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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

※当社は、平成23年３月期第２四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２四半期の経営成績（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。  
（参考）平成23年３月期第２四半期連結業績は下記のとおりです。  
売上高6,590百万円 営業利益908百万円  経常利益1,089百万円 四半期純利益625百万円 
    

(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2四半期 6,689 ― 1,224 ― 1,339 ― 594 ―
23年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 26.54 ―
23年3月期第2四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 27,488 24,502 89.1
23年3月期 27,544 24,354 88.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  24,502百万円 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 ― 13.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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2Q 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2Q 149,607 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2Q 22,397,632 株 23年3月期2Q 22,398,344 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。 
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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２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部に東日本大震災からの復興に向けた回復の兆しが見

えるものの、電力供給不安の影響による経済環境の悪化や世界の経済不安を要因とした円高も進み、依然と

して今後の見通しの難しい状況が続いております。 

医薬品業界においては、医療保険財政の改善を目的とした後発品使用促進等の医療費抑制施策が推し

進められ、また販売チャネルの多様化により市場競争が一段と激化するなど、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、当第２四半期累計期間の売上高は 66 億 89 百万円となりました。利益面におきまし

ては、営業利益は 12 億 24 百万円、経常利益は 13 億 39 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５億 94 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２四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末に比べ 56 百万円減少し 274 億 88 百万円となりまし

た。 

流動資産は前事業年度末に比べ 10 億 70 百万円増加し 147 億 30 百万円となりました。これは主に関係会

社預け金が 32 億 11 百万円増加した一方、現金及び預金が 18 億 54 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 11 億 26 百万円減少し 127 億 57 百万円となりました。これは主に合併に

伴う子会社からの有形固定資産の受入等が４億 97 百万円増加し、投資その他の資産が 16 億 27 百万円（関

係会社株式の減少 12 億 87 百万円）減少したことによります。 

当第２四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ２億３百万円減少し29 億86 百万円となりまし

た。 

流動負債は前事業年度末に比べ 85 百万円減少し 22 億 54 百万円となりました。これは主に未払法人税等

が１億 24 百万円増加した一方、その他が 1 億 96 百万円（未払金の減少１億 82 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１億 18 百万円減少し、７億 31 百万円となりました。これは主に退職給付

引当金が 1 億 20 百万円減少したことによります。 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は前事業年度末に比べ１億 47 百万円増加し 245 億２百万円となり

ました。 

この結果、自己資本比率は 89.1％となりました。 

 

  （キャッシュ・フローについて） 
当第２四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、35 億 68 百万円とな

りました。 
当第２四半期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。 
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。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果得られた資金は５億 69 百万円となりました。これは主に税引前四半期純利益 11 億

50 百万円、減価償却費２億 38 百万円があった一方、法人税等の支払額４億５百万円があったことによる

ものであります。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は５億 74 百万円となりました。これは主に関係会社預け金の増加額 10

億０百万円、有価証券の売却・償還による収入６億５百万円によるものであります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は２億 93 百万円となりました。これは主に配当金の支払額２億 90 百万

円によるものであります。 
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（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。 

 

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２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,870 1,015

受取手形及び売掛金 2,951 3,134

有価証券 1,598 1,101

商品及び製品 1,470 1,517

仕掛品 306 331

原材料及び貯蔵品 466 589

繰延税金資産 150 156

関係会社預け金 3,491 6,702

その他 370 195

貸倒引当金 △14 △15

流動資産合計 13,660 14,730

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,973 2,257

機械装置及び運搬具（純額） 463 420

土地 2,006 2,281

建設仮勘定 － 13

その他（純額） 187 156

有形固定資産合計 4,631 5,128

無形固定資産   

ソフトウエア 79 77

その他 6 13

無形固定資産合計 86 90

投資その他の資産   

投資有価証券 7,252 6,844

繰延税金資産 411 480

その他 1,528 235

貸倒引当金 △26 △21

投資その他の資産合計 9,165 7,538

固定資産合計 13,884 12,757

資産合計 27,544 27,488
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,112 1,088

未払法人税等 382 507

賞与引当金 205 217

役員賞与引当金 25 24

返品調整引当金 2 －

歩戻引当金 13 14

その他 597 401

流動負債合計 2,340 2,254

固定負債   

長期未払金 66 66

退職給付引当金 404 284

その他 378 380

固定負債合計 849 731

負債合計 3,189 2,986

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 15,206

自己株式 △96 △96

株主資本合計 24,635 24,938

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △280 △436

評価・換算差額等合計 △280 △436

純資産合計 24,354 24,502

負債純資産合計 27,544 27,488

日水製薬㈱ (4550) 平成24年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

5



（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,689

売上原価 3,215

売上総利益 3,473

返品調整引当金戻入額 2

販売費及び一般管理費 2,251

営業利益 1,224

営業外収益  

受取利息 55

受取配当金 80

その他 11

営業外収益合計 147

営業外費用  

支払利息 0

デリバティブ評価損 31

その他 1

営業外費用合計 33

経常利益 1,339

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 2

投資有価証券売却損 10

投資有価証券評価損 227

災害による損失 12

特別損失合計 252

税引前四半期純利益 1,150

法人税、住民税及び事業税 498

法人税等調整額 57

法人税等合計 556

四半期純利益 594

日水製薬㈱ (4550) 平成24年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

6



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,150

減価償却費 238

災害損失 12

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △64

引当金の増減額（△は減少） △126

受取利息及び受取配当金 △135

支払利息 0

売上債権の増減額（△は増加） △115

たな卸資産の増減額（△は増加） △43

仕入債務の増減額（△は減少） △29

投資有価証券売却損益（△は益） 10

デリバティブ評価損益（△は益） 31

投資有価証券評価損益（△は益） 227

その他 △181

小計 974

法人税等の支払額 △405

営業活動によるキャッシュ・フロー 569

投資活動によるキャッシュ・フロー  

関係会社預け金の増減額（△は増加） △1,000

有価証券の売却及び償還による収入 605

有形固定資産の取得による支出 △166

無形固定資産の取得による支出 △6

投資有価証券の売却及び償還による収入 60

投資有価証券の取得による支出 △215

利息及び配当金の受取額 142

投資その他の資産の増減額（△は増加） 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △574

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △2

配当金の支払額 △290

自己株式の増減額（△は増加） △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △298

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 655

現金及び現金同等物の期首残高 3,211

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,568
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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）セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

１． 報告セグメントの概要 

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およ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、製商品の区分別のセグメントから構成されており、「診断薬事業」および「医薬事業」の２つを報告

セグメントとしております。 

「診断薬事業」は診断用薬の製造、仕入、販売および検査用機器および器材他の仕入、販売をしておりま

す。「医薬事業」は医薬品・健康食品他および化粧品他の製造、仕入、販売をしております。 

 

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２四半期累計期間（自 平成 23 年４月１日 至 平成 23 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント  

診断薬事業 医薬事業 合計 

 売   上   高  

外部顧客に対する売上高 4,159 2,529 6,689 

 セグメント利益（営業利益） 1,092 510 1,603 

 

３． 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額および当該差額 

の主な内容（差異調整に関する事項） 

                                        （単位：百万円） 

利     益 金     額 

 報告セグメント計 1,603 

 全社費用（注） △379 

 四半期損益計算書の営業利益 1,224 

    （注）全社費用は主に支援部門に係る費用等であります。 

 

４． 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

 

当社は、当第１四半期累計期間から四半期財務諸表作成会社となったため、前第２四半期累計期間のセ

グメント情報等の注記は記載しておりません。 

 

（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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