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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）

 (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 ％

23年3月期第1四半期 11,859 2.2 229 155.3 193 ─ △181 ―

22年3月期第1四半期 11,606 0.5 89 △51.1 △72 ― △511 ―

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

23年3月期第1四半期 △2 01 ―

22年3月期第1四半期 △5 65 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年3月期第1四半期 63,518 25,278 39.8 279 07

22年3月期 63,628 25,889 40.7 285 80

(参考) 自己資本 23年3月期第1四半期 25,278百万円 22年3月期 25,889百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年3月期 ― 3 00 ― 3 00 6 00

23年3月期 ―

23年3月期(予想) 3 00 ― 3 00 6 00

3. 平成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(累計)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) 23,850 1.3 450 196.1 250 ― △90 ― △0 99

通期 47,840 2.7 880 90.1 480 841.2 220 △57.5 2 43



 

 
（添付資料）3ページ「2．その他の情報(3)会計処理のための原則・手続、表示方法の変更の概要」を

ご覧ください。 

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

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、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ

ります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決

算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年3月期1Ｑ 94,511,690株 22年3月期 94,511,690株

② 期末自己株式数 23年3月期1Ｑ 3,928,522株 22年3月期 3,923,098株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期1Ｑ 90,585,225株 22年3月期1Ｑ 90,607,695株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、平成２１年（２００９年）４月から続く景気回復

局面が微妙なところに来ております。欧州の信用不安に加え米国、中国の景気の先行き懸念もあって世

界経済とその金融市場に不透明感が強く、この先行き民間需要を軸とする景気の自律回復の実現には外

需依存の景気持続へ試練の局面に差し掛かっており、この間、日経平均、ＮＹダウ平均ともに株価が低

迷する一方、円相場が対ドルで８０円台後半に、対ユーロも１１０円台に凋落する円高指向となり外需

頼みの輸出景気の足元がすくわれて、企業収益が圧迫される恐れが強くなる推移となっております。  

一方、医薬品業界におきましては、期初に薬価改定があり、業界平均で５．７５％の引下げに加え、

長期収載品目には２．２％が上乗せされる大幅引下げの厳しい薬価がスタートして販売高の伸びを抑え

られましたが、年金、医療の二大保障を中心に社会保障給付費が９９兆円規模に膨張するなか医療費抑

制への政策圧力が依然として強く“ねじれ国会”再来で、いっそう見通し難となる市場環境で、２０１

０年問題などを加えて、先発大手と後発の新興、さらには、外資攻勢、他業種の進出など需要縮小市場

でのシェア競いが混沌の様相を示しております。   

こうした市場環境のもと、当社グループにおきましては、主柱の医薬品事業では薬価引下げ圧力が厳

しいなか、主力の透析剤キンダリーの減収をカバーして、透析関連の生理食塩液や人工腎臓用補液が新

製品サブラッドＢＳＧへの切り替え進展、吸着型血液浄化器リクセルの続伸などで増収となり、そし

て、血液凝固阻止剤のミニヘパや、緩下剤センノシド錠など後発薬製品も伸ばす営業努力により、当第

１四半期連結会計期間の医薬品事業の売上高は１１７億９３百万円となり、旧扶桑会館跡地の活用スタ

ートで賃貸収入増の不動産事業の売上高６５百万円を加え、当第１四半期連結会計期間の売上高は１１

８億５９百万円（前年同四半期比２．２％増収）となりまして、第２四半期連結累計期間（中間期）の

予想額の４９．７％とほぼ目標を達成いたしております。 

一方、利益面におきましては、研究開発費負担の大幅軽減による販売費及び一般管理費の抑制で営業

利益が２億２９百万円（同１５５．３％の増益）で同じく５１．０％に達し、経常利益も１億９３百万

円（前年同四半期は７２百万円の損失）の黒字化と同じく７７．２％を確保しております。ただ、当第

１四半期連結会計期間において、岡山工場の量産設備ラインの一時不調によるたな卸資産廃棄損など特

別損失の計上で当四半期純損失１億８１百万円の計上が止むないところとなっております。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、たな卸資産、投資その他の資産の減少などにより前連結会

計年度末より１億９百万円減少し６３５億１８百万円に、負債は、流動負債その他の増加（夏季賞与等

の未払計上など）、借入金の増加などにより５億１百万円増加し３８２億４０百万円に、純資産は、四

半期純損失の計上、剰余金の配当による利益剰余金の減少などにより６億１１百万円減少して２５２億

７８百万円となりました。なお、自己資本比率は０．９ポイント低下いたしました。 

  

本日の平成２３年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結）の発表と同時に開示の「特別損失の

計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」で、平成２３年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期

の見通しにつきましてはご説明いたしておりますので、詳細につきましては、上記のお知らせをご参照

下さい。 

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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

１．会計処理の原則・手続の変更 

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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ２百万円減少しており、税金等調整前四半期純損失

は５４百万円増加しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は１５７百万円であります。 

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「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)に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期

連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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 4,651 3,137

受取手形及び売掛金 21,306 21,061

商品及び製品 5,567 6,396

仕掛品 75 101

原材料及び貯蔵品 866 950

その他 799 1,466

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 33,265 33,112

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 9,295 9,317

土地 11,343 11,343

その他（純額） 4,328 4,368

有形固定資産合計 24,967 25,028

無形固定資産 190 200

投資その他の資産 5,095 5,286

固定資産合計 30,253 30,515

資産合計 63,518 63,628

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 11,247 11,938

短期借入金 10,534 9,825

未払法人税等 29 84

賞与引当金 419 663

その他の引当金 336 347

その他 5,390 4,488

流動負債合計 27,957 27,348

固定負債

社債 400 450

長期借入金 5,724 5,867

退職給付引当金 886 843

その他の引当金 233 230

資産除去債務 157 －

その他 2,880 2,998

固定負債合計 10,282 10,389

負債合計 38,240 37,738
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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 10,758 10,758

資本剰余金 15,010 15,010

利益剰余金 5,315 5,769

自己株式 △1,400 △1,398

株主資本合計 29,684 30,139

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 71 205

繰延ヘッジ損益 △64 △43

土地再評価差額金 △4,412 △4,412

評価・換算差額等合計 △4,405 △4,249

純資産合計 25,278 25,889

負債純資産合計 63,518 63,628
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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 11,606 11,859

売上原価 7,974 8,590

売上総利益 3,632 3,268

返品調整引当金戻入額 － 10

返品調整引当金繰入額 8 －

差引売上総利益 3,623 3,278

販売費及び一般管理費 3,533 3,049

営業利益 89 229

営業外収益

受取利息 6 4

受取配当金 19 25

投資有価証券受贈益 － 45

その他 19 54

営業外収益合計 44 129

営業外費用

支払利息 73 76

投資事業組合運用損 77 29

その他 56 59

営業外費用合計 207 165

経常利益又は経常損失（△） △72 193

特別利益

前期損益修正益 － 27

その他 － 0

特別利益合計 － 27

特別損失

たな卸資産廃棄損 － 332

固定資産除却損 22 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 51

固定資産解体費用 400 －

特別損失合計 422 395

税金等調整前四半期純損失（△） △494 △175

法人税、住民税及び事業税 8 8

法人税等調整額 8 △1

法人税等合計 16 6

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △181

四半期純損失（△） △511 △181
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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