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(百万円未満切捨て)

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） 
 (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 71,443 1.4 16,339 4.3 16,479 4.8 9,818 14.0
22 年３月期第３四半期 70,457 2.0 15,669 18.9 15,729 18.9 8,611 7.5
 

 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 139.21 － 
22 年３月期第３四半期 122.10 － 
 
 (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３四半期 136,674 88,733 64.0 1,239.92
22 年３月期 134,697 83,752 61.5 1,175.04 
(参考) 自己資本 23 年３月期第３四半期 87,448 百万円  22 年３月期 82,872 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 － 23.00 － 23.00 46.00

23 年３月期 － 28.00 －   

23 年３月期(予想)    28.00 56.00

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

 

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) 

 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 93,100 2.4 19,600 3.5 19,800 3.8 11,500 7.4 163.06

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
 

tsumura
201101財務会計基準機構



 

４. その他（詳細は添付資料３ページ「その他の情報」をご覧ください。） 

(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 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更 ： 有 

（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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23 年 3月期 3Ｑ 70,771,662 株 22 年 3月期 70,771,662 株

② 期末自己株式数 23 年 3月期 3Ｑ 244,427 株 22 年 3月期 243,941 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23 年 3月期 3Ｑ 70,527,492 株 22 年 3月期 3Ｑ 70,528,270 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お

りません。 

 

※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、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、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。 
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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 

当第３四半期連結累計期間（平成 22 年４月１日から平成 22 年 12 月 31 日まで）の売上高は、前

年同期に比べ１.４％増の７１４億４千３百万円となりました。利益につきましては、営業利益 

１６３億３千９百万円（前年同期比４.３％増）、経常利益１６４億７千９百万円（前年同期比 

４.８％増）、四半期純利益９８億１千８百万円（前年同期比１４.０％増）となりました。 

医療用漢方製剤の数量伸長７.８％を要因とする売上増によって売上総利益が増加したことに加

え、業務の効率化に取り組んできたことにより売上高販管費率が改善し、営業利益、経常利益およ

び四半期純利益ともに前年同期を上回る状況で推移いたしました。 

 

当社におきましては、医療用漢方製剤を通じて「漢方医学と西洋医学の融合により世界で類のな

い最高の医療提供に貢献する」ことを目標として掲げており、そのために「2009～2011 年度中期経

営計画（連結）」において、６つの具体的な活動目標を設定して、その達成に向けて積極的な取り組

みを展開しております。 

「漢方医学の確立」に向けた様々な支援活動や、医療用漢方製剤のエビデンスの確立を目指した

「育薬の推進」などを通じて、医療用漢方製剤が持続的に伸長していくための「仕組み」を構築し

てまいりました。また、この仕組みのもと、大学病院、臨床研修指定病院、開業医、調剤薬局など

各医療機関のニーズに合わせた情報提供活動を行ってまいりました。 

その結果、様々な領域の疾患に漢方治療が取り入れられるようになり、薬価引き下げの影響を受

けながらも、１２９処方中７９処方が前年同期の売上高を上回り、医療用漢方製剤全体の売上高は

前年同期に比べ３.６％伸長いたしました。 

特に育薬処方である「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」につきましては、各種臨床研究とその効

果を裏付ける基礎研究が進み、エビデンスが確立されつつあることから、３処方合わせた売上高は

前年同期に比べ１４.３％伸長しており、医療用漢方製剤の売上増加に引き続き牽引的な役割を果た

しております。「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」の２処方につきましても、エビデンスの確立を目指し

て、積極的な育薬推進活動を展開しております。 

 

 

(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財政状態は以下のとおりであります。 

総資産は、前連結会計年度末に比べて１９億７千６百万円増加し、１,３６６億７千４百万円とな

りました。 

負債は、未払法人税等の減少等により前連結会計年度末に比べて３０億３百万円減少し、 

４７９億４千万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて４９億８千万円増加し、８８７億３千３百万円となり、自

己資本比率は２.５ポイント上昇して６４.０％となりました。 

 

 

当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、５７億４千９百万円の収入となりました。前年同期との

比較では、税金等調整前四半期純利益の増加等により、６千４百万円収入が増加しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出、子会社株式の取得によ

る支出等により４１億３千８百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により３２億３千８百万円の支出となり

ました。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、１３７億５百万円と

なりました。 

 

 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成 22 年５月 13 日に公表しました平成 23 年３月期の業績予想に変更ありません。 
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２. その他の情報 

(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 

① 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

② 特有の会計処理 

（原価差異の繰延処理） 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までに

ほぼ解消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。 

 

(３) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 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。 

なお、これによる損益への影響はありません。 

 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20

年 12 月 26 日）、「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）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平成 20 年 12 月 26

日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20 年 12 月 26 日）、「持分法に

関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 12 月 26 日公表分）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月

26 日）を適用しております。 

 これにより、連結子会社の資産及び負債の評価方法について従来、部分時価評価法を採用して

おりましたが、全面時価評価法へ評価方法を変更しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

③ 原価差異の繰延処理の適用 
操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異について従来、原則的処理を採用してお

りましたが、売上原価を四半期連結会計期間の売上高へより適切に対応できることから、第１四

半期連結会計期間より繰延処理を採用することといたしました。 

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。 

 

(４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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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 13,729 15,401

受取手形及び売掛金 33,881 31,546

商品及び製品 4,284 4,340

仕掛品 6,971 7,169

原材料及び貯蔵品 12,148 10,825

その他 3,614 4,013

貸倒引当金 △6 △7

流動資産合計 74,623 73,289

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,667 44,451

その他 48,235 46,713

減価償却累計額 △51,696 △50,306

有形固定資産合計 41,206 40,857

無形固定資産 263 307

投資その他の資産   

投資有価証券 15,953 15,843

その他 4,656 4,433

貸倒引当金 △29 △33

投資その他の資産合計 20,580 20,242

固定資産合計 62,051 61,407

資産合計 136,674 134,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,223 2,221

短期借入金 22,957 23,116

未払法人税等 2,194 5,260

返品調整引当金 17 12

その他 11,792 11,561

流動負債合計 39,185 42,171

固定負債   

退職給付引当金 1,782 1,653

その他 6,972 7,119

固定負債合計 8,755 8,773

負債合計 47,940 50,944
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,487 19,487

資本剰余金 1,940 1,940

利益剰余金 66,965 60,744

自己株式 △383 △382

株主資本合計 88,010 81,790

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △221 364

繰延ヘッジ損益 △684 △103

土地再評価差額金 1,772 1,772

為替換算調整勘定 △1,427 △949

評価・換算差額等合計 △561 1,082

少数株主持分 1,285 879

純資産合計 88,733 83,752

負債純資産合計 136,674 134,697
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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 70,457 71,443

売上原価 22,039 22,386

売上総利益 48,417 49,057

販売費及び一般管理費 32,747 32,718

営業利益 15,669 16,339

営業外収益   

受取利息 30 23

受取配当金 333 315

持分法による投資利益 9 61

その他 187 185

営業外収益合計 561 586

営業外費用   

支払利息 271 199

為替差損 116 217

その他 113 28

営業外費用合計 501 446

経常利益 15,729 16,479

特別利益   

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 6 1

関係会社出資金売却益 － 8

特別利益合計 7 10

特別損失   

固定資産売却損 1 1

固定資産除却損 91 76

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 525 0

解体撤去費用 49 －

特別損失合計 668 79

税金等調整前四半期純利益 15,068 16,410

法人税等 6,417 6,520

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,889

少数株主利益 40 71

四半期純利益 8,611 9,818
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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 15,068 16,410

減価償却費 2,382 2,579

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 △4

受取利息及び受取配当金 △364 △339

支払利息 271 199

持分法による投資損益（△は益） △9 △61

有形固定資産除売却損益（△は益） 93 68

売上債権の増減額（△は増加） △2,412 △2,375

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,082 △1,238

仕入債務の増減額（△は減少） 8 △19

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △6 △0

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 525 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） 175 129

関係会社出資金売却損益（△は益） － △8

その他 △1,200 △1,038

小計 12,455 14,302

利息及び配当金の受取額 397 368

利息の支払額 △302 △197

法人税等の支払額 △6,865 △8,723

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,685 5,749

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 △3,939 △3,131

有形固定資産の売却による収入 0 24

無形固定資産の取得による支出 △16 △36

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △8 △11

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

29 21

子会社株式の取得による支出 △60 △1,000

貸付けによる支出 △7 △6

貸付金の回収による収入 10 8

定期預金の預入による支出 △21 △27

定期預金の払戻による収入 11 23

その他の支出 △492 △94

その他の収入 204 91

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,289 △4,138
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(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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 924 125

短期借入金の返済による支出 △990 △250

長期借入金の返済による支出 △2,030 △24

自己株式の取得による支出 △2 △1

少数株主からの払込みによる収入 － 500

配当金の支払額 △2,732 △3,483

少数株主への配当金の支払額 － △85

その他 △9 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,841 △3,238

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,450 △1,675

現金及び現金同等物の期首残高 14,596 15,381

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,146 13,705
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(４) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  
 
 
(５) セグメント情報 

［事業の種類別セグメント情報］ 
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） 

当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、該当事項はありません。  
 
［所在地別セグメント情報］ 
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） 

全セグメントの売上高の合計額に占める日本の割合が 90％を超えているため、所在地別セグメン
ト情報の記載を省略しております。 
 

［海外売上高］ 
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） 

海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 

 
 
 

［セグメント情報］ 
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） 

当社グループは医薬品事業のみの単一セグメントであるため、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。 

 

 
(６) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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