
平成 22 年 11 月 12 日 
各 位 

東京都千代田区神田司町二丁目 12 番地 1
会 社 名 ：ア ー ス 製 薬 株 式 会 社

代 表 者 ：代表取締役社長 大 塚 達 也

(コード番号：4985 東証一部)

問合せ先：
役員待遇 
経営企画部部長 

下 川 善 通

 (TEL．03‐5207‐7456)
 

親会社等の決算に関するお知らせ 
 
 当社の親会社等である大塚ホールディングス株式会社(本社所在地：東京都 代表取締役社長：

樋口達夫)の平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算が確定いたしましたので、お知らせいたします。 
 
 

1． 親会社等の名称 大塚ホールディングス株式会社 

2． 議決権所有割合 26.6％（平成 22 年 6 月 30 日現在） 

3． 添 付 資 料 平成 23 年 3 月期 第 2 四半期決算短信 
四半期連結貸借対照表 
四半期連結損益計算書（第 2 四半期連結累計期間） 
四半期連結損益計算書（第 2 四半期連結会計期間） 
四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
大株主の状況 
役員の状況 

 



 

 

 

平成23年３月期 第２四半期決算短信 ［日本基準］（連結） 

 平成22年11月12日

 
会 社 名 大塚ホールディングス株式会社   

代 表 者 代表取締役社長 （氏名）  樋口 達夫 

問合せ先責任者  コーポレート・コミュニケーション部長 （氏名）  白井 秀樹 ＴＥＬ（03）6717－1410 

四半期報告書提出日 平成22年11月11日   

 

（百万円未満切捨て）

１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 573,994 3.6 69,870 15.8 73,950 14.5 53,188 17.4 

22年３月期第２四半期 553,872 - 60,324 - 64,595 - 45,289 - 

 

 
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 111 61 - -    

22年３月期第２四半期 97 78 97 72    

  

(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２四半期 1,439,216 981,562 67.3 2,034 04 

22年３月期 1,458,375 948,456 64.2 1,964 70 

 （参考）自己資本 23年３月期第２四半期 969,186百万円 22年３月期 936,289百万円

 
２．配当の状況 

 年間配当金 

（基準日） 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 － － － － － － 12 50 12 50 

23年３月期 － － － － － － － － － － 

 

３．その他 

(1）期中における重要な子会社の異動  無 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無を示しております。 

 

(2）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用   有 
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無を示しております。 

 
(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 
（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を示しております。 

 
(4）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期第２四半期 519,156,817株 22年3月期519,156,817株

② 期末自己株式数 23年３月期第２四半期 42,610,147株 22年3月期 42,610,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年３月期第２四半期 476,546,670株

 



①【四半期連結貸借対照表】 

 （単位：百万円）

 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成22年９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  286,441  300,668 

受取手形及び売掛金  242,100  231,734 

有価証券 38,932  50,211 

商品及び製品  67,384  64,163 

仕掛品  24,511  22,948 

原材料及び貯蔵品  28,715  28,308 

その他 62,660  53,879 

貸倒引当金 △337 △397 

流動資産合計 750,409 751,515 

固定資産   

有形固定資産  260,895  260,935 

無形固定資産   

のれん 43,937 44,751 

その他 38,413 43,647 

無形固定資産合計 82,350 88,399 

投資その他の資産   

投資有価証券 271,615  278,522 

出資金 22,357 24,349 

その他 54,421 57,322 

投資損失引当金 △2,745 △2,445 

貸倒引当金 △146 △286 

投資その他の資産合計 345,502 357,463 

固定資産合計 688,748 706,797 

繰延資産 58 62 

資産合計 1,439,216 1,458,375 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,560 93,967 

短期借入金 42,568 62,707 

未払法人税等 19,349 35,331 

賞与引当金 15,771 16,153 

その他の引当金 194 450 

その他 100,960 103,198 

流動負債合計 279,405 311,809 

固定負債   

長期借入金 47,920 62,388 

退職給付引当金 44,863 45,081 

その他の引当金 3,207 3,313 

負ののれん 30,165 31,397 

その他 52,091 55,928 

固定負債合計 178,248 198,109 

負債合計 457,653 509,919 
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 （単位：百万円）

 
当第２四半期連結会計期間末 

（平成22年９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 42,946 42,946 

資本剰余金 432,482 432,482 

利益剰余金 578,676 532,032 

自己株式 △45,354 △45,354 

株主資本合計 1,008,750 962,105 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,317 4,258 

繰延ヘッジ損益 － △14 

為替換算調整勘定 △41,882 △30,059 

評価・換算差額等合計 △39,564 △25,816 

新株予約権 129 － 

少数株主持分 12,246 12,166 

純資産合計 981,562 948,456 

負債純資産合計 1,439,216 1,458,375 
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②【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】 

 （単位：百万円）

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

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

売上高 553,872 573,994 

売上原価 182,642 192,521 

売上総利益 371,229 381,472 

販売費及び一般管理費   

販売促進費 102,475 92,080 

給料及び賞与 35,040 35,689 

賞与引当金繰入額 8,259 9,240 

退職給付費用 3,871 3,534 

のれん償却額 2,126 2,245 

研究開発費 67,440 80,217 

その他 91,691 88,594 

販売費及び一般管理費合計 310,905 311,602 

営業利益 60,324 69,870 

営業外収益   

受取利息 701 587 

受取配当金 1,081 606 

負ののれん償却額 1,232 1,263 

持分法による投資利益 4,138 3,554 

共同販売権延長収益 － 3,660 

その他 1,400 1,140 

営業外収益合計 8,553 10,813 

営業外費用   

支払利息 2,029 806 

為替差損 1,897 5,676 

その他 354 250 

営業外費用合計 4,281 6,733 

経常利益 64,595 73,950 

特別利益   

固定資産売却益 18 155 

持分変動利益 － 5,571 

その他 81 78 

特別利益合計 100 5,805 

特別損失   

減損損失 51 734 

投資損失引当金繰入額 1,229 301 

資産除去債務会計基準の適用に伴う
影響額 

－ 426 

事業分離における移転損失 － 1,900 

その他 643 428 

特別損失合計 1,925 3,791 

税金等調整前四半期純利益 62,771 75,963 
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（単位：百万円）

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

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

法人税、住民税及び事業税 36,320 20,700 

法人税等調整額 △19,124 1,337 

法人税等合計 17,195 22,037 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 53,926 

少数株主利益 286 738 

四半期純利益 45,289 53,188 
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【第２四半期連結会計期間】 

 （単位：百万円）

 
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

売上高 293,038 292,255 

売上原価 96,099 99,343 

売上総利益 196,938 192,912 

販売費及び一般管理費   

販売促進費 54,041 47,517 

給料及び賞与 16,288 15,489 

賞与引当金繰入額 5,523 6,330 

退職給付費用 2,099 1,791 

のれん償却額 1,089 1,138 

研究開発費 35,420 41,958 

その他 47,159 44,455 

販売費及び一般管理費合計 161,621 158,681 

営業利益 35,317 34,231 

営業外収益   

受取利息 370 290 

受取配当金 25 100 

負ののれん償却額 594 616 

持分法による投資利益 3,451 2,852 

共同販売権延長収益 － 1,830 

その他 466 646 

営業外収益合計 4,908 6,336 

営業外費用   

支払利息 492 221 

為替差損 2,243 2,599 

その他 161 126 

営業外費用合計 2,897 2,946 

経常利益 37,328 37,621 

特別利益   

固定資産売却益 6 20 

持分変動利益 － 5,571 

その他 51 23 

特別利益合計 57 5,614 

特別損失   

固定資産除却損 137 178 

減損損失 20 12 

投資損失引当金繰入額 56 198 

事業分離における移転損失 － 1,900 

その他 162 33 

特別損失合計 376 2,323 

税金等調整前四半期純利益 37,008 40,913 
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 （単位：百万円）

 
前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

法人税、住民税及び事業税 15,253 14,930 

法人税等調整額 △4,325 △5,987 

法人税等合計 10,927 8,943 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 31,969 

少数株主利益 523 484 

四半期純利益 25,557 31,485 

 

- 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２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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 62,771 75,963 

減価償却費 20,702 21,061 

減損損失 51 734 

のれん償却額 894 981 

退職給付引当金の増減額 
（△は減少） 

2,118 705 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 △167 

受取利息及び受取配当金 △1,782 △1,194 

支払利息 2,029 806 

持分法による投資損益（△は益） △4,138 △3,554 

持分変動損益（△は益） － △5,571 

事業分離における移転損失 － 1,900 

売上債権の増減額（△は増加） △4,863 △16,524 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,008 △9,853 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,994 10,875 

長期前受収益の増減額（△は減少） 33,556 △3,660 

その他 4,769 △4,563 

小計 112,098 67,939 

利息及び配当金の受取額 4,822 4,867 

利息の支払額 △2,024 △902 

法人税等の支払額 △12,915 △36,977 

営業活動によるキャッシュ・フロー 101,981 34,927 

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 △17,086 △19,603 

有形固定資産の売却による収入 58 284 

投資有価証券の取得による支出 △8,390 △18,941 

投資有価証券の売却及び償還による
収入 

9,158 17,736 

出資金の払込による支出 － △726 

事業移転による収入 － 2,099 

貸付けによる支出 △141 △36 

貸付金の回収による収入 61 169 

定期預金の預入による支出 △5,401 △6,388 

定期預金の払戻による収入 3,416 4,234 

その他 △1,617 △4,064 

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,944 △25,237 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） 22,968 △3,855 

長期借入れによる収入 1,106 1,923 

長期借入金の返済による支出 △22,086 △28,045 

社債の償還による支出 △7,794 － 

配当金の支払額 △5,879 △5,957 

少数株主への配当金の支払額 △639 △144 

その他 △1,670 △1,923 

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,995 △38,003 
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 （単位：百万円）

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

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,064 △2,746 

現金及び現金同等物の増減額 
（△は減少） 

70,106 △31,060 

現金及び現金同等物の期首残高 230,104 321,306 

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増減額（△は減少） 

3,889 1,538 

現金及び現金同等物の四半期末残高  304,099  291,784 
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④【大株主の状況】 

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

野村信託銀行㈱（大塚創業家
持株会信託口） 

東京都千代田区大手町２－２－２ 64,307 12.38 

大塚エステート㈲ 大阪府大阪市中央区大手通３－３－３ 40,449 7.79 

大塚グループ従業員持株会 東京都港区港南２－16－４ 31,313 6.03 

野村ホールディングス㈱ 東京都中央区日本橋１－９－１ 12,195 2.34 

大塚アセット㈱ 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池17－４ 12,000 2.31 

㈱阿波銀行 徳島県徳島市西船場町２－24－１ 10,970 2.11 

㈱りそな銀行 大阪府大阪市中央区備後町２－２－１ 4,568 0.87 

(財)大塚敏美育英奨学財団 大阪府大阪市中央区大手通３－２－27 4,180 0.80 

野村信託銀行㈱（大塚グルー
プ従業員持株会信託口） 

東京都千代田区大手町２－２－２ 4,171 0.80 

㈱メディセオ 東京都中央区八重州２－７－15 4,096 0.78 

計 － 188,252 36.26 

 （注）上記のほか、自己株式が41,321千株あります。 

 

⑤【役員の状況】 

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当決算短信の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 
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