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１. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(１) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間（平成 22 年４月１日から平成 22 年６月 30 日）の売上高は、前年同期

に比べ１.９％増の２２９億５千４百万円となりました。利益につきましては、営業利益５１億９千

２百万円（前年同期比１４.４％増）、経常利益５２億６千７百万円（前年同期比１４.８％増）、四

半期純利益３１億８千７百万円（前年同期比２１.０％増）となりました。 

医療用漢方製剤が数量ベースで９.１％伸長したことに加え、業務の効率化に取り組んできたこと

等により売上原価率および売上高販管費率が改善し、利益につきましては昨年を大きく上回る状況

で推移いたしました。 

 

当社におきましては、医療用漢方製剤を通じて「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ており、そのために「2009～2011 年度中期経

営計画（連結）」において、６つの具体的な活動目標を設定して、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。 

「漢方医学の確立」に向けた様々な支援活動や、医療用漢方製剤のエビデンスの確立を目指した

「育薬の推進」などを通じて、医療用漢方製剤が持続的に伸長していくための「仕組み」を構築し

てまいりました。また、この仕組みのもと、大学病院、臨床研修指定病院、開業医、調剤薬局など

各医療機関のニーズに合わせた情報提供活動を行ってまいりました。 

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、薬価引き下げの影響を受

けながらも、１２９処方中８９処方が前年同期の売上高を上回り、医療用漢方製剤全体(１２９処方)

の売上高は前年同期に比べ４.５％伸長いたしました。 

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、各種臨床研究とその効

果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１２.６％伸長しており、医療用漢方製剤の売上増加に引き続き牽引的な役割を果た

しております。 

また、「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」の２処方につきましても、エビデンスの確立を目指して、積

極的な育薬推進活動を展開しております。 

 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 
総資産は、投資有価証券の減少等により前連結会計年度末に比べて６億７千１百万円減少し、 

１,３４０億２千６百万円となりました。 
 負債は、未払法人税等の減少等により前連結会計年度末に比べて１４億７千１百万円減少し、 
４９４億７千２百万円となりました。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べて８億円増加し、８４５億５千３百万円となり、自己資本比率

は０．９ポイント上昇して６２．４％となりました。 
 

当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、２億８千８百万円の収入となりました。前年同期間との比

較では法人税等の支払額の増加等により１０億６千２百万円収入が減少しております。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、８億３千３百万円の支出となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、１５億５千万円の支出となりました。 
以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、１３２億９千２百万円

となりました。 
 
 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年５月 13 日に公表しました平成 23 年３月期の業績予想に変更ありません。 
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２. その他の情報 

(１) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(２) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 特有の会計処理 

（原価差異の繰延処理） 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までに

ほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。 

 

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 
当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平

成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成

20 年 12 月 26 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月

26 日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月

26 日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年 12 月 26 日）、「持分法

に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12

月 26 日）を適用しております。 

 これにより、連結子会社の資産及び負債の評価方法について従来、部分時価評価法を採用して

おりましたが、全面時価評価法へ評価方法を変更しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

③ 原価差異の繰延処理の適用 
操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異について従来、原則的処理を採用してお

りましたが、売上原価を四半期連結会計期間の売上高へより適切に対応できることから、当第１

四半期連結会計期間より繰延処理を採用することといたしました。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

(４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 四半期連結財務諸表等 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,310 15,401

受取手形及び売掛金 32,391 31,546

商品及び製品 4,047 4,340

仕掛品 7,198 7,169

原材料及び貯蔵品 11,490 10,825

その他 5,168 4,013

貸倒引当金 △7 △7

流動資産合計 73,600 73,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,496 44,451

その他 47,083 46,713

減価償却累計額 △51,030 △50,306

有形固定資産合計 40,549 40,857

無形固定資産 293 307

投資その他の資産   

投資有価証券 14,793 15,843

その他 4,823 4,433

貸倒引当金 △33 △33

投資その他の資産合計 19,583 20,242

固定資産合計 60,426 61,407

資産合計 134,026 134,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,304 2,221

短期借入金 23,106 23,116

未払法人税等 2,576 5,260

返品調整引当金 12 12

その他 12,786 11,561

流動負債合計 40,786 42,171

固定負債   

退職給付引当金 1,682 1,653

その他 7,003 7,119

固定負債合計 8,686 8,773

負債合計 49,472 50,944
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 1,940 1,940

利益剰余金 62,309 60,744

自己株式 △382 △382

株主資本合計 83,355 81,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △324 364

繰延ヘッジ損益 △375 △103

土地再評価差額金 1,772 1,772

為替換算調整勘定 △798 △949

評価・換算差額等合計 274 1,082

少数株主持分 923 879

純資産合計 84,553 83,752

負債純資産合計 134,026 134,697
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(2) 四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 22,526 22,954

売上原価 7,312 7,152

売上総利益 15,214 15,802

販売費及び一般管理費 10,673 10,610

営業利益 4,540 5,192

営業外収益   

受取利息 10 8

受取配当金 178 157

持分法による投資利益 － 20

その他 84 63

営業外収益合計 273 249

営業外費用   

支払利息 101 69

持分法による投資損失 24 －

為替差損 － 96

その他 101 8

営業外費用合計 227 174

経常利益 4,586 5,267

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産売却損 － 0

固定資産除却損 20 7

投資有価証券評価損 － 0

解体撤去費用 49 －

特別損失合計 69 8

税金等調整前四半期純利益 4,517 5,258

法人税等 1,904 2,042

少数株主損益調整前四半期純利益 － 3,216

少数株主利益又は少数株主損失（△） △21 28

四半期純利益 2,634 3,187

㈱ツムラ（4540）平成23年3月期　第1四半期決算短信

－6－



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 4,517 5,258

減価償却費 790 857

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

受取利息及び受取配当金 △189 △165

支払利息 101 69

持分法による投資損益（△は益） 24 △20

有形固定資産除売却損益（△は益） 20 8

売上債権の増減額（△は増加） 497 △839

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,130 △357

仕入債務の増減額（△は減少） △115 △77

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △0

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49 28

その他 520 456

小計 5,085 5,218

利息及び配当金の受取額 188 162

利息の支払額 △133 △69

法人税等の支払額 △3,789 △5,022

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,350 288

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 △1,569 △873

有形固定資産の売却による収入 － 23

無形固定資産の取得による支出 △3 △9

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2 △2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

－ 2

貸付けによる支出 △2 △0

貸付金の回収による収入 1 1

定期預金の預入による支出 △4 △9

定期預金の払戻による収入 － 11

その他の支出 △64 △40

その他の収入 129 61

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,516 △833

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 431 136

短期借入金の返済による支出 △359 △136

長期借入金の返済による支出 △706 △11

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,114 △1,533

その他 △3 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,753 △1,550

現金及び現金同等物に係る換算差額 38 6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,880 △2,088

現金及び現金同等物の期首残高 14,596 15,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,715 13,292
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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１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 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。  
 
［所在地別セグメント情報］ 
前第１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日） 

全セグメントの売上高の合計額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１四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 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。 
 

 
 
 

［セグメント情報］ 
当第１四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 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、記載を省略しております。 
 
（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準

第 17 号 平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

 
(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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