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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 5,238 △4.2 309 △10.8 350 △8.8 180 △13.7

22年3月期第2四半期 5,470 0.8 346 11.3 384 12.7 209 18.3

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2四半期 20.17 ―

22年3月期第2四半期 23.22 ―

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2四半期 12,459 8,311 66.7 929.16
22年3月期 11,863 8,215 69.3 918.30

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,311百万円 22年3月期  8,215百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 0.00 ― 8.00 8.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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

通期 10,500 2.8 390 14.5 430 10.3 230 2.5 25.71



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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2Q  9,099,303株 22年3月期  9,099,303株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  153,672株 22年3月期  152,639株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  8,946,161株 22年3月期2Q  9,008,029株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策などにより景気の持ち直しが期待される

ものの、円高・株安や海外経済の減速懸念などの先行き不透明な状況が続いております。また、雇用や所

得環境の低迷による生活防衛意識に加え、天候不順の影響を受け、個人消費は低調に推移し、依然として

厳しい状況が続きました。 

このような状況のなか、当第２四半期累計期間における売上高は5,238百万円（前年同期比4.2％減）、

営業利益は309百万円（前年同期比10.8％減）、経常利益は350百万円（前年同期比8.8％減）、四半期純利

益は180百万円（前年同期比13.7％減）となりました。 

 

部門別の業績は次の通りであります。 

①医療用医薬品部門 

医療用医薬品では、２年に一度の薬価改正の実施による厳しい状況のなか、消化器に作用する薬剤

は、「ランソプラゾールＯＤ錠」をはじめとする後発関連商品が伸長しましたが、主力の消化性潰

瘍・逆流性食道炎治療薬「アルロイドＧ」は薬価引下げの影響により減少となりました。診断用薬の

バリウムと発泡剤につきましては、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と薬価

引下げの影響により減少となりました。 

医療機器につきましては、メンテナンス契約及び関連消耗品が続伸したものの内視鏡消毒装置「ク

リーントップＷＭ－Ｓ」の販売数が減少したため微減となりました。 

この結果、医療用医薬品部門の売上高は4,007百万円（前年同期比3.1％減）となりました。 

②一般用医薬品部門 

一般用医薬品では、営業方針である店頭消化、企業タイアップ企画を中心とした営業活動を継続し

て行ってきましたが、例年にない酷暑が続き、主力商品の粉末「改源」をはじめとする風邪薬関係の

配荷が大幅にずれ込んだ事と、インフルエンザ関連商品が売上に寄与できなかった事もあり減少しま

した。 

この結果、一般用医薬品部門の売上高は915百万円（前年同期比8.3％減）となりました。 

③健康食品部門 

健康食品では、マコンブ仮根加工食品のガニアシ商品は順調にリニューアルが進み伸長しました

が、主力商品「コレカット」は自社通販の業績は回復したものの他社通販での減少が影響し減少しま

した。 

この結果、健康食品部門の売上高は316百万円（前年同期比6.0％減）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末における総資産は12,459百万円（前事業年度末11,863百万円）となり、前事業

年度末に比べ595百万円の増加となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものでありま

す。 

また、負債は4,147百万円（前事業年度末3,647百万円）となり、前事業年度末に比べ499百万円の増加と

なりました。主な要因は、買掛金の増加及び未払費用の減少によるものであります。 

純資産については、8,311百万円（前事業年度末8,215百万円）となり、前事業年度末に比べ96百万円の

増加となりました。主な要因は、四半期純利益の計上による増加及び配当金の支払いによる減少でありま

す。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、前回公表時（平成22年５月11日）に想定した予想に沿った業績で推移

しておりますので、修正しておりません。 

今後、何らかの変化がある場合には、適切に開示してまいります。 
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２．その他の情報 

(1) 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 

 ａ一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前事業年度末に

算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

 

 ｂ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資産については、事業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。 

 

 ｃ繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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ため、前事業年度決算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を適用しております。 

 

②特有の会計処理 

 ａ税金費用の計算 

税金費用については、当第２四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

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。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公

表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年

３月10日）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「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3

1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。 

これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,030,649 4,045,125

受取手形及び売掛金 4,683,526 4,086,380

商品及び製品 490,162 504,949

原材料及び貯蔵品 132,438 122,506

その他 116,313 104,990

貸倒引当金 △12,000 △10,000

流動資産合計 9,441,090 8,853,952

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,785,941 1,785,941

その他（純額） 626,341 638,686

有形固定資産合計 2,412,282 2,424,627

無形固定資産 58,196 20,023

投資その他の資産   

その他 550,469 573,802

貸倒引当金 △3,021 △9,049

投資その他の資産合計 547,448 564,752

固定資産合計 3,017,928 3,009,404

資産合計 12,459,018 11,863,356

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,555,055 2,079,360

未払法人税等 159,837 40,660

賞与引当金 189,000 169,000

その他の引当金 39,547 50,939

その他 507,773 609,652

流動負債合計 3,451,213 2,949,612

固定負債   

退職給付引当金 628,128 617,032

その他の引当金 21,870 35,160

その他 45,852 45,852

固定負債合計 695,851 698,044

負債合計 4,147,065 3,647,656
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,364,609 2,364,609

資本剰余金 2,113,414 2,113,414

利益剰余金 3,867,094 3,758,212

自己株式 △63,801 △63,441

株主資本合計 8,281,316 8,172,795

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 30,636 42,904

評価・換算差額等合計 30,636 42,904

純資産合計 8,311,953 8,215,699

負債純資産合計 12,459,018 11,863,356
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(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,470,321 5,238,989

売上原価 3,310,236 3,134,861

売上総利益 2,160,084 2,104,128

返品調整引当金繰入額 － 1,000

返品調整引当金戻入額 4,000 －

差引売上総利益 2,164,084 2,103,128

販売費及び一般管理費 1,817,415 1,793,862

営業利益 346,669 309,265

営業外収益   

受取利息 5,103 4,288

受取配当金 29,527 29,971

その他 6,443 12,714

営業外収益合計 41,074 46,974

営業外費用   

支払利息 114 67

寄付金 1,374 3,245

その他 2,122 2,473

営業外費用合計 3,611 5,785

経常利益 384,132 350,454

税引前四半期純利益 384,132 350,454

法人税等 175,000 170,000

四半期純利益 209,132 180,454
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 
（単位：千円） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医療機器 450,943 520,408 69,464 15.4

（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） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 683,461 656,811 △26,650 △3.9

  診断用薬 1,385,185 1,280,369 △104,816 △7.6

 小計 2,068,647 1,937,181 △131,466 △6.4

 医療機器 129,551 124,001 △5,549 △4.3

 その他 112,914 110,892 △2,021 △1.8

 計 2,311,112 2,172,075 △139,037 △6.0

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 
428,762 365,155 △63,606 △14.8

  消化器に作用する薬剤 51,337 51,434 96 0.2

  保健栄養強壮剤 14,945 15,459 513 3.4

  その他 61,130 12,207 △48,922 △80.0

 小計 556,175 444,256 △111,919 △20.1

 医薬部外品 561 280 △280 △50.0

 その他 48,931 37,379 △11,551 △23.6

 計 605,668 481,916 △123,751 △20.4

健康食品部門 245,851 216,838 △29,012 △11.8

合計 3,162,632 2,870,830 △291,801 △9.2

（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。 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間  

 2,230,776千円 2,095,579千円
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③ 販売実績 
（単位：千円） 

前第２四半期累計期間 

（自 平成21年４月１日 

至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年４月１日 

至 平成22年９月30日）

増 減 
事業部門 

金 額 金 額 金 額 増減率 

  ％

医療用医薬品部門  

 医薬品  

  消化器に作用する薬剤 1,215,769 1,198,863 △16,905 △1.4

  診断用薬 2,097,383 2,003,353 △94,030 △4.5

 小計 3,313,153 3,202,217 △110,935 △3.3

 医療機器 683,103 677,788 △5,315 △0.8

 その他 139,496 127,297 △12,198 △8.7

 計 4,135,753 4,007,303 △128,449 △3.1

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 
778,187 733,154 △45,033 △5.8

  消化器に作用する薬剤 62,666 59,869 △2,796 △4.5

  保健栄養強壮剤 18,518 17,425 △1,093 △5.9

  その他 62,799 36,010 △26,789 △42.7

 小計 922,172 846,459 △75,713 △8.2

 医薬部外品 940 712 △228 △24.3

 その他 74,707 67,949 △6,758 △9.0

 計 997,820 915,120 △82,699 △8.3

健康食品部門 336,747 316,565 △20,182 △6.0

合計 5,470,321 5,238,989 △231,331 △4.2

（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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