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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

※当社は、平成23年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示しております。そのため、平成23年３月期
第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 ％

24年3月期第1四半期 3,226 ― 522 ― 628 ― 189 ―
23年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

24年3月期第1四半期 8.48 ―
23年3月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 27,245 24,363 89.4
23年3月期 27,544 24,354 88.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  24,363百万円 23年3月期  24,354百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 11.00 ― 13.00 24.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 13.00 ― 13.00 26.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 6,835 3.7 1,000 10.1 1,200 10.1 650 3.9 29.02
通期 13,700 3.1 2,000 9.2 2,400 5.0 1,300 2.2 58.04



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 22,547,140 株 23年3月期 22,547,140 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 149,512 株 23年3月期 149,399 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 22,397,713 株 23年3月期1Q 22,398,466 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 
・業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果
となる可能性があります。 
・当社は前期（平成23年３月期）まで連結決算を行っておりましたが、当社が平成23年４月１日連結子会社株式会社リスブランを吸収合併したことにより、連結子
会社が無くなり当期（平成24年３月期）から単体決算のみを行うことになりました。 
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による社会的なインフラや電力供給、風評

被害など懸念すべき問題も多く、先行きは不透明な状況になっております。 

医薬品業界においては、新薬価制度への変更に伴い、後発医薬品ビジネスへの大手新薬メーカーの参

入など、各企業の組織構造の改革が見受けられ、また新販売制度におけるＯＴＣ医薬品の販売方法に対す

る不透明感と販売チャネルの多様化による市場の厳しさが増しております。 

     このような状況のもと、当第１四半期累計期間の売上高は 32 億 26 百万円となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は５億 22 百万円、経常利益は６億 28 百万円となり、四半期純利益は投資有価証券評価損の

発生などにより１億 89 百万円となりました。 

     なお、平成23 年４月１日付で連結子会社であった株式会社リスブランを吸収合併いたしました。これにより

当社は連結財務諸表非作成会社となりましたので、前年同四半期との比較は行っておりません。 

    

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末に比べ２億 99 百万円減少し 272 億 45 百万円となり

ました。 

流動資産は前事業年度末に比べ３億 29 百万円増加し 139 億 90 百万円となりました。これは主に現金及

び預金が９億 21 百万円増加し、有価証券が５億 93 百万円減少したことによります。 

固定資産は前事業年度末に比べ６億 29 百万円減少し 132 億 54 百万円となりました。これは主に有形固

定資産が５億 72 百万円増加し、投資その他の資産が 12 億 10 百万円（うち合併に伴う関係会社株式の減 12

億 87 百万円）減少したことによります。 

当第１四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ３億８百万円減少し28億81百万円となりまし

た。 

流動負債は前事業年度末に比べ３億 45 百万円減少し 19 億 94 百万円となりました。これは主に未払法人

税等が２億 31 百万円、賞与引当金が１億 51 百万円減少したことによります。 

固定負債は前事業年度末に比べ 37 百万増加し、８億 87 百万円となりました。 

当第１四半期会計期間末の純資産合計は前事業年度末に比べ８百万円増加し 243 億63 百万円となりまし

た。 

この結果、自己資本比率は 89.4％となりました。 

 
（３）業績予想に関する定性的情報 

業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数

値と異なる可能性があります。なお、現時点では平成 23 年５月９日に公表した業績予想から変更はありませ

ん。 
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２． サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

（２）会計方針の変更・会計上の見積の変更・修正再表示 

   該当事項はありません。 

 

３． 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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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,870 3,791

受取手形及び売掛金 2,951 2,934

有価証券 1,598 1,004

商品及び製品 1,470 1,579

仕掛品 306 355

原材料及び貯蔵品 466 629

繰延税金資産 150 59

関係会社預け金 3,491 3,493

その他 370 156

貸倒引当金 △14 △14

流動資産合計 13,660 13,990

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,973 2,294

機械装置及び運搬具（純額） 463 452

土地 2,006 2,281

その他（純額） 187 175

有形固定資産合計 4,631 5,204

無形固定資産   

ソフトウエア 79 81

その他 6 13

無形固定資産合計 86 95

投資その他の資産   

投資有価証券 7,252 7,385

繰延税金資産 411 353

その他 1,528 242

貸倒引当金 △26 △26

投資その他の資産合計 9,165 7,955

固定資産合計 13,884 13,254

資産合計 27,544 27,245
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,112 1,130

未払法人税等 382 150

賞与引当金 205 54

役員賞与引当金 25 12

返品調整引当金 2 －

歩戻引当金 13 30

その他 597 615

流動負債合計 2,340 1,994

固定負債   

長期未払金 66 66

退職給付引当金 404 439

その他 378 381

固定負債合計 849 887

負債合計 3,189 2,881

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,449 4,449

資本剰余金 5,378 5,378

利益剰余金 14,903 14,802

自己株式 △96 △96

株主資本合計 24,635 24,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △280 △170

評価・換算差額等合計 △280 △170

純資産合計 24,354 24,363

負債純資産合計 27,544 27,245
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：百万円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,226

売上原価 1,578

売上総利益 1,647

返品調整引当金戻入額 2

販売費及び一般管理費 1,127

営業利益 522

営業外収益  

受取利息 32

受取配当金 45

デリバティブ評価益 24

その他 4

営業外収益合計 106

営業外費用  

支払利息 0

為替差損 0

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 628

特別利益  

抱合せ株式消滅差益 64

特別利益合計 64

特別損失  

固定資産処分損 1

投資有価証券評価損 239

災害による損失 12

特別損失合計 253

税引前四半期純利益 439

法人税、住民税及び事業税 149

法人税等調整額 99

法人税等合計 249

四半期純利益 189
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（3） 継続企業の前提に関する注記 

      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 

     該当事項はありません。 
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