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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 36,582 2.2 1,933 372.3 1,494 ― 1,136 ―

22年3月期第3四半期 35,812 1.1 409 △51.2 37 △94.4 △474 ―

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 12.55 ―

22年3月期第3四半期 △5.24 ―

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 63,028 26,291 41.7 290.29
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3四半期  26,291百万円 22年3月期  25,889百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
23年3月期 ― 3.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、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 47,840 2.7 1,380 197.8 890 ― 550 6.0 6.07



(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 

（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。 

※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、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）３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 （詳細は、【添付資料】P.３「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3Q 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3Q  3,943,211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3Q 90,579,710株 22年3月期3Q 90,603,004株
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当第３四半期の連結会計期間におけるわが国経済は、ＧＤＰ（国内総生産）の実質成長率でみて、４

～６月の１．８％成長に続き７～９月には０．９％（年率３．９％）増とエコカー補助や値上げ前のた

ばこの駆け込み需要と猛暑効果で個人消費の大幅な伸びから実力以上の成長が続き、その反動と外需の

減速や円高影響が重なり１０～１２月はマイナス１．７％の成長に転じる公算という上下動の大きい波

乱の３四半期推移となっております。この間の日経平均株価が期初の１１，２９２円の高値から期央に

８，０４２円まで反落、期末の戻りも１０，２２０円と鈍く、円相場においても９月には１ドル８０円

台まで急騰、期末には８１円台へ戻したものの円高基調が続いております。期末に決めた９２兆円の平

成２３年度政府予算案の年度内成立をめざした菅２次改造内閣が発足、底堅い米・中国景気を支えに、

足踏みが続く日本経済の再浮上への政策の“空白”がさけられるかどうかが注目されるところでありま

す。 

当連結累計期間の医薬品業界におきましては、平成２１年度の国民医療費概算で、前年度比で３．

５％増と過去最高の伸び率を記録する勢いで、高齢化の進展と高度医療の需要増が顕著に反映され、国

民医療費の膨張に拍車をかけております。その国民医療費抑制への圧力は一段と激しく、薬剤費圧縮の

ため平成２２年度の薬価改定では業界平均５．７％の引き下げに加えて長期収載品目には２．２％を上

乗せする大幅な引き下げで、売り上げ高の伸びがダイレクトに圧迫されております。こうした国内市場

の狭隘化に対処して、経済成長が著しい中国、インドなど新興国市場への進出画策も表面化してきて、

内外市場ともにグローバル化の波が顕著になってきております。 

このような市場環境のもと、当社グループにおきましては、主柱の医薬品事業では、主力の透析剤キ

ンダリーの薬価引下げ影響が厳しく、患者増に伴う販売数量の増加を図りながらも、前年同期比４％強

の減収を余儀なくされております。 

これをカバーすべく、準主力の生理食塩液の大容量製品やサブラッドの新型ＢＳＧタイプ製品が、安

全性と便宜性で透析治療の新ニーズに沿った拡販努力によって伸び、また、抗血液凝固剤ヘパリンナト

リウムや低分子ヘパのシリンジ製品が市場開拓努力で伸びるなどヘパリン３品目およびミニヘパ２品目

のヘパリン製剤の著伸が寄与しております。そのほか、後発医薬品部門では、ジェネリック医薬市場の

拡大政策に後押しされて、緩下剤のセンノシド錠、尿毒症改善剤の球形吸着炭剤などの伸びにより医薬

品事業の売り上げ高が３６３億８１百万円と前年同期比２．１％の伸びとなっております。一方、不動

産事業も順調な推移で売り上げ高が２億円と同１１．２％増となり、当期間の売り上げ高は３６５億８

２百万円と同１０２．２％へ、通期計画の７６．５％に到達するペースとなっております。 

一方、利益面におきましては、引き続き、売上原価率の引き下げ努力と研究開発費負担減による販売

費および一般管理費の低減により、営業利益が１９億３３百万円と同３７２．３％増で、通期目標の１

４０％ペースに、また、経常利益が１４億９４百万円、四半期純利益においても１１億３６百万円へ、

ともに大幅な黒字転換となり通期目標ペースを上回っております。ようやく正常決算態勢を取り戻して

きておりますが、続く最終の第４クオーターには、期末の特有の在庫調整や研究開発費の負担増なども

あって業績の伸びが抑えられることも考えられることから、現時点では通期の業績見通しには慎重を期

しております。 

  

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
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当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加があったものの、たな卸資産や固定資

産の減少などにより前連結会計年度末より６億円減少して６３０億２８百万円になりました。負債は、

支払手形及び買掛金の増加があったものの、借入金の減少などにより１０億１百万円減少して３６７億

３６百万円になりました。純資産は、その他投資有価証券評価差額金の減少はあったものの、四半期純

利益の計上などにより４億１百万円増加して２６２億９１百万円となりました。なお、自己資本比率は

１．０ポイント増加いたしました。 

  

現時点におきましては、平成２２年１１月５日発表（本決算短信の鑑の下段掲載のとおり）の業績予

想を変更しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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及び経常利益はそれぞれ８百万円減少しており、

税金等調整前四半期純利益は６０百万円減少しております。 

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。 

（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）の適用により、当第３四半期

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

(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

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

１.会計処理の原則・手続の変更

２.表示方法の変更
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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 4,967 3,137

受取手形及び売掛金 20,697 21,061

商品及び製品 5,547 6,396

仕掛品 99 101

原材料及び貯蔵品 1,074 950

その他 745 1,466

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 33,127 33,112

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 8,982 9,317

土地 11,344 11,343

その他（純額） 4,089 4,368

有形固定資産合計 24,416 25,028

無形固定資産 206 200

投資その他の資産 5,276 5,286

固定資産合計 29,900 30,515

資産合計 63,028 63,628

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,514 11,938

短期借入金 7,989 9,825

未払法人税等 37 84

賞与引当金 409 663

その他の引当金 373 347

その他 4,969 4,488

流動負債合計 26,294 27,348

固定負債

社債 350 450

長期借入金 5,864 5,867

退職給付引当金 972 843

その他の引当金 239 230

資産除去債務 160 －

その他 2,855 2,998

固定負債合計 10,442 10,389

負債合計 36,736 37,738

扶桑薬品工業㈱（4538）平成23年3月期第3四半期決算短信

4



（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)

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 6,364 5,769

自己株式 △1,404 △1,398

株主資本合計 30,729 30,139

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 50 205

繰延ヘッジ損益 △74 △43

土地再評価差額金 △4,414 △4,412

評価・換算差額等合計 △4,437 △4,249

純資産合計 26,291 25,889

負債純資産合計 63,028 63,628
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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 35,812 36,582

売上原価 24,947 25,875

売上総利益 10,865 10,706

返品調整引当金戻入額 － 10

返品調整引当金繰入額 5 －

差引売上総利益 10,860 10,717

販売費及び一般管理費 10,450 8,784

営業利益 409 1,933

営業外収益

受取利息 18 8

受取配当金 33 44

受取保険金 32 －

受取報償金 41 －

投資有価証券受贈益 － 45

その他 54 108

営業外収益合計 180 207

営業外費用

支払利息 235 239

投資事業組合運用損 137 56

その他 180 349

営業外費用合計 553 646

経常利益 37 1,494

特別利益

前期損益修正益 － 27

その他 － 4

特別利益合計 － 31

特別損失

たな卸資産廃棄損 － 332

固定資産除却損 43 36

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 －

投資有価証券評価損 6 0

その他 13 0

特別損失合計 462 421

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（△）

△425 1,104

法人税、住民税及び事業税 30 36

法人税等調整額 18 △69

法人税等合計 49 △32

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,136

四半期純利益又は四半期純損失（△） △474 1,136
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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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