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１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９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２四半期 45,862 1.1 9,831 0.2 9,911 0.9 5,141 △13.1

23年３月期第２四半期 45,375 1.9 9,811 9.5 9,818 10.9 5,913 15.7

(注) 包括利益 24年３月期第２四半期 5,495百万円(22.6％) 23年３月期第２四半期 4,480百万円(―％)

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２四半期 72.90 ―
23年３月期第２四半期 83.85 ―

（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２四半期 143,896 94,515 64.7

23年３月期 141,549 91,154 63.5

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 93,170百万円 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 ― 30.00

24年３月期(予想) ― 30.00 60.00

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、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 96,600 1.9 21,700 0.7 21,900 0.8 12,200 △5.8 172.98
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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。 

  

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。 

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２Ｑ 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２Ｑ 244,597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２Ｑ 70,527,098株 23年３月期２Ｑ 70,527,553株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成２３年４月１日から平成２３年９月３０日）の売上高は、前年同期

に比べ１.１％増の４５８億６千２百万円となりました。利益につきましては、営業利益９８億３千１

百万円（前年同期比０.２％増）、経常利益９９億１千１百万円（前年同期比０.９％増）、四半期純利

益５１億４千１百万円（前年同期比１３.１％減）となりました。  

売上高、営業利益、経常利益につきましては、従来の業績予想を下回りましたが、前年同期に比べい

ずれも微増となりました。これは、東日本大震災により操業を停止しておりました茨城工場は５月上旬

に再稼働いたしましたが、製品を安定的に供給できるようになるまでの間（６月下旬まで）、一部の製

品の出荷数量を調整してきたことに加え、各種の漢方医学セミナーや講演会・研究会等が計画どおりに

開催することができなかった等の影響によるものと考えております。また、当四半期純利益につきまし

ては、震災による災害損失２億９千８百万円と投資有価証券評価損６億７千１百万円を特別損失として

計上したことなどにより前年同期に比べ減益となりました。 

育薬処方である「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」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ります。５処方

合わせた売上高は、震災の影響を受けながらも、前年同期に比べ６.８％伸長いたしました。 

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 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。  

  

当第２四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２３億４千６百万

円増加し、１,４３８億９千６百万円となりました。 

負債は、借入金の返済等により前連結会計年度末に比べて１０億１千４百万円減少し、４９３億８千

万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて３３億６千万円増加し、９４５億１千５百万円となり、自己資

本比率は１.２ポイント上昇して６４.７％となりました。 

  

当第２四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、５６億６千２百万円の収入となりました。前年同期間との比

較では、震災直後の出荷増等の影響により１１億８千７百万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、３１億２千３百万円の支出となりました。前年同期間との比

較では、子会社株式の取得による支出が減少したこと等により３億２千万円支出が減少しております。

財務活動によるキャッシュ・フローは、３１億４千５百万円の支出となりました。前年同期間との比

較では、短期借入金の返済による支出が増加したこと及び配当金の支払額が増加したこと等により１３

億６千万円支出が増加しております。  

以上の結果、当第２四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５億６千７百万円減少し、１６６億３千１百万円となりました。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成２３年５月１２日に公表しました平成２４年３月期の連結業績予想につきましては、次のように

修正いたします。 

  

 
  

（理由） 

東日本大震災の影響を受けた第２四半期連結累計期間の医療用漢方製剤の売上高は、期初に公表した

計画比では未達となりましたが、前年同期比では微増となりました。 

第３四半期以降につきましては、医療用漢方製剤の売上高は、回復基調で推移すると予想しており、

あわせて販売管理費全般の見直しを行い利益の確保に努めてまいりますが、第２四半期までの計画未達

の状況・薬価改定に伴う市場の不透明感等を総合的に勘案し、業績予想の修正をいたしました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想（A）
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

100,400 23,400 23,600 13,600 192.83

今回修正予想（B） 96,600 21,700 21,900 12,200 172.98

増減額（B－A） △3,800 △1,700 △1,700 △1,400

増減率（％） △3.8 △7.3 △7.2 △10.3

前期実績（C） 
（平成23年３月期）

94,778 21,553 21,725 12,945 183.55

増減額（B－C） 1,821 146 174 △745

増減率（％） 1.9 0.7 0.8 △5.8
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該当事項はありません。  

  

（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資産（その他）として繰り延べております。 

  

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,219 16,646

受取手形及び売掛金 34,625 29,110

商品及び製品 3,672 5,127

仕掛品 6,461 6,599

原材料及び貯蔵品 11,923 14,894

その他 5,171 7,547

貸倒引当金 △6 △5

流動資産合計 79,068 79,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 44,639 45,411

その他 49,741 51,617

減価償却累計額 △52,226 △53,154

有形固定資産合計 42,154 43,873

無形固定資産 250 228

投資その他の資産

投資有価証券 14,600 14,460

その他 5,504 5,442

貸倒引当金 △28 △29

投資その他の資産合計 20,076 19,873

固定資産合計 62,481 63,975

資産合計 141,549 143,896

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,912 2,666

短期借入金 22,957 21,957

未払法人税等 4,403 3,969

返品調整引当金 12 12

その他 12,520 12,120

流動負債合計 41,807 40,724

固定負債

退職給付引当金 1,825 1,882

その他 6,762 6,773

固定負債合計 8,587 8,655

負債合計 50,394 49,380
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９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 73,101

自己株式 △383 △383

株主資本合計 91,120 94,145

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 △682

繰延ヘッジ損益 △351 △616

土地再評価差額金 1,772 1,772

為替換算調整勘定 △1,624 △1,448

その他の包括利益累計額合計 △1,263 △975

少数株主持分 1,298 1,344

純資産合計 91,154 94,515

負債純資産合計 141,549 143,896
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

売上高 45,375 45,862

売上原価 14,017 14,167

売上総利益 31,357 31,695

販売費及び一般管理費 21,545 21,864

営業利益 9,811 9,831

営業外収益

受取利息 16 26

受取配当金 162 243

持分法による投資利益 48 1

その他 118 79

営業外収益合計 345 350

営業外費用

支払利息 135 121

為替差損 182 130

その他 21 17

営業外費用合計 339 270

経常利益 9,818 9,911

特別利益

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 1 －

特別利益合計 1 －

特別損失

固定資産売却損 1 9

固定資産除却損 44 46

投資有価証券売却損 － 1

投資有価証券評価損 0 671

災害による損失 － 298

特別損失合計 45 1,027

税金等調整前四半期純利益 9,773 8,883

法人税等 3,815 3,697

少数株主損益調整前四半期純利益 5,958 5,186

少数株主利益 44 44

四半期純利益 5,913 5,141
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

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

少数株主損益調整前四半期純利益 5,958 5,186

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △764 377

繰延ヘッジ損益 △538 △265

為替換算調整勘定 △162 191

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 4

その他の包括利益合計 △1,477 308

四半期包括利益 4,480 5,495

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,463 5,430

少数株主に係る四半期包括利益 16 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２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 9,773 8,883

減価償却費 1,712 1,849

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6 0

受取利息及び受取配当金 △178 △269

支払利息 135 121

持分法による投資損益（△は益） △48 △1

有形固定資産除売却損益（△は益） 36 56

売上債権の増減額（△は増加） △150 5,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △284 △4,531

仕入債務の増減額（△は減少） △109 481

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △1 1

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 0 671

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 57

その他 △1,505 △2,973

小計 9,466 9,864

利息及び配当金の受取額 212 205

利息の支払額 △134 △121

法人税等の支払額 △5,069 △4,287

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,474 5,662

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 △2,433 △3,422

有形固定資産の売却による収入 23 1

無形固定資産の取得による支出 △32 △15

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △5 △5

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 8 22

子会社株式の取得による支出 △1,000 －

貸付けによる支出 △5 △4

貸付金の回収による収入 5 304

定期預金の預入による支出 △18 △17

定期預金の払戻による収入 23 23

その他 △9 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,443 △3,123

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 130 －

短期借入金の返済による支出 △260 △1,000

長期借入金の返済による支出 △23 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,619 △2,113

少数株主への配当金の支払額 － △18

その他 △11 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,785 △3,145

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22 39

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △777 △567

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 14,603 16,631
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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