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 373,792 389,909

減価償却費 74,015 63,444

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42,679 △17,883

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,345 △25,170

その他の引当金の増減額（△は減少） 10,950 △19,394

受取利息及び受取配当金 △48,909 △40,604

支払利息 282 194

有形固定資産売却損益（△は益） － △10

有形固定資産除却損 788 66

売上債権の増減額（△は増加） △3,552 236,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,756 △6,533

仕入債務の増減額（△は減少） △107,903 △15,485

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,745 △15,475

その他 △45,290 △222

小計 321,700 548,894

利息及び配当金の受取額 49,000 40,658

利息の支払額 △282 △194

法人税等の支払額 △104,718 △224,320

営業活動によるキャッシュ・フロー 265,700 365,037

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 1,000,000 －

有形固定資産の取得による支出 △18,445 △100,659

有形固定資産の売却による収入 － 10

無形固定資産の取得による支出 － △21,824

投資有価証券の取得による支出 △673 △659

貸付けによる支出 △1,400,000 △1,400,000

貸付金の回収による収入 1,400,260 1,400,000

その他 3,503 73

投資活動によるキャッシュ・フロー 984,644 △123,059

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △3,132 △711

配当金の支払額 △71,482 △71,682

財務活動によるキャッシュ・フロー △74,615 △72,394

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） 1,175,729 169,584

現金及び現金同等物の期首残高 2,199,812 3,375,541

現金及び現金同等物の期末残高 3,375,541 3,545,125
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(5) 継続企業の前提に関する注記 
    該当事項はありません。 

 

重要な会計方針 

近の有価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略してお

ります。 

 

表示方法の変更 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

（損益計算書関係） 

ＸＢＲＬの導入に伴い、他社との比較の容易性及び明瞭表示

の観点から、科目表示の見直しを行いました。 

前事業年度 当事業年度 

科 目 科 目 金 額 

販売費及び一般管理費   

 リース料 その他 102,214千円

 地代家賃 その他 69,648千円

 車両費 その他 68,588千円

 役員報酬 その他 71,102千円

 交際費 その他 44,482千円

 通信費 その他 58,982千円

 事務用消耗品費 その他 52,341千円

 会議費 その他 27,355千円

 租税公課 その他 41,705千円

 研究開発費 その他 60,903千円

営業外収益  

 保険配当金 その他 1,781千円

  

―――――― 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度において営業活動によるキャッシュ・フローで区

分掲記しておりました「外形標準課税」（当事業年度17,000

千円）は、金額の重要性が乏しいため、当事業年度より営業

活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ております。 

―――――― 

 

持分法損益等 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

関連会社に対する投資の金額 122,250千円 関連会社に対する投資の金額 122,250千円

持分法を適用した場合の投資の金額 2,372,997千円 持分法を適用した場合の投資の金額 2,490,689千円

持分法を適用した場合の投資利益の金額 135,668千円 持分法を適用した場合の投資利益の金額 145,798千円
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１株当たり情報 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 896.98円

１株当たり当期純利益金額 21.93円 

１株当たり純資産額 918.30円

１株当たり当期純利益金額 24.94円 
（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

   ２ 算定上の基礎は、以下の通りであります。 

   （１）１株当たり純資産額 

 前事業年度 

（平成21年３月31日） 

当事業年度 

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額 8,080,327千円 8,215,699千円

普通株式に係る純資産の額 8,080,327千円 8,215,699千円

普通株式の発行済株式数 9,099,303株 9,099,303株

普通株式の自己株式数 90,924株 152,639株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 9,008,379株 8,946,664株

   （２）１株当たり当期純利益金額 

 前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日） 

当期純利益 197,634千円 224,390千円

普通株式に係る当期純利益 197,634千円 224,390千円

普通株式の期中平均株式数 9,012,749株 8,998,503株

 

 

（開示の省略） 
 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる注記事項については、開示を省略しております。 
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５ その他 

（１）役員の異動（平成22年６月25日予定） 

 

１ 取締役の異動 

 

   ①新任取締役候補 

       なかぎり のぶお 

       中 桐 信 夫（現 マーケティング部長） 

 

   ②退任予定取締役 

       ひぐち  しげはる 

       樋 口 茂 治（相談役に就任予定） 

 

 

２ 監査役の異動 

 

   ①新任監査役候補 

           いいり  こういち 

           井 入 宏 一（現 監査室長） 

 

   ②退任予定監査役 

           いちかわ しんじ 

           市 川 進 二 
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（２）生産、受注及び販売の状況 

１ 生産実績 
(単位：千円） 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医療機器 939,327 918,649 △20,677

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

２ 商品仕入実績 
（単位：千円） 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医薬品 

  消化器に作用する薬剤 1,353,155 1,347,620 △5,534

  診断用薬 2,237,005 2,222,308 △14,696

 小計 3,590,160 3,569,929 △20,231

 医療機器 252,625 247,930 △4,694

 その他 214,109 210,076 △4,033

 計 4,056,895 4,027,936 △28,958

一般用医薬品部門 

 医薬品 

  神経系、呼吸器系及び循環器系

に作用する薬剤 
866,005 933,068 67,062

  消化器に作用する薬剤 79,589 89,711 10,121

  保健栄養強壮剤 26,694 22,931 △3,762

  その他 88,952 94,355 5,403

 小計 1,061,242 1,140,068 78,825

 医薬部外品 1,995 1,123 △872

 その他 104,737 139,908 35,170

 計 1,167,976 1,281,099 113,123

健康食品部門 558,757 455,792 △102,964

合計 5,783,629 5,764,829 △18,800

（注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ３ 商品仕入合計額のうち、堺化学工業㈱より次の通り仕入れております。 

 前事業年度 当事業年度 

 3,949,028千円 3,909,798千円
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３ 販売実績 
（単位：千円） 

事業部門 

前事業年度 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日）

当事業年度 

（自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日）

増 減 
（△は減少） 

医療用医薬品部門 

 医薬品 

  消化器に作用する薬剤 2,274,190 2,323,920 49,730

  診断用薬 3,485,962 3,458,306 △27,656

 小計 5,760,152 5,782,227 22,074

 医療機器 1,311,584 1,358,450 46,865

 その他 263,956 256,432 △7,523

 計 7,335,693 7,397,109 61,416

一般用医薬品部門 

 医薬品 

  神経系、呼吸器系及び循環器系

に作用する薬剤 
1,714,300 1,699,823 △14,477

  消化器に作用する薬剤 96,230 118,652 22,422

  保健栄養強壮剤 38,695 34,185 △4,509

  その他 137,524 125,486 △12,038

 小計 1,986,750 1,978,148 △8,602

 医薬部外品 3,884 1,793 △2,090

 その他 146,766 173,431 26,665

 計 2,137,401 2,153,373 15,972

健康食品部門 851,154 668,146 △183,008

賃貸収入 23,775 － △23,775

合計 10,348,024 10,218,630 △129,394

（注）１ 総販売実績に対し、10％以上に該当する販売先はありません。 

   ２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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