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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 90,933 1.0 18,938 14.9 19,071 14.7 10,704 △0.7

21年3月期 90,016 △5.0 16,483 4.2 16,622 8.9 10,777 17.9

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 151.77 ― 13.7 14.6 20.8
21年3月期 152.80 ― 14.9 12.7 18.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  7百万円 21年3月期  △6百万円

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 134,697 83,752 61.5 1,175.04
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  82,872百万円 21年3月期  73,191百万円

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 12,019 △6,155 △5,085 15,381
21年3月期 10,634 △3,341 △6,354 14,596

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
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ― 17.00 ― 17.00 34.00 2,398 22.3 3.3
22年3月期 ― 23.00 ― 23.00 46.00 3,244 30.3 4.2

23年3月期 
（予想）

― 26.00 ― 26.00 52.00 31.9

3.  23年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

45,300 1.7 9,000 0.4 9,100 2.8 5,300 3.7 75.15

通期 93,100 2.4 19,600 3.5 19,800 3.8 11,500 7.4 163.06

－1－



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、42ページ「1株当たり情報」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 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  243,941株 21年3月期  242,924株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 88,349 4.3 18,798 18.8 19,044 18.2 10,912 △4.2

21年3月期 84,674 6.4 15,817 6.7 16,107 10.9 11,393 31.1

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
円 銭 円 銭

22年3月期 154.73 ―

21年3月期 161.54 ―

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 133,399 83,763 62.8 1,187.67
21年3月期 125,413 74,020 59.0 1,049.51

（参考） 自己資本 22年3月期  83,763百万円 21年3月期  74,020百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（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）

※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、5ページをご参照ください。 

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

44,100 1.9 8,700 △2.1 9,000 1.4 5,300 1.6 75.15

通期 90,500 2.4 19,000 1.1 19,500 2.4 11,500 5.4 163.06

－2－



 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

(単位:百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 22 年３月期 

(増減額) 

(増減率) 

90,933 

(916)

(1.0％)

18,938 

(2,455)

(14.9％)

19,071 

(2,449)

(14.7％)

10,704  

(△72) 

(△0.7％) 

平成 21 年３月期 

(増減額) 

(増減率) 

90,016 

(△4,782)

(△5.0％)

16,483 

(663)

(4.2％)

16,622 

(1,364)

(8.9％)

10,777  

(1,637) 

(17.9％) 

 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、リーマン・ショック以降の急激な需要減少と生産縮小の影

響が残る中、対外経済環境の改善や各種経済対策の効果によって、輸出や生産が持ち直し、個人消費が

下げ止まりを見せるなど、期前半には危機的な状況を脱し、景気は緩やかな持ち直しに転じました。 

国内医薬品業界におきましては、医療費抑制策の継続基調が変わらない中、第４四半期連結会計期間

には本年４月の薬価改定による市場の萎縮が見られるなど、厳しい環境下で推移いたしました。 

このような状況のもと、昨年１１月、政府・行政刷新会議のワーキンググループは「事業仕分け」に

おいて、「市販品類似薬を保険外」とする方向性を示し、範囲については今後も十分な議論が必要との

取り纏めコメントがありながら、「見直し」の結論を出し、医療用漢方製剤がその俎上に載ることにな

りました。 

結果的には、日本東洋医学会を中心とする４団体から、保険適用の維持を求める要望書と合計９２万

人に及ぶ署名簿が厚生労働省に提出されたことなどもあって、医療用漢方製剤は引き続き保険適用され

ることになりました。 

このことは、医療現場において漢方薬が治療薬として認知され、患者様や医療に携わる皆様から強い

支持を得ていることの証であると考えております。 

また、昨今のような先行き不透明な状況にあっても、当社が、常に活動の原点に立ち返り、「漢方医

学の確立」や「育薬の推進」などの重点施策を着実に推進してきた成果であるとも考えております。 

それら取り組みの結果として、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８８処方が前連結会計年度の売上高を上回りました。特に、育薬処方である「大建中湯」「六君子

湯」「抑肝散」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連結会計年度に比べ１９.８％伸長し、医療用漢方製剤

全体の売上増加に牽引的な役割を果たしております。 

 

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ１.０％増の９０９億３千３百万円となりました。

主力の医療用漢方製剤（１２９処方）の売上高は、引き続き堅調に推移し、前連結会計年度と比べて６.

０％増の８３７億８千２百万円となりました。 

また、医療用漢方製剤の売上増に比べて、連結売上高が微増にとどまっているのは、前連結会計年度

に、ツムラ ライフサイエンス株式会社の株式を譲渡したこと、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。 
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当連結会計年度におきましては、医療用漢方製剤が数量ベースで８.２％伸長したことや、全社をあげ

て業務の効率化に取り組んでまいりました結果、売上原価率は前連結会計年度に比べ０.９ポイント低減

しました。 

また、販売費及び一般管理費につきましては、経費の効率化に努めた結果、売上高販管費率が前連結

会計年度に比べ１.６ポイント改善しました。 

 

これらの結果、営業利益は前連結会計年度に比べ１４.９％増の１８９億３千８百万円となりました。

営業利益率は、２０.８％と前連結会計年度の営業利益率１８.３％から２.５ポイント上昇し、漢方に特

化した成果が着実に表れております。 

経常利益は、前連結会計年度に比べ１４.７％増の１９０億７千１百万円となりました。また、当期純

利益は、前連結会計年度に比べ０.７％減の１０７億４百万円となりました。前連結会計年度に比べて当

期純利益が若干減少しているのは、前連結会計年度において、連結子会社の売却およびアスタットの製

造販売権の譲渡による特別利益を計上したことによる影響であります。 

なお、営業利益、経常利益は、ともに過去 高益となっております。 
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（次期の見通し） 

平成２３年３月期の業績予想につきましては、薬価引き下げの影響がありますが、医療用漢方製剤の

売上数量の増加およびさらなる経費効率化に努めることにより、売上高９３１億円、営業利益１９６億

円、経常利益１９８億円、当期純利益１１５億円を見込んでおります。 

 （単位:百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

平成 23 年３月期 

(増減率) 

93,100 

   （2.4％)

19,600 

  （3.5％)

19,800  

  （3.8％) 

11,500 

   （7.4％)

 

当社は、「漢方医学の確立」を目指した活動や「育薬の推進」、情報提供活動に全力をあげて取り組

むことにより、医療に貢献するとともに市場拡大を推し進めてまいります。 

また、物流体制の見直しや生産設備の増強等、効率的な投資を実現させることにより、収益力を向上

してまいります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における総資産は、たな卸資産の増加、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７８億７千３百万円増加し、１,３４６億９千７百万円となりました。 

 当連結会計年度末における負債は、借入金の返済等により前連結会計年度末に比べて１９億１千１百

万円減少し、５０９億４千４百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて９７億８千４百万円増加し、８３７億５千２百万円となり、自

己資本比率は３．８ポイント上昇して６１．５％となりました。 

 

当社グループの主たる財源である営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前

当期純利益等により１２０億１千９百万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、６１

億５千５百万円の支出となりました。なお、前連結会計年度に比べて支出が増加した主な要因は、前連

結会計年度において連結子会社の売却による収入があったためであります。 

 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５０億８千５百万円の支出となりました。 

これらの結果、当連結会計年度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７億８

千５百万円増加し、１５３億８千１百万円となりました。 
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（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（％） 40.4 47.7 53.0 57.7 61.5

時価ベースの自己資本比率（％） 161.8 136.5 129.7 141.8 142.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 3.3 2.8 5.5 2.4 1.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 9.7 10.1 7.6 18.3 32.0

（注） 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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※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。 

※営業キャッシュ･フローは、連結キャッシュ･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、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

※利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社では、株主様に対する利益還元を会社の重要な政策と考え、今後も事業の継続的な成長を目指し、

設備投資や毎期の業績、配当性向等を踏まえ、増配を基調に安定配当を実施していくことを基本として

います。 

当期の期末配当金は、平成２１年１１月１１日発表のとおり、前期より６円増配の１株当たり２３円

を予定しております。この結果、中間配当金１株当たり２３円を含めました年間の配当金は、前期より

１２円増配の１株当たり４６円とさせていただくことを予定しております。 

なお、次期年間配当金は、中間配当金及び期末配当金ともに１株当たり２６円を予定しており、年間

配当金は当期より１株当たり６円増配の５２円とさせていただくことを予定しております。 
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２．企業集団の状況 

(1)事業の内容 

当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る各社の位置付けは次のとおりであ

ります。 

 

医薬品事業 

医療用医薬品及び一般用医薬品を連結財務諸表提出会社（以下当社という）が製造・販売して

おります。 

連結子会社の深セン津村薬業有限公司は、主に医薬品の原料である生薬の調達・選別加工を行

い、当社及び連結子会社の上海津村製薬有限公司に販売しております。 

連結子会社の上海津村製薬有限公司は、主に漢方エキス粉末の生産を行い、当社に販売してお

ります。 

持分法適用関連会社の四川川村中薬材有限公司は、主に医薬品の原料である生薬を調達・選別

し、当社に販売しております。 

連結子会社の株式会社クリエイティブサービスは、調剤薬局の経営を行い、当社は漢方製剤を

同社へ供給販売しております。 

連結子会社のTSUMURA USA, INC.は、米国において、医薬品の開発業務を行っております。 

連結子会社の株式会社ロジテムツムラは、当社グループを中心とする物流業務を行っておりま

す。 
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(2)事業の系統図 

事業の系統図は次のとおりであります。 

医 薬 品 事 業 

国  内 海  外 

  
      

 ＜販売＞   ＜製造・販売＞  

 ●㈱クリエイティブサービス ← ← ● 上 海 津 村 製 薬 有 限 公 司  

      

      

    ＜原材料調達・選別加工・保管＞  

 ＜運送・保管＞  ← ● 深 セ ン 津 村 薬 業 有 限 公 司  

 ● ㈱ ロ ジ テ ム ツ ム ラ →    

   △ 四 川 川 村 中 薬 材 有 限 公 司  

   非 連 結 子 会 社 ３ 社  

   
←

持分法非適用関連会社１社  

 ＜原材料調達＞     

 非 連 結 子 会 社 １ 社 →    

      

      

    ＜医薬品開発＞  

   ← ● T S U M U R A  U S A ,  I N C .  

   

 

株 

式 

会 
社 

 

ツ 

ム 

ラ 

   

  

 

 

→ 原材料・製品・商品・サービスの流れ 
 
●：連結子会社 
 
△：持分法適用関連会社 
 
 
（注）非連結子会社２社及び持分法非適用関連会社１社については、小規模であるため表示しておりま

せん。 
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(3)関係会社の状況 

名称 住所 
資本金又は

出資金 

主要な事業の

内容 

議決権の

所有割合
関係内容 

(連結子会社) 

株式会社ロジテムツムラ 

 

静岡県 

藤枝市 

百万円

250
医薬品事業 

％

100.0

当社製品の運送及び保管 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

       その他  ･･･有 

株式会社 

クリエイティブサービス 

東京都 

千代田区 

百万円

98
医薬品事業 

100.0

当社製品を販売 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

       その他 ･･･有 

深セン津村薬業有限公司 

※２ 

中国 

深セン市 

米ドル

34,990,000
医薬品事業 100.0

当社原料の調達・選別加工及び保管 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

上海津村製薬有限公司 

※２ 

中国 

上海市 

米ドル

20,700,000
医薬品事業 63.0

当社向け漢方エキス粉末の製造及び販売 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

TSUMURA USA,INC. 
米国 

カリフォルニア州 

米ドル

1,261,328
医薬品事業 100.0

米国における医薬品開発 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

(持分法適用関連会社) 

四川川村中薬材有限公司 

中国 

四川省 

米ドル

8,739,985
医薬品事業 26.0

当社原料の調達・選別 

役員の兼任等 兼務役員･･･有 

 

(注） １．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  ※２．深セン津村薬業有限公司及び上海津村製薬有限公司は、特定子会社であります。 

   ３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

   ４．関係内容の役員の兼任等における「その他」とは、当社からの出向・転籍者を表しております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「自然と健康を科学する」という経営理念の下、「漢方医学と西洋医学の融合により世界で

類のない 高の医療提供に貢献する」ことを目標として掲げています。 

この目標を実現するため、「漢方・生薬」への重点化と集中化を進め、漢方メーカーであることの独

自性を 大限に活かし、医療の分野で確固とした地位を築いてまいります。 

当社は昨年５月、漢方・生薬事業を通じ、「社会や人々のお役に立てる企業」「人に優しい企業」で

あることを、当社が事業を行ううえでの基本基調といたしました。 

自然の恵みである生薬の栽培を起点とした循環型事業サイクルの確立を目指す企業として、自然環境

や地域社会との共生に経営の重点を置くことはもちろん、障がい者の方々をさらに積極的に雇用させて

いただき、より働きやすい職場環境を提供してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

平成２２年５月１３日（本日）開示しました「中期経営計画（連結）の修正について」の内容と同様

のため記載を省略いたします。 

当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.tsumura.co.jp/kaisha/release/index.htm 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

（３）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

当社は、「漢方医学と西洋医学の融合により世界で類のない 高の医療提供に貢献する」ことを目標

としております。 

当社は医療用漢方製剤を通じて、この理想的な医療の実現に向けて貢献してまいりたいと考えており、

そのために６つの具体的な活動目標を設定し、その実現に向けて着実に前進しております。 

 

①漢方医学の確立 

当社は、全国８０の大学医学部・医科大学において漢方医学の講義履修が必修化されること、漢方医

学の教育ができる講師を育成するプログラムが実施されること、臨床研修を目的とする漢方外来がすべ

ての大学病院に設置されること、その結果として医師国家試験に漢方医学の問題が採択されることが、

「漢方医学の確立」につながると考えております。 

現在では、８コマ以上の漢方医学の講義履修が必修化されているのは全８０大学中７６大学、漢方医

学の講師育成制度（FD：Faculty Development）が実施されているのは７９大学、さらに、漢方外来の設

置も７８大学となっており、「漢方医学の確立」へ向けて着実に前進していると考えております。 
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②育薬の推進 

当社は、近年の疾病構造を見据え、医療ニーズの高い領域において新薬治療では難渋している疾患で、

医療用漢方製剤が特異的に効果を発揮する疾患に的を絞り、エビデンスを確立するために継続して育薬

推進活動を展開してまいりました。 

「育薬」では、質の高いデータを集めるために、各領域の専門医師が研究を実施しています。専門医

師による基礎・臨床データ、また、当社研究所における基礎データを収集することにより、エビデンス

の確立を進めております。 

「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」の３処方につきましては、各種臨床研究とその効果を裏付ける

基礎研究が進み、着実にエビデンスが確立されつつあり、売上も伸長し続けております。 

２００９年、新たな育薬処方として、「牛車腎気丸」および「半夏瀉心湯」を追加いたしました。そ

れぞれ、がん化学療法に伴う副作用（しびれ、下痢・口内炎などの症状）の軽減を目的として積極的な

育薬推進活動を展開してまいります。 

 

③漢方の国際化 

当社は、｢ＴＵ－１００(大建中湯)｣の米国における医療用医薬品としての承認取得を目的に、臨床試

験を計画・推進しております。 

FDA（米国食品医薬品局）は２００４年に「植物薬ガイダンス」を発表しており、そのガイダンスにし

たがい、当社は、２００５年度に大建中湯の開発を開始いたしました。 

２００８年度に、手術後のイレウス改善を対象とした大建中湯の忍容性試験を終了し、術後患者にお

ける安全性と服薬性には問題が無いことが確認されております。 

また、２００９年度には、米国メイヨー・クリニックにおいて、健常人を対象とした臨床薬理試験を

行いました。２０１０年度は、患者様を対象とした臨床薬理試験を予定しております。 

さらに、大建中湯の客観的な安全性情報を明らかにするため、日本国内におきまして、２０１０年度

より使用成績調査（副作用の発生状況の把握）を開始いたしました。 

大建中湯の開発につきましては、「育薬」との連携により、日本国内における基礎・臨床の 新のデ

ータを米国の臨床試験の手続きに連携させる体制を整え、より効率的な開発体制を構築してまいります。  

なお、現時点におきまして、大建中湯の米国上市時期は２０１７年度頃を目指しております。 
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④生産能力の増強と品質管理体制の充実 

当社は、医療用漢方製剤の長期的な需要予測をもとに、エキス粉末から顆粒・製品の製造にわたる生

産能力の増強とその時期、また、それぞれの工程における人材育成・要員確保などの計画を立てており

ます。 

新規の生産設備計画は、２０１１年度稼動予定の茨城工場・エキス粉末製造工程の増設、２０１３年

度稼動予定の上海津村製薬有限公司・エキス粉末製造工程の増設、これに付随して、各工場における顆

粒・製品製造工程の増設を計画しております。引き続き、漢方製剤の安定供給体制を維持すべく、茨城、

静岡、上海の三拠点におきまして、計画的、段階的に設備を増強していく方針です。 

品質管理業務に関しては、当社は２００８年度に「分析センター」を設立し、石岡センターおよび静

岡・茨城両工場に分散していた残留農薬と微生物の検査を一元化いたしました。その結果、日本産の生

薬、エキスおよび製剤については「分析センター」で、中国産の生薬については深セン津村薬業有限公

司で品質試験を実施しております。 

また、「分析センター」においては、重金属の新しい試験方法を確立し、管理しております。 

「分析センター」では、すべての品質管理試験の改良研究を行なうとともに、ツムラグループの中核

として品質管理体制の統一、充実を図ってまいります。 

 

⑤安全な生薬の安定確保 

当社は、安全な生薬を安定的に確保するために、医療用漢方製剤の長期的な需要予測に基づき、国内

外での生薬栽培地の拡大、生薬保管倉庫の増設などについて中長期的な計画を立案しております。 

また、当社は２０１０年４月に、「株式会社ツムラ生薬生産の管理に関する基準（以下、ツムラ生薬

GACP*）」を制定いたしました。 

ツムラ生薬GACPは、従来より進めておりました「生薬トレーサビリティ体制の確立」や「生薬生産標

準書に基づく栽培管理の強化」などの施策に、管理規則や監査規則を加えて総合的に体系化した当社独

自の基準です。これにより当社は、安全で安心できる原料生薬の安定確保の基盤を、さらに強化してま

いります。 

＊GACP：Good Agricultural and Collection Practices  

 

当社は、原料生薬の約８０％を中華人民共和国（以下、中国）から輸入しております。中国において

は、安全な原料生薬を調達するために、生産地の特定と地域ごとの徹底した品質管理に取り組んでおり

ます。中国各地にある当社のグループ会社を通じて、生産農家への栽培指導や生薬の買付けを行うとと

もに、安定確保のため長期契約栽培の拡大を継続して進めております。 

また、原料生薬の約１５％は日本で生産されており、国内には５ヶ所の栽培拠点（北海道・岩手県・

群馬県・和歌山県・高知県）があります。しかし、原料生薬の需要増加に伴い、中国に加えて日本にお

いても生薬の栽培拡大を図る必要があり、２００９年７月、北海道における新たな生産拠点として、株

式会社夕張ツムラを設立いたしました。 

一方、僅かではありますが中国・日本以外から調達している生薬があります。それらはいずれもトレ

ースが難しいため、ラオス人民民主共和国において、現地法人をつくり自社栽培することとしました。 

２０１０年２月には、「LAO TSUMURA CO., LTD.」を設立しました。自社農場での生薬栽培により、生
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薬トレーサビリティ体制のさらなる強化に取り組んでまいります。 

 

⑥開かれた会社の創造 

当社は、２００９年５月の中期経営計画公表時に、基本基調を「伝統と革新」から「社会や人々のお

役に立てる企業」「人に優しい企業」に変更いたしました。 

これは、「企業は単に法令を遵守し、事業を通じて利益を確保するといった基本的な責任を負うばか

りでなく、事業活動による環境負荷を減らすなど、さまざまな社会的配慮が必要である」との認識によ

るものであります。 

漢方製剤は、作物としての生薬の栽培から始まり、エキス製剤を製造・販売するという長い時間と行

程を経て、医療機関、そして患者様に届けられます。当社は、製薬企業でありながら、生薬の栽培を通

じて第一次産業である「農業」と深く関わっているという側面があります。当社は、これらの事業を通

じて「社会や人々のお役に立てる企業」「人に優しい企業」でありたいと考え、「障がい者の方々の雇

用に関する取り組み」や、「循環型企業をめざした環境への取り組み」を始めております。 
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４.連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,603 15,401

受取手形及び売掛金 31,156 31,546

商品及び製品 3,775 4,340

仕掛品 6,442 7,169

原材料及び貯蔵品 9,591 10,825

繰延税金資産 1,536 1,545

その他 1,903 2,467

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 69,003 73,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 43,736 44,451

機械装置及び運搬具 27,050 28,561

工具、器具及び備品 5,815 6,565

土地 ※２  9,211 ※２  9,465

建設仮勘定 1,341 2,003

その他 64 117

減価償却累計額 △48,466 △50,306

有形固定資産合計 38,754 40,857

無形固定資産 406 307

投資その他の資産   

投資有価証券 ※３  13,871 ※３  15,843

繰延税金資産 1,395 661

その他 ※３  3,420 ※３  3,772

貸倒引当金 △28 △33

投資その他の資産合計 18,659 20,242

固定資産合計 57,821 61,407

資産合計 126,824 134,697
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,354 2,221

短期借入金 25,334 23,116

未払金 7,432 7,139

未払法人税等 3,888 5,260

返品調整引当金 12 12

その他 4,863 4,421

流動負債合計 43,885 42,171

固定負債   

長期預り保証金 5,651 －

繰延税金負債 0 0

再評価に係る繰延税金負債 ※２  1,773 ※２  1,771

退職給付引当金 1,395 1,653

その他 149 5,347

固定負債合計 8,970 8,773

負債合計 52,855 50,944

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 52,868 60,744

自己株式 △379 △382

株主資本合計 73,917 81,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,129 364

繰延ヘッジ損益 △264 △103

土地再評価差額金 ※２  1,775 ※２  1,772

為替換算調整勘定 △1,106 △949

評価・換算差額等合計 △725 1,082

少数株主持分 777 879

純資産合計 73,968 83,752

負債純資産合計 126,824 134,697
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(2)連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 90,016 90,933

売上原価 ※１  29,028 ※１  28,518

売上総利益 60,987 62,414

販売費及び一般管理費 ※２, ※３  44,504 ※２, ※３  43,475

営業利益 16,483 18,938

営業外収益   

受取利息 38 39

受取配当金 393 379

持分法による投資利益 － 7

その他 499 286

営業外収益合計 932 712

営業外費用   

支払利息 542 344

持分法による投資損失 6 －

為替差損 － 103

その他 244 131

営業外費用合計 793 579

経常利益 16,622 19,071

特別利益   

固定資産売却益 ※４  0 ※４  0

投資有価証券売却益 270 390

関係会社売却益 1,350 －

販売権譲渡益 1,738 －

特別利益合計 3,359 391

特別損失   

固定資産売却損 ※５  31 ※５  8

固定資産除却損 ※６  361 ※６  168

減損損失 ※７  653 －

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 222 49

その他 ※８  0 －

特別損失合計 2,041 752

税金等調整前当期純利益 17,940 18,710

法人税、住民税及び事業税 6,316 8,182

法人税等調整額 717 △262

法人税等合計 7,034 7,920

少数株主利益 128 86

当期純利益 10,777 10,704
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 19,487 19,487

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,487 19,487

資本剰余金   

前期末残高 1,940 1,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,940 1,940

利益剰余金   

前期末残高 44,349 52,868

当期変動額   

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 10,777 10,704

土地再評価差額金の取崩 △127 3

その他 △15 △10

当期変動額合計 8,518 7,875

当期末残高 52,868 60,744

自己株式   

前期末残高 △368 △379

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △3

当期変動額合計 △10 △3

当期末残高 △379 △382

株主資本合計   

前期末残高 65,409 73,917

当期変動額   

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 10,777 10,704

土地再評価差額金の取崩 △127 3

自己株式の取得 △10 △3

その他 △15 △10

当期変動額合計 8,508 7,872

当期末残高 73,917 81,790
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,680 △1,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,810 1,493

当期変動額合計 △5,810 1,493

当期末残高 △1,129 364

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △685 △264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 420 161

当期変動額合計 420 161

当期末残高 △264 △103

土地再評価差額金   

前期末残高 2,041 1,775

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △266 △3

当期変動額合計 △266 △3

当期末残高 1,775 1,772

為替換算調整勘定   

前期末残高 176 △1,106

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,283 156

当期変動額合計 △1,283 156

当期末残高 △1,106 △949

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,213 △725

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,939 1,808

当期変動額合計 △6,939 1,808

当期末残高 △725 1,082

少数株主持分   

前期末残高 788 777

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11 102

当期変動額合計 △11 102

当期末残高 777 879
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 72,411 73,968

当期変動額   

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 10,777 10,704

土地再評価差額金の取崩 △127 3

自己株式の取得 △10 △3

その他 △15 △10

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,951 1,911

当期変動額合計 1,557 9,784

当期末残高 73,968 83,752
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 17,940 18,710

減価償却費 3,298 3,225

減損損失 653 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △44 5

受取利息及び受取配当金 △432 △419

支払利息 542 344

持分法による投資損益（△は益） 6 △7

有形固定資産除売却損益（△は益） 369 177

売上債権の増減額（△は増加） △2,374 △385

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,689 △2,537

仕入債務の増減額（△は減少） △763 85

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △269 △390

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） 3 258

関係会社株式売却損益（△は益） △1,350 －

その他 771 △761

小計 16,661 18,833

利息及び配当金の受取額 453 441

利息の支払額 △579 △376

法人税等の支払額 △5,900 △6,879

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,634 12,019

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 △4,472 △5,986

有形固定資産の売却による収入 493 6

無形固定資産の取得による支出 △90 △25

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2,018 △11

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

613 868

子会社出資金の取得による支出 － △163

子会社株式の取得による支出 － △600

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

※2  4,511 －

貸付けによる支出 △7 △9

貸付金の回収による収入 17 11

定期預金の預入による支出 △2,512 △30

定期預金の払戻による収入 120 17

その他の支出 △320 △503

その他の収入 324 269

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,341 △6,155
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 1,671 944

短期借入金の返済による支出 △1,999 △1,146

長期借入金の返済による支出 △3,752 △2,044

自己株式の取得による支出 △10 △3

配当金の支払額 △2,114 △2,817

その他 △149 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,354 △5,085

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 878 785

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期末残高 ※1  14,596 ※1  15,381
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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。 
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（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数        ５社 

(うち３社は在外法人)

会社名 ㈱ロジテムツムラ 

 ㈱クリエイティブサービス 

 深セン津村薬業有限公司 

 上海津村製薬有限公司 

 TSUMURA USA，INC． 

  

当社の連結子会社であったツムラ ライフサイエ

ンス株式会社については、平成20年８月29日付け

で、当社が保有していた全株式を株式会社プルメリ

アへ譲渡したため、第２四半期連結会計期間より連

結の範囲から除外しております。 

なお、連結の範囲に含まれていた期間の損益につ

いては、連結財務諸表の中に含めております。 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社の数        ５社 

(うち３社は在外法人)

会社名 ㈱ロジテムツムラ 

 ㈱クリエイティブサービス 

 深セン津村薬業有限公司 

 上海津村製薬有限公司 

 TSUMURA USA，INC． 

  
 

(2)主要な非連結子会社名 

㈱臨床情報センター     他３社 

(2)主要な非連結子会社名 

㈱夕張ツムラ    他５社 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か

ら除いております。 

(3)非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社６社は、いずれも小規模会社であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲か

ら除いております。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数    １社 

四川川村中薬材有限公司 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1)持分法適用の関連会社数    １社 

同左 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち、主要な会社等の名称 

㈱臨床情報センター 

吉林林村中薬開発有限公司 

湖北湖村中薬材開発有限公司   他３社 

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の

うち、主要な会社等の名称 

㈱夕張ツムラ 

吉林林村中薬開発有限公司 

湖北湖村中薬材開発有限公司   他５社 

(3)持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社については、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ

す影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がな

いため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3)持分法を適用しない理由 

同左 

(4)持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項 

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社につ

いては、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

(4)持分法の適用の手続について特に記載する必要が

あると認められる事項 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち深セン津村薬業有限公司、上海津村

製薬有限公司及びTSUMURA USA, INC.の決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算

日現在の財務諸表を使用しております。 

なお、同決算日と連結決算日との間に重要な取引が

生じた場合には、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次

のとおりであります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は、全部純資産直入法により処

理し、売却原価は、移動平均法により算定

しております。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しております。 

この変更により、従来に比べ、営業利益

は、145百万円減少し、経常利益及び税金等調

整前当期純利益は、それぞれ33百万円減少して

おります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次

のとおりであります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

親会社における茨城工場及び研究所、ツム

ラ ライフサイエンス株式会社における研究所

及びツムラ ライフサイエンス株式会社以外の

連結子会社については定額法、その他は定率法

によっております。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(附属設備を除く)について

は、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～８年

（追加情報） 
親会社及び国内連結子会社の機械装置につ

いては、法人税法の改正を契機として耐用年数

の見直しを行いました。 

この結果、売上総利益は109百万円増加し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利

益はそれぞれ115百万円増加しております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。 

建物及び構築物 ３～65年 

機械装置及び運搬具 ３～８年 

（会計方針の変更） 

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

資産についても当連結会計年度より定額法によ

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、403百万円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、465百万円増加

しております。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

 なお、ソフトウエア(自社利用分)について

は、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取

引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31

日以前のリース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産 

同左 

 

④ 長期前払費用 

主として法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。 

④ 長期前払費用 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に

備えるため、貸倒実績率による計算額を計上

しているほか、貸倒懸念債権等特定の債権に

対する回収不能見込額を個別に見積って計上

しております。 

② 返品調整引当金 

連結決算日後の返品損失に備えて、将来の

返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担

額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

親会社及び主要な連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

② 返品調整引当金 

同左 

 

 

③ 退職給付引当金 

親会社及び主要な連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(10年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正(その３）」(企業会計基

準第19号 平成20年７月31日)を適用しており

ます。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益に与える影響はありません。

また、本会計基準の適用に伴い発生する退

職給付債務の差額の未処理残高はありません。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び

費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為替換算

調整勘定及び少数株主持分に含めております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

の基準 

同左 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。 

なお、為替予約については振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理を、金利スワップ

については特例処理の要件を満たしている場合

は特例処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約及び金利スワップ 

・ヘッジ対象 

外貨建予定取引及び長期借入金 

③ ヘッジ方針 

主として運用管理規則に則って為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジしております。

④ ヘッジ有効性評価の方法 

全て振当処理、特例処理を採用しているた

め、有効性評価は行っておりません。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

・ヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(6) その他 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(6) その他 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、部分時

価評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

のれん及び負ののれんは、その効果の及ぶ期間を

個別に見積もり、20年以内で合理的な方法により償

却しております。ただし、金額に重要性が乏しい場

合には発生した連結会計年度に全額償却しておりま

す。 

────────── 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来する短期投資からなってお

ります。 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左 
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（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（会計方針の変更） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年

３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６

年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通常の売

買取引に係る会計処理によっております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

この変更による損益への影響はありません。 

 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における

在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結

決算上必要な修正を行っております。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

────────── 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

────────── 
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(表示方法の変更) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

１ 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平

成20年８月７日内閣府令第50号）が適用となること

に伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」

として掲記されていたものについては、当連結会計

年度より、「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及

び貯蔵品」に区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれ

ている「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯

蔵品」は、それぞれ4,250百万円、6,430百万円、

8,970百万円であります。 

 

２ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長

期貸付金」（当連結会計年度15百万円）について

は、金額が僅少となったため当連結会計年度より、

投資その他の資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

 

３ 前連結会計年度まで投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」

（前連結会計年度64百万円）については、総資産の

100分の1を超えたため当連結会計年度より、区分掲

記しております。 

 

４ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長

期借入金」（当連結会計年度24百万円）について

は、金額が僅少となったため当連結会計年度より、

固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで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「関係

会社株式売却損益（△は益）」（前連結会計年度171百

万円）については、重要性が増したため、当連結会計

年度より、区分掲記しております。 

（連結貸借対照表） 

１ 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長

期預り保証金」（当連結会計年度5,078百万円）につ

いては、金額的重要性が乏しくなったため当連結会

計年度より、固定負債の「その他」に含めて表示し

ております。 
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（8）連結財務諸表に関する注記事項 

 (連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

１ 偶発債務 

非連結子会社の銀行借入金に対し、債務保証を
行っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

吉林林村中薬開発有限公司 143百万円

合計 143百万円
 

１ 偶発債務 

非連結子会社の銀行借入金に対し、債務保証を
行っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

吉林林村中薬開発有限公司 115百万円

合計 115百万円
 

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、親会社は事業用の土地の再

評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として

「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平
成10年３月31日公布政令第119号)第２条第
３号に定める固定資産税評価額及び同法令
第２条第５号に定める不動産鑑定士による
鑑定評価に合理的な調整を行って算出する
方法を採用しております。 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の
当連結会計年度末にお
ける時価と再評価後の
帳簿価額との差額 

△1,799百万円

 

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布

法律第19号)に基づき、親会社は事業用の土地の再

評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金として

「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法 

同左 

 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の
当連結会計年度末にお
ける時価と再評価後の
帳簿価額との差額 

△1,862百万円

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

（投資その他の資産） 

投資有価証券(株式) 20百万円

その他(出資金) 716百万円
 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。 

（投資その他の資産） 

投資有価証券(株式) 620百万円

その他(出資金) 885百万円
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(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ
後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原
価に含まれております。 

 145百万円
 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ
後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原
価に含まれております。 

 129百万円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は、次のとおりであります。 

販売促進費 4,356百万円

販売感謝金 6,224百万円

給料諸手当 15,806百万円

退職給付費用 1,142百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円
 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金
額は、次のとおりであります。 

販売促進費 4,008百万円

販売感謝金 6,434百万円

給料諸手当 15,801百万円

退職給付費用 1,334百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円
 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は、3,958百万円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開
発費は、3,770百万円であります。 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 1百万円

工具、器具及び備品 6百万円

無形固定資産 23百万円

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具 7百万円

工具、器具及び備品 1百万円
 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 203百万円

機械装置及び運搬具 89百万円

工具、器具及び備品 69百万円
 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 65百万円

機械装置及び運搬具 88百万円

工具、器具及び備品 14百万円
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※７ 当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産グループについて減損損失を計上しておりま
す。 

場所 用途 種類 

静岡県藤枝市 物流関係設備 土地、建物等 

静岡県島田市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷郡 研究設備 建物、機械装置等

当社グループは、事業の種類別セグメントを基礎
として製品の性質、市場の類似性を勘案して事業用
資産をグルーピングしており、事業の用に直接供し
ていない遊休資産については個々にグルーピングし
ております。 
 物流関係設備については、遊休となった資産につ
いて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失
として特別損失に計上しております。 

肥料生産設備については、平成20年６月に売却契
約を締結し、当連結会計年度において、帳簿価額と
売却価額の差額を減損損失として特別損失に計上し
ております。 
 研究設備については、研究設備の見直しにより遊
休となった資産について帳簿価額全額を減額し、減
損損失として特別損失に計上しております。 

当連結会計年度の減損損失は653百万円であり、そ
の内訳は、建物及び構築物288百万円、機械装置及び
運搬具44百万円、工具、器具及び備品1百万円、土地
318百万円であります。 
 なお、資産の回収可能価額は、合理的な見積もり
に基づく正味売却価額により評価しております。 

────────── 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

投資有価証券売却損 0百万円
 

────────── 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(千株) 70,771 － － 70,771

 

２ 自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 239 3 － 242

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 916 13.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月11日 
取締役会 

普通株式 1,199 17.00 平成20年９月30日 平成20年12月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,198 17.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 70,771 － － 70,771

 

２ 自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式(千株) 242 1 － 243

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   1千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり配当額

(円) 
基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 1,198 17.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

平成21年11月11日 
取締役会 

普通株式 1,622 23.00 平成21年９月30日 平成21年12月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(百万円) 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 1,622 23.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照
表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 14,603百万円

預入期間が3ヶ月を超える 

定期預金 
△7百万円

現金及び現金同等物 14,596百万円
 

現金及び預金勘定 15,401百万円

預入期間が3ヶ月を超える 

定期預金 
△20百万円

現金及び現金同等物 15,381百万円
 

※２ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社
の資産及び負債の主な内訳 

ツムラ ライフサイエンス株式会社 

流動資産 5,357百万円

固定資産 1,690百万円

資産合計 7,047百万円

流動負債 △2,764百万円

固定負債 △563百万円

負債合計 △3,327百万円

子会社株式の売却価額 4,550百万円

子会社の現金及び現金同等物 38百万円

差引：子会社売却による収入 4,511百万円
 

────────── 
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（セグメント情報） 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 

医薬品事業

 

(百万円) 

家庭用品事業

 

(百万円) 

計 
 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

 

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 87,249 2,766 90,016 － 90,016

 (2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － －

計 87,249 2,766 90,016 － 90,016

 営業費用 70,768 2,765 73,533 － 73,533

 営業利益 16,481 1 16,483 － 16,483

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び 

 資本的支出 
 

   資産 126,824 － 126,824 － 126,824

   減価償却費 3,263 35 3,298 － 3,298

   減損損失 653 － 653 － 653

   資本的支出 5,508 87 5,595 － 5,595

(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 当連結会計年度には、配賦不能営業費用はありません。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

５ 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ました。これにより、当社グループ

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。 

 

 

 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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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２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、

いずれも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。 

 

 

３ 海外売上高 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

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

 

 

 

 

（関連当事者情報） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 
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 （有価証券関係） 

前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

区分 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株式 1,185 2,279 1,093

債券 1,000 1,012 12

小計 2,185 3,291 1,105

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 13,197 10,227 △2,969

小計 13,197 10,227 △2,969

合計 15,382 13,518 △1,864

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

売却額 

(百万円) 

売却益の合計額 

(百万円) 

売却損の合計額 

(百万円) 

533 270 0

 

３ 時価評価されていない主な有価証券(平成21年３月31日) 

区分 
連結貸借対照表計上額 

(百万円) 

その他有価証券 

 非上場株式 332

合計 332

 

４ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成21年３月31日) 

 
１年以内 

(百万円) 

１年超５年以内 

(百万円) 

５年超10年以内 

(百万円) 

10年超 

(百万円) 

債券  

 社債 － － 1,012 －

合計 － － 1,012 －

 

(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式等についての減損処理は該当ありません。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要

と認められた額について減損処理を行うこととしております。 
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当連結会計年度 

１ その他有価証券（平成22年３月31日） 

区分 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 

取得原価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

株式 6,114 4,332 1,782

債券 1,038 1,000 38

小計 7,153 5,332 1,820

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

株式 7,771 9,087 △1,315

小計 7,771 9,087 △1,315

合計 14,925 14,420 504

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 297百万円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

て困難と認められることから、上表には含めておりません。 

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

区分 
売却額 

（百万円） 

売却益の合計額 

（百万円） 

売却損の合計額 

（百万円） 

株式 868 390 ―

合計 868 390 ―

 

３ 減損処理を行った有価証券（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について525百万円減損処理を行ってお

ります。 

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考

慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

（企業結合等関係） 

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成

21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 
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 （生産、受注及び販売の状況） 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。 

事業の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 91,900 ＋7.4

計 91,900 ＋7.4

（注）１ 金額は、販売価格によっております。 

   ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 当社グループは、前第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いるため、上記の前

年同期比については、医薬品事業のみの実績を比較した増減率を記載しております。 

 

(2) 受注状況 

当社グループは、見込生産を主体としているため記載を省略しております。 

 

(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。 

事業の名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品事業 90,933 ＋4.2

計 90,933 ＋4.2

 

（注）１ 当社グループは、前第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いるため、上記の前

年同期比については、医薬品事業のみの実績を比較した増減率を記載しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 相手先 

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％) 

アルフレッサ ホールディングス㈱ 20,097 22.3 21,300 23.4

㈱メディパルホールディングス 17,353 19.3 17,618 19.4

㈱スズケン 13,615 15.1 13,661 15.0

東邦ホールディングス㈱ 9,649 10.7 11,290 12.4

３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 上記の相手先のうち、持株会社制を採用している会社は当該持株会社の名称を付すとともに、属する

関係会社の取引高を集計して記載しております。 
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（１株当たり情報） 

 前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(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 

１株当たり当期純利益金額 

1,037.76円

152.80円

1,175.04円

151.77円

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

２ 算定上の基礎 

（１）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 73,968 83,752 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
777 879 

（うち少数株主持分） （777） （879）

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 73,191 82,872 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期
末の普通株式の数（千株） 

70,528 70,527 

 

（２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

 当期純利益（百万円） 10,777 10,704 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 10,777 10,704 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 70,530 70,528 

 

 

 
 
 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

リース取引、税効果会計、金融商品、デリバティブ取引、退職給付に関する注記事項につい

ては、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ため開示を省略しております。 
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５.個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：百万円)

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 13,206 13,441

受取手形 3,095 1,264

売掛金 ※2  27,695 ※2  29,883

商品及び製品 3,958 4,570

仕掛品 6,440 7,076

原材料及び貯蔵品 8,116 9,823

前渡金 ※2  1,045 ※2  1,656

前払費用 424 404

短期貸付金 ※2  1,606 ※2  1,739

繰延税金資産 1,459 1,468

その他 629 712

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 67,672 72,037

固定資産   

有形固定資産   

建物 36,106 36,737

減価償却累計額 △21,495 △22,009

建物（純額） 14,611 14,728

構築物 3,223 3,225

減価償却累計額 △2,484 △2,552

構築物（純額） 738 673

機械及び装置 23,560 24,997

減価償却累計額 △17,392 △18,159

機械及び装置（純額） 6,168 6,838

車両運搬具 62 69

減価償却累計額 △51 △47

車両運搬具（純額） 10 21

工具、器具及び備品 5,421 6,081

減価償却累計額 △4,025 △4,202

工具、器具及び備品（純額） 1,396 1,879

土地 ※3  8,954 ※3  9,207

建設仮勘定 1,331 1,998

その他 34 84

減価償却累計額 △4 △15

その他（純額） 30 69

有形固定資産合計 33,241 35,417

無形固定資産   

ソフトウエア 265 193

その他 47 34

無形固定資産合計 313 227
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(単位：百万円)

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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 13,851 15,223

関係会社株式 531 1,131

出資金 230 513

関係会社出資金 6,341 6,505

長期前払費用 79 74

敷金 1,376 1,301

繰延税金資産 1,392 630

その他 405 368

貸倒引当金 △25 △31

投資その他の資産合計 24,185 25,717

固定資産合計 57,740 61,362

資産合計 125,413 133,399

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※2  634 ※2  454

買掛金 ※2  831 ※2  880

短期借入金 22,957 22,957

1年内返済予定の長期借入金 2,021 20

未払金 7,360 7,165

未払費用 3,142 3,170

未払消費税等 327 579

未払法人税等 3,891 5,196

預り金 147 142

返品調整引当金 12 12

その他 1,144 359

流動負債合計 42,470 40,937

固定負債   

長期借入金 20 －

長期預り保証金 5,650 5,077

再評価に係る繰延税金負債 ※3  1,773 ※3  1,771

退職給付引当金 1,375 1,631

その他 101 216

固定負債合計 8,921 8,697

負債合計 51,392 49,635
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(単位：百万円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,487 19,487

資本剰余金   

資本準備金 1,940 1,940

資本剰余金合計 1,940 1,940

利益剰余金   

利益準備金 710 992

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 51,880 59,692

利益剰余金合計 52,590 60,684

自己株式 △379 △382

株主資本合計 73,639 81,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,129 364

繰延ヘッジ損益 △264 △103

土地再評価差額金 ※3  1,775 ※3  1,772

評価・換算差額等合計 380 2,032

純資産合計 74,020 83,763

負債純資産合計 125,413 133,399
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(2)損益計算書 

(単位：百万円)

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 84,674 88,349

売上原価 ※1  26,662 ※1  27,298

売上総利益 58,012 61,051

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  42,194 ※2, ※3  42,252

営業利益 15,817 18,798

営業外収益   

受取利息 ※9  90 ※9  60

受取配当金 ※9  446 ※9  397

受取手数料 ※9  115 －

雑収入 340 283

営業外収益合計 992 741

営業外費用   

支払利息 502 324

為替差損 － 86

雑損失 199 83

営業外費用合計 702 494

経常利益 16,107 19,044

特別利益   

固定資産売却益 ※4  0 ※4  0

投資有価証券売却益 270 390

関係会社売却益 2,101 －

販売権譲渡益 1,738 －

特別利益合計 4,109 390

特別損失   

固定資産売却損 ※5  31 ※5  8

固定資産除却損 ※6  355 ※6  90

投資有価証券評価損 － 525

減損損失 ※7  447 －

工場リニューアル費用 772 －

解体撤去費用 222 49

その他 ※8  0 －

特別損失合計 1,829 674

税引前当期純利益 18,388 18,761

法人税、住民税及び事業税 6,227 8,083

法人税等調整額 767 △234

法人税等合計 6,994 7,849

当期純利益 11,393 10,912

㈱ツムラ（4540）平成22年3月期決算短信

－46－



(3)株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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 19,487 19,487

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,487 19,487

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,940 1,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,940 1,940

資本剰余金合計   

前期末残高 1,940 1,940

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,940 1,940

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 498 710

当期変動額   

利益準備金の積立 211 282

当期変動額合計 211 282

当期末残高 710 992

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 42,941 51,880

当期変動額   

利益準備金の積立 △211 △282

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 11,393 10,912

土地再評価差額金の取崩 △127 3

当期変動額合計 8,938 7,812

当期末残高 51,880 59,692

利益剰余金合計   

前期末残高 43,440 52,590

当期変動額   

利益準備金の積立 － －

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 11,393 10,912

土地再評価差額金の取崩 △127 3

当期変動額合計 9,150 8,094

当期末残高 52,590 60,684
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(単位：百万円)

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) 

自己株式   

前期末残高 △368 △379

当期変動額   

自己株式の取得 △10 △3

当期変動額合計 △10 △3

当期末残高 △379 △382

株主資本合計   

前期末残高 64,500 73,639

当期変動額   

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 11,393 10,912

土地再評価差額金の取崩 △127 3

自己株式の取得 △10 △3

当期変動額合計 9,139 8,091

当期末残高 73,639 81,731

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,680 △1,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,810 1,493

当期変動額合計 △5,810 1,493

当期末残高 △1,129 364

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △681 △264

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 416 161

当期変動額合計 416 161

当期末残高 △264 △103

土地再評価差額金   

前期末残高 1,648 1,775

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 127 △3

当期変動額合計 127 △3

当期末残高 1,775 1,772

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,647 380

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,266 1,651

当期変動額合計 △5,266 1,651

当期末残高 380 2,032
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(単位：百万円)

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) 

純資産合計   

前期末残高 70,147 74,020

当期変動額   

剰余金の配当 △2,115 △2,821

当期純利益 11,393 10,912

土地再評価差額金の取崩 △127 3

自己株式の取得 △10 △3

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,266 1,651

当期変動額合計 3,873 9,743

当期末残高 74,020 83,763
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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。 
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 (5) 重要な会計方針 

 

 
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 有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく

時価法 

(評価差額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価は、移動

平均法により算定しておりま

す。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

 

 

 

 

 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第

９号 平成18年７月５日公表分）を適

用しております。 

この変更により、従来に比べ、営業

利益は、133百万円減少し、経常利益

及び税引前当期純利益は、それぞれ30

百万円減少しております。 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定） 
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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) 

３ 固定資産の減価償却の

方法 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

茨城工場及び研究所については

定額法、その他は定率法によって

おります。ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(附属設

備を除く)については、定額法に

よっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～８年

（追加情報） 

機械及び装置については、法人税法

の改正を契機として耐用年数の見直し

を行いました。 

この結果、売上総利益は108百万円

増加し、営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益はそれぞれ114百万円増

加しております。 

① 有形固定資産（リース資産を除

く） 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ３～８年

（会計方針の変更） 

当社は、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当事業年

度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、403百万円増加し、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益

は、465百万円増加しております。 

 ② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

定額法 

なお、ソフトウエア（自社利用

分）については、社内における利

用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

② 無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

 ③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。 

なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前

のリース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。 

③ リース資産 

同左 
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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) 

 

 

④ 長期前払費用 

主として法人税法に規定する方

法と同一の基準によっておりま

す。 

④ 長期前払費用 

同左 

４ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基

準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

同左 

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の貸倒れに

よる損失に備えるため、貸倒実績

率による計算額を計上しているほ

か、貸倒懸念債権等特定の債権に

対する回収不能見込額を個別に見

積って計上しております。 

① 貸倒引当金 

同左 

 ② 返品調整引当金 

期末日後の返品損失に備えて、

将来の返品見込損失額のうち当事

業年度の負担額を計上しておりま

す。 

② 返品調整引当金 

同左 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。 

過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による

定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、計上しております。 

過去勤務債務については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数(10年)による

定額法により費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異については、

その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(10年)に

よる定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌事業年度から費用

処理することとしております。 

（会計方針の変更） 

当事業年度より、「「退職給付に係

る会計基準」の一部改正(その３）」

(企業会計基準第19号 平成20年７月

31日)を適用しております。 

これによる営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はあり

ません。 

また、本会計基準の適用に伴い発生

する退職給付債務の差額の未処理残高

はありません。 
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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) 

６ ヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用

しております。 

なお、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は

振当処理を、金利スワップについ

ては特例処理の要件を満たしてい

る場合は特例処理を採用しており

ます。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約及び金利スワップ 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

同左 

 ・ヘッジ対象 

外貨建予定取引及び長期借入

金 

・ヘッジ対象 

同左 

 ③ ヘッジ方針 

主として運用管理規則に則って

為替変動リスク及び金利変動リス

クをヘッジしております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

 ④ ヘッジ有効性評価の方法 

全て振当処理、特例処理を採用

しているため、有効性評価は行っ

ておりません。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７ その他財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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 (6) 重要な会計方針の変更 

(会計方針の変更) 

 

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) 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17

日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

この変更による損益への影響はありません。 

────────── 
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(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) 

（貸借対照表） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました流動資

産の「未収入金」（当事業年度37百万円）について

は、金額が僅少となったため当事業年度より、流動資

産の「その他」として表示しております。 

 

２ 前事業年度において区分掲記しておりました「商標

権」「電話加入権」「施設利用権」「ソフトウエア仮

勘定」については、金額が僅少となったため当事業年

度より、無形固定資産の「その他」として表示してお

ります。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれている金額

は「商標権」0百万円、「電話加入権」29百万円、

「施設利用権」1百万円、「ソフトウエア仮勘定」16

百万円であります。 

 

３ 前事業年度において区分掲記しておりました投資そ

の他の資産の「従業員に対する長期貸付金」「保険積

立金」については、金額が僅少となったため当事業年

度より、投資その他の資産の「その他」として表示し

ております。 

なお、当事業年度の「その他」に含まれている金額

は「従業員に対する長期貸付金」15百万円、「保険積

立金」74百万円であります。 

 

４ 前事業年度において区分掲記しておりました流動負

債の「前受収益」（当事業年度1百万円）について

は、金額が僅少となったため当事業年度より、流動負

債の「その他」として表示しております。 

────────── 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました営業外

収益の「受取賃貸料」（当事業年度14百万円）につい

ては、金額が僅少となったため当事業年度より、営業

外収益の「雑収入」に含めて表示しております。 

 

（損益計算書） 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました営業

外収益の「受取手数料」（当事業年度62百万円）に

ついては、営業外収益の総額の100分の10以下となっ

たため当事業年度より、営業外収益の「雑収入」に

含めて表示しております。 
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

 

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) 

１ 偶発債務 

    関係会社の銀行借入金に対し、債務保証を行

っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

 吉林林村中薬開発有限公司 143百万円

合計 143百万円
 

１ 偶発債務 

    関係会社の銀行借入金に対し、債務保証を行

っております。 

（銀行借入債務に対する債務保証） 

 吉林林村中薬開発有限公司 115百万円

合計 115百万円
 

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

資産 

売掛金 52百万円

前渡金 1,009百万円

短期貸付金 1,606百万円

負債 

支払手形 21百万円

買掛金 87百万円
 

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

資産 

売掛金 17百万円

前渡金 1,374百万円

短期貸付金 1,739百万円

負債 

  支払手形 39百万円

  買掛金 190百万円
 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金とし

て「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平
成10年３月31日公布政令第119号)第２条第
３号に定める固定資産税評価額及び同法令
第２条第５号に定める不動産鑑定士による
鑑定評価に合理的な調整を行って算出する
方法を採用しております。 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の
当事業年度末における
時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△1,799百万円

 

※３ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日

公布法律第19号)に基づき、事業用の土地の再評

価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税

金負債を控除した金額を土地再評価差額金とし

て「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法 

同左 

 

・再評価を行った年月日 平成14年３月31日

・再評価を行った土地の
当事業年度末における
時価と再評価後の帳簿
価額との差額 

△1,862百万円
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（損益計算書関係） 

 

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 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原

価に含まれております。 

 133百万円
 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ

後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原

価に含まれております。 

 113百万円
 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は55％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は45％であります。主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

販売促進費         4,013百万円 

販売感謝金         6,151百万円 

給料諸手当         15,096百万円 

研究開発費         3,848百万円 

減価償却費          363百万円 

退職給付費用        1,124百万円 

貸倒引当金繰入額        0百万円 

※２ 販売費に属する費用のおおよその割合は55％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割合

は45％であります。主要な費目及び金額は次のと

おりであります。 

販売促進費         4,010百万円 

販売感謝金         6,434百万円 

給料諸手当         15,336百万円 

研究開発費         3,770百万円 

減価償却費          241百万円 

退職給付費用        1,330百万円 

貸倒引当金繰入額        0百万円 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、3,848百万円であります。 

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費は、3,770百万円であります。 
 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       0百万円 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       0百万円 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       1百万円 

工具、器具及び備品       6百万円 

無形固定資産          23百万円 

※５ 内訳は次のとおりであります。 

機械装置及び運搬具       7百万円 

工具、器具及び備品       1百万円 

 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物         202百万円 

機械装置及び運搬具       86百万円 

工具、器具及び備品        66百万円 

※６ 内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物         41百万円 

機械装置及び運搬具       37百万円 

工具、器具及び備品       10百万円 
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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) 

※７ 当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

静岡県島田市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷市 肥料生産設備 土地、建物等 

茨城県稲敷郡 研究設備 建物、機械装置等

当社は、事業の種類別セグメントを基礎として製品

の性質、市場の類似性を勘案して事業用資産をグルー

ピングしており、事業の用に直接供していない遊休資

産については個々にグルーピングしております。 

 肥料生産設備については、平成20年６月に売却契約

を締結し、当事業年度において、帳簿価額と売却価額

の差額を減損損失として特別損失に計上しておりま

す。 

 研究設備については、研究設備の見直しにより遊休

となった資産について帳簿価額全額を減額し、減損損

失として特別損失に計上しております。 

当事業年度の減損損失は447百万円であり、その内訳

は、建物及び構築物254百万円、機械装置及び運搬具39

百万円、工具、器具及び備品1百万円、土地152百万円

であります。 

 なお、資産の回収可能価額は、合理的な見積もりに

基づく正味売却価額により評価しております。 

────────── 

※８ 内訳は次のとおりであります。 

 投資有価証券売却損      0百万円 

────────── 

※９ 関係会社に係る営業外収益の注記 

受取利息           59百万円 

受取配当金          76百万円 

    受取手数料           33百万円 

※９ 関係会社に係る営業外収益の注記 

受取利息           24百万円 

受取配当金           60百万円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式(千株) 239 3 － 242

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3千株 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 自己株式の種類及び株式数 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

 普通株式(千株) 242 1 － 243

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1千株 

 

 

 

(有価証券関係) 

前事業年度(平成21年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものについては、該当事項はありません。 

 

当事業年度(平成22年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式1,131百万円）は、市場価格がな

く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 
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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 

１株当たり当期純利益金額 

 1,049.51円

161.54円

 1,187.67円

154.73円

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

   ２ 算定上の基礎 

（１） １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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（百万円） 74,020 83,763 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 74,020 83,763 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（千株） 
70,528 70,527 

 

（２） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
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（百万円） 11,393 10,912 

 普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 11,393 10,912 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 70,530 70,528 

 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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６．その他

役員の異動（平成22年６月29日付予定）

（１）代表者の異動
　　　　該当事項はありません。

（２）その他の役員の異動

　　①　新任取締役候補

　(新 職) 　(氏　名) 　(現　職)
た け だ しゅういち

取締役執行役員 竹田 秀一 信頼性保証本部副本部長
信頼性保証本部長　兼
ツムラ研究所、
分析センター担当

　　②　退任予定取締役

　(氏　名) 　(現　職)
い ち お よしまさ

市尾 義昌 常務取締役執行役員
信頼性保証本部長　兼
ツムラ研究所、　
分析センター担当

　　③　昇格予定

　(新 職) 　(氏　名) 　(現　職)
た な か のりひろ

常務取締役執行役員 田中 典裕 取締役執行役員
医薬営業本部長 医薬営業本部長

す ぎ た とおる

常務取締役執行役員 杉田 亨 取締役執行役員
生産本部長 生産本部長
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