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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 35,178 33.3 2,714 ― 2,873 679.9 473 ―
22年3月期第3四半期 26,387 16.2 171 △84.2 368 △72.3 △476 ―

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3四半期 16.81 ―
22年3月期第3四半期 △16.92 ―

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3四半期 54,610 33,463 61.3 1,188.11
22年3月期 53,239 33,198 62.2 1,176.26

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  33,463百万円 22年3月期  33,133百万円

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 ― 7.00 ― 7.00 14.00
23年3月期 ― 7.00 ―
23年3月期 

（予想）
7.00 14.00

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、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 45,150 26.2 1,300 209.7 1,500 129.1 100 6.9 3.55



(1) 当四半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となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※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きの対象外であり、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き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 
業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、様々な不確定要素が内在しておりますので、実際の業績はこれらの予
想数値と異なる場合があります。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 30,563,199株 22年3月期  30,563,199株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  2,398,283株 22年3月期  2,394,900株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 28,166,801株 22年3月期3Q  28,169,896株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や経済対策の効果を背景に、景気は穏やかな回復

基調で推移したものの、雇用・所得環境など引き続き厳しい状況にあり、海外経済の動向や為替円高の影響などが

懸念され先行き不透明な状況にあります。 

医薬品業界におきましては、昨年４月に長期収載医薬品の特例引き下げを含む薬価改定が実施され、後発品の使

用促進など医療費抑制の基調は変わらず、市場環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のもと当社グループは、当期を初年度とする新中期経営計画「ASKA PLAN 2012」の方針に基づ

き、医薬品事業を中心に売上の確保に努めました結果、売上高は351億７千８百万円（前年同期比33.3％増）とな

りました。 

医療用医薬品分野では、薬価改定や主力製品の競争激化の影響はありましたが、後発医療用医薬品（７品目）の

上市、後発医療用医薬品および販売権を取得した商品等の販売増、ならびにライセンス契約締結時一時金の収入等

により、売上高は324億５千４百万円となりました。 

動物用医薬品分野では、昨年４月に畜水産領域およびコンパニオンアニマル領域に係る国内販売事業を承継した

ことにより、売上高は24億７千５百万円となりました。 

そのほか、検査、医療機器、食品等の売上高は２億４千９百万円となりました。 

利益面では、売上構成の変化による売上原価率の増加等の影響はありましたが、売上高の増加に加え、研究開発

費および販売費等の削減ならびに業務の一部繰延等による経費の減少により、営業利益27億１千４百万円（前年同

期は１億７千１百万円）、経常利益28億７千３百万円（前年同期は３億６千８百万円）とそれぞれ増益となりまし

た。一方、特別損失として、希望退職者募集に伴い発生した退職加算金等の費用11億６千５百万円ならびに投資有

価証券評価損７億７千２百万円（前年同期は８億８千４百万円）計上したことにより、四半期純利益４億７千３百

万円（前年同期は４億７千６百万円の四半期純損失）となりました。 

   

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ13億７千１百万円増加し、546億１千

万円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済等もありましたが、仕入増による支払手形及び買掛金の増

加等により、負債が増加したためであります。  

なお、自己資本比率は前連結会計年度から0.9ポイント低下し61.3％となっております。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後も厳しい市場環境が継続することが予想され、新発売品およびアレルギー性鼻炎治療剤等の季節商品の売上

高の動向、ならびに投資有価証券の期末評価等の不透明な要因があることから、平成23年３月期通期の業績予想に

つきましては、平成22年11月５日公表の数値を据え置いております。 

なお、今後状況が変化した場合は、適時適切に開示いたします。 

  

  

（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 

（簡便な会計処理）  

①たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産の算出については、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

  

②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、連結会計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。 

  

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によって

おります。  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況

に著しい変化が認められたため、前連結会計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

に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は０百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益

はそれぞれ６百万円減少しております。 

  

（税金費用の計算方法の変更）  

税金費用については、従来、連結会計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したが、四半期連結会計期間の実績に応

じた税金費用をより正確に四半期連結財務諸表に反映させるため、第１四半期連結会計期間より、年度決算と同様

の方法に変更しております。ただし、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によってお

ります。  

この変更により、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は53百万円増加しております。  

  

（不動産賃貸費用の計上区分の変更）  

従来、賃貸設備に関する減価償却費等の費用は、一般管理費に計上しておりましたが、営業外の収益と費用の対

応をより厳密に行なうため、第１四半期連結会計期間より営業外収益の不動産賃貸料に対応させて、賃貸設備に係

わる減価償却費等の費用を「不動産賃貸費用」として営業外費用に計上する方法に変更しております。  

この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益が46百万円多く計上されておりますが、経常利益、税金

等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 3,954 4,094

受取手形及び売掛金 9,994 7,733

有価証券 4,669 5,340

商品及び製品 5,447 4,819

仕掛品 757 466

原材料及び貯蔵品 2,188 1,650

その他 985 1,297

貸倒引当金 － △3

流動資産合計 27,998 25,398

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,383 5,568

その他（純額） 8,287 8,799

有形固定資産合計 13,670 14,367

無形固定資産 2,783 3,280

投資その他の資産   

投資有価証券 4,560 4,752

その他 5,650 5,495

貸倒引当金 △119 △120

投資その他の資産合計 10,091 10,127

固定資産合計 26,544 27,774

繰延資産 67 66

資産合計 54,610 53,239
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,684 4,709

短期借入金 416 133

未払法人税等 650 53

賞与引当金 576 1,047

その他の引当金 7 5

その他 2,930 3,187

流動負債合計 12,266 9,136

固定負債   

長期借入金 1,833 3,057

退職給付引当金 6,072 6,643

その他の引当金 281 252

その他 693 950

固定負債合計 8,881 10,903

負債合計 21,147 20,040

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,197 1,197

資本剰余金 845 845

利益剰余金 33,923 33,844

自己株式 △2,307 △2,306

株主資本合計 33,658 33,581

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △186 △439

繰延ヘッジ損益 △8 △8

評価・換算差額等合計 △195 △448

少数株主持分 － 65

純資産合計 33,463 33,198

負債純資産合計 54,610 53,239
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 26,387 35,178

売上原価 11,763 19,206

売上総利益 14,624 15,972

返品調整引当金繰入額 △2 2

差引売上総利益 14,626 15,969

販売費及び一般管理費 14,455 13,255

営業利益 171 2,714

営業外収益   

受取利息 9 4

受取配当金 79 89

不動産賃貸料 127 168

その他 46 43

営業外収益合計 263 306

営業外費用   

支払利息 25 28

固定資産処分損 5 11

コミットメントフィー 25 32

不動産賃貸費用 － 46

その他 9 27

営業外費用合計 65 147

経常利益 368 2,873

特別損失   

投資有価証券評価損 884 772

特別退職金 － 1,165

特別損失合計 884 1,937

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△515 935

法人税、住民税及び事業税 － 715

法人税等調整額 － △187

法人税等合計 38 527

少数株主損益調整前四半期純利益 － 407

少数株主損失（△） △77 △65

四半期純利益又は四半期純損失（△） △476 473
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△515 935

減価償却費 1,291 2,052

投資有価証券評価損益（△は益） 884 772

退職給付引当金の増減額（△は減少） 85 △571

賞与引当金の増減額（△は減少） △663 △456

受取利息及び受取配当金 △89 △93

支払利息 25 28

特別退職金 － 1,165

売上債権の増減額（△は増加） △455 △2,261

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,278 △1,457

仕入債務の増減額（△は減少） 3,223 3,006

確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減
少）

△205 △326

その他 944 936

小計 2,246 3,730

利息及び配当金の受取額 89 94

利息の支払額 △17 △20

特別退職金の支払額 － △1,165

事業再編による支出 － △89

法人税等の支払額 △188 △42

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,130 2,506

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 △1,556 △826

無形固定資産の取得による支出 △2,405 △942

その他 △728 △233

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,689 △2,002

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 2,200 －

長期借入金の返済による支出 － △940

少数株主からの払込みによる収入 90 －

自己株式の純増減額（△は増加） △1 △2

配当金の支払額 △371 △372

その他 △62 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,854 △1,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △704 △810

現金及び現金同等物の期首残高 9,774 9,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,070 8,624
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 該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

当社は、医薬品等の製造・販売及び輸出入等を中心に事業を展開しており、「医薬品事業」を報告セグメント

としております。  

「医薬品事業」は、主に医療用医薬品を製造・販売しております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

当社の報告セグメントは「医薬品事業」のみであるため、記載を省略しております。  

  

（追加情報）  

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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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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４．補足情報

（１）主力品の売上高

（単位：億円）

第3四半期
実績

年間実績
第3四半期

実績
年間見込

経皮吸収型鎮痛消炎剤 セルタッチ 26.3         43.1         66.3         83.7         152.1

高脂血症治療剤 リピディル 31.4         40.0         33.1         41.5         5.4

甲状腺ホルモン剤 チラーヂン 29.3         38.0         30.7         38.9         4.8

前立腺肥大症・癌治療剤 プロスタール 27.0         34.7         23.5         31.1         △ 13.0

消化性潰瘍・胃炎治療剤 アルタット 20.0         25.8         18.1         23.2         △ 9.5

前立腺癌治療剤 ビカルタミド 10.3         14.3         15.0         17.3         45.6

高血圧治療剤 アムロジピン 7.6           10.5         13.6         16.6         78.9

経口避妊剤 アンジュ 8.5           11.2         10.7         13.9         25.9

対前年同四半期
増減率 （％）

品　目　名

主 力 品 の 売 上 高
（ 平 成 23 年 3 月 期 第 ３ 四 半 期 実 績 ）

前　期
平成22年3月期

当　期
平成23年3月期
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