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(百万円未満切捨て)

１．平成 24 年３月期第１四半期の連結業績（平成 23 年４月１日～平成 23 年６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 ％

24年３月期第１四半期 24,369 6.2 6,020 16.0 6,105 15.9 3,596 12.8
23年３月期第１四半期 22,954 1.9 5,192 14.4 5,267 14.8 3,187 21.0 
(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 3,827百万円 (58.0％) 23年３月期第１四半期 2,423百万円 (―％)

 

 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 50.99 ― 
23年３月期第１四半期 45.20 ― 
 
（２）連結財政状態 
 

 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 143,481 92,847 63.8
23年３月期 141,549 91,154 63.5 
(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 91,503百万円  23年３月期 89,856百万円 

 

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 

23年３月期 － 28.00 － 30.00 58.00 

24年３月期 －     

24年３月期(予想)  30.00 － 30.00 60.00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

 

３．平成 24 年３月期の連結業績予想（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) 

 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) 48,300 6.4 10,900 11.1 11,000 12.0 6,200 4.9 87.91
通期 100,400 5.9 23,400 8.6 23,600 8.6 13,600 5.1 192.83

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

 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 

   

（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) 24年３月期１Ｑ 70,771,662株 23年３月期 70,771,662株

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 244,547株 23年３月期 244,497株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 70,527,132株 23年３月期１Ｑ 70,527,604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。 
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１．当四半期決算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１四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日）の売上高は、前年同期に比べ

６.２％増の２４３億６千９百万円となりました。利益につきましては、営業利益６０億２千万円（前年同期比

１６.０％増）、経常利益６１億５百万円（前年同期比１５.９％増）、四半期純利益３５億９千６百万円（前年

同期比１２.８％増）となりました。 

本年３月１１日の東日本大震災の影響につきましては、茨城工場の操業停止等に伴う特別損失として 

２億８千１百万円を計上しております。また、医療用漢方製剤の売上高は、５月１０日の茨城工場の再稼働以

降、流通在庫に品薄感があった製品の出荷増等があり、数量ベースで７．７％伸長しました。 

震災の影響により各種の漢方医学セミナーや講演会・研究会等が一部で計画どおりに開催することができな

い状況でありましたが、大学における漢方医学教育の支援活動、さらなる育薬の推進と、その成果の浸透を目

指した専任ＭＲ制による大学病院・臨床研修指定病院での活動強化などを推進してまいりました。これらの活

動に加えて、業務の効率化に取り組んできたこと等により売上原価率及び売上高販管費率が改善し、利益につ

きましても昨年を上回る状況となりました。 

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１５.１％伸

長しており、医療用漢方製剤全体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。 

当社は、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」ことを企業使命とし、この理想的な医療の実現のために着実に前進しております。 

 

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四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、設備投資による有形固定資産の増加等により前連結会計年度末に比べて１９億３千２百万円増加

し、１,４３４億８千１百万円となりました。 

負債は、仕入債務の増加等により前連結会計年度末に比べて２億３千９百万円増加し、５０６億３千４百万

円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１６億９千２百万円増加し、９２８億４千７百万円となり、自己資本

比率は０.３ポイント上昇して６３.８％となりました。 
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当第１四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、２３億９千２百万円の収入となりました。前年同期間との比較では、

税金等調整前四半期純利益の増加等により２１億３百万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、１６億６千４百万円の支出となりました。前年同期間との比較では、

有形固定資産の取得による支出が増加したこと等により８億３千万円支出が増加しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、２０億２千７百万円の支出となりました。前年同期間との比較では、

配当金の支払額が増加したこと等により４億７千６百万円支出が増加しております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて 

１２億１千１百万円減少し、１５９億８千７百万円となりました。 

 

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成２３年５月１２日に公表しました平成２４年３月期の業績予想に変更ありません。 

 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 

(１) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(２) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（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。 
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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)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,219 16,005

受取手形及び売掛金 34,625 34,407

商品及び製品 3,672 4,242

仕掛品 6,461 6,294

原材料及び貯蔵品 11,923 13,667

その他 5,171 5,592

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 79,068 80,203

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 44,639 45,081

その他 49,741 51,106

減価償却累計額 △52,226 △53,119

有形固定資産合計 42,154 43,068

無形固定資産 250 234

投資その他の資産   

投資有価証券 14,600 14,298

その他 5,504 5,706

貸倒引当金 △28 △29

投資その他の資産合計 20,076 19,975

固定資産合計 62,481 63,278

資産合計 141,549 143,481

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,912 2,314

短期借入金 22,957 22,957

未払法人税等 4,403 2,968

返品調整引当金 12 8

その他 12,520 14,069

流動負債合計 41,807 42,318

固定負債   

退職給付引当金 1,825 1,832

その他 6,762 6,482

固定負債合計 8,587 8,315

負債合計 50,394 50,634
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30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 70,075 71,555

自己株式 △383 △383

株主資本合計 91,120 92,600

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,059 △1,178

繰延ヘッジ損益 △351 △365

土地再評価差額金 1,772 1,772

為替換算調整勘定 △1,624 △1,325

その他の包括利益累計額合計 △1,263 △1,097

少数株主持分 1,298 1,344

純資産合計 91,154 92,847

負債純資産合計 141,549 143,481
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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

売上高 22,954 24,369

売上原価 7,152 7,533

売上総利益 15,802 16,835

販売費及び一般管理費 10,610 10,815

営業利益 5,192 6,020

営業外収益   

受取利息 8 14

受取配当金 157 156

持分法による投資利益 20 3

その他 63 35

営業外収益合計 249 209

営業外費用   

支払利息 69 61

為替差損 96 50

その他 8 12

営業外費用合計 174 124

経常利益 5,267 6,105

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 7 4

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 0 －

災害による損失 － 281

特別損失合計 8 287

税金等調整前四半期純利益 5,258 5,818

法人税等 2,042 2,199

少数株主損益調整前四半期純利益 3,216 3,618

少数株主利益 28 22

四半期純利益 3,187 3,596
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 3,216 3,618

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △688 △118

繰延ヘッジ損益 △271 △14

為替換算調整勘定 162 331

持分法適用会社に対する持分相当額 3 10

その他の包括利益合計 △793 208

四半期包括利益 2,423 3,827

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,379 3,763

少数株主に係る四半期包括利益 43 64
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６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 5,258 5,818

減価償却費 857 912

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

受取利息及び受取配当金 △165 △170

支払利息 69 61

持分法による投資損益（△は益） △20 △3

有形固定資産除売却損益（△は益） 8 4

売上債権の増減額（△は増加） △839 225

たな卸資産の増減額（△は増加） △357 △2,051

仕入債務の増減額（△は減少） △77 414

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 1

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 0 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28 7

その他 456 1,326

小計 5,218 6,546

利息及び配当金の受取額 162 165

利息の支払額 △69 △61

法人税等の支払額 △5,022 △4,258

営業活動によるキャッシュ・フロー 288 2,392

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 △873 △1,669

有形固定資産の売却による収入 23 0

無形固定資産の取得による支出 △9 △3

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △2 △2

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

2 22

貸付けによる支出 △0 △2

貸付金の回収による収入 1 1

定期預金の預入による支出 △9 △8

定期預金の払戻による収入 11 11

その他 21 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △833 △1,664

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 136 －

短期借入金の返済による支出 △136 －

長期借入金の返済による支出 △11 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,533 △2,001

少数株主への配当金の支払額 － △18

その他 △5 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,550 △2,027

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 88

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,088 △1,211

現金及び現金同等物の期首残高 15,381 17,198

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,292 15,987

－ 8 －

㈱ツムラ（4540） 平成24年3月期 第1四半期決算短信



(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) 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。 

 

－ 9 －

㈱ツムラ（4540） 平成24年3月期 第1四半期決算短信




