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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期の連結業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）連結経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 95,450 0.7 21,233 △1.5 21,783 0.3 13,431 3.8

23年３月期 94,778 4.2 21,553 13.8 21,725 13.9 12,945 20.9

(注) 包括利益 24年３月期 15,371百万円(45.0％) 23年３月期 10,603百万円(△16.0％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年３月期 190.45 ― 14.1 14.8 22.2
23年３月期 183.55 ― 15.0 15.7 22.7

(参考) 持分法投資損益 24年３月期 18百万円 23年３月期 51百万円

（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

24年３月期 151,874 102,240 66.4 1,430.94
23年３月期 141,549 91,154 63.5 1,274.06

(参考) 自己資本 24年３月期 100,919百万円 23年３月期 89,856百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年３月期 7,314 △5,342 △5,272 13,906

23年３月期 12,047 △6,815 △3,355 17,198

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

23年３月期 ― 28.00 ― 30.00 58.00 4,090 31.6 4.7

24年３月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 4,231 31.5 4.4

25年３月期(予想) ― 30.00 ― 30.00 60.00 35.0

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25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) 47,800 4.2 8,800 △10.5 8,900 △10.2 5,600 8.9 79.40

通 期 99,100 3.8 19,200 △9.6 19,400 △10.9 12,100 △9.9 171.57
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（２）個別財政状態 

 

 
  

 

 
  

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点にお
いて、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査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２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

※ 注記事項
（１）期中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）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

（３）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 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 244,847株 23年３月期 244,497株

③ 期中平均株式数 24年３月期 70,526,998株 23年３月期 70,527,420株

(参考) 個別業績の概要
１．平成24年３月期の個別業績（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
（１）個別経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年３月期 93,134 0.8 20,711 0.2 21,226 1.1 12,989 4.6

23年３月期 92,371 4.6 20,669 10.0 21,001 10.3 12,413 13.8

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

24年３月期 184.17 ―

23年３月期 176.01 ―

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

24年３月期 149,047 101,610 68.2 1,440.74

23年３月期 140,170 90,907 64.9 1,288.97

(参考) 自己資本 24年３月期 101,610百万円 23年３月期 90,907百万円

２．平成25年３月期の個別業績予想（平成24年４月１日～平成25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 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 46,600 4.1 8,300 △14.4 5,100 1.9 72.31

通 期 96,700 3.8 18,400 △13.3 11,300 △13.0 160.22

※ 監査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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（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、世界的な金融不安が続く中、昨年発生した東日本大震災

の影響により依然として厳しい状況にあるものの、景気に緩やかな持ち直しの動きが見られるように

なりました。 

国内医薬品業界におきましては、医療費抑制策の基調は変わらず、引き続き厳しい環境下で推移い

たしました。 

このような状況下、当社は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大学病院・臨床研修指定病院でのＭＲの活動強化、各種の漢方医学セミナーや講

演会・研究会の開催など、医療用漢方製剤が着実に伸長し続けるための活動を実施してまいりまし

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、前連結会計年度に比べ５.９％伸長いたしまし

た。 

  

[ 連結業績 ]                               （単位：百万円）

 
  

当連結会計年度の売上高は、前連結会計年度に比べ０.７％増の９５４億５千万円となりました。

利益につきましては、営業利益２１２億３千３百万円(前連結会計年度比１.５％減)、 

経常利益２１７億８千３百万円(同０.３％増)、当期純利益１３４億３千１百万円(同３.８％増)とな

りました。 

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震災により、医療用漢方製剤の主力工場であります茨城

工場が５月上旬まで操業を停止し、製品を安定的に供給できるようになるまでの間(６月上旬まで)、

一部製品の出荷数量の調整を余儀なくされたことや、各種の漢方医学セミナー、講演会・研究会等の

開催を自粛したことが、当連結会計年度の売上高および利益に影響しております。 

しかしながら、医療用漢方製剤の売上伸長に加え、業務および経費の効率化等に取り組んでまいり

ました結果、売上高、経常利益は前連結会計年度を上回りました。また、当期純利益は、震災による

災害損失３億２千万円等を特別損失に計上したものの、投資有価証券売却益１３億８千１百万円を特

別利益に計上したこと等により、前連結会計年度に比べ増益となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

前期
（平成23年３月期）

当期
（平成24年３月期）

対前期増減額
（増減率）

売    上    高 ９４,７７８ ９５,４５０
６７２

０.７（％）

営   業  利   益 ２１,５５３ ２１,２３３
△３１９

△１.５（％）

経   常  利   益 ２１,７２５ ２１,７８３
５７

０.３（％）

当  期  純  利  益 １２,９４５ １３,４３１
４８６

３.８（％）
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（次期の見通し） 

平成２５年３月期の業績予想につきましては、薬価改定、中国からの生薬価格高騰の影響を受け、

売上高は９９１億円(３.８％増)を見込んでおりますが、営業利益、経常利益、当期純利益は、それ

ぞれ１９２億円(９.６％減)、１９４億円(１０.９％減)、１２１億円(９.９％減)を見込んでおりま

す。 

中国における生薬価格は全体的に上昇傾向にあるものの、旱魃や水害に加え、投機によって急騰し

た生薬価格については、現在はピークを超え下降局面にあります。 

                                 （単位：百万円）

 
  

当社は今後とも、「漢方医学の確立」や「育薬の推進」などに全力をあげて取り組むことにより、

医療に貢献するとともに、物流体制の見直しや生産設備の増強等、効率的な投資を実現させることに

より、収益力の向上を目指してまいります。 

  

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度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、たな卸資産の増加及び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１０３億２千４百万円増加し、１,５１８億７千４百万円となりました。 

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７億６千１百万円減少し、 

４９６億３千３百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて１１０億８千６百万円増加し、１,０２２億４千万円とな

り、自己資本比率は２.９ポイント上昇して６６.４％となりました。 

  

当連結会計年度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、７３億１千４百万円の収入となりました。前連結会計年度

との比較では、たな卸資産の増加等により４７億３千２百万円収入が減少しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、５３億４千２百万円の支出となりました。前連結会計年度

との比較では、投資有価証券の売却による収入が増加したこと等により１４億７千３百万円支出が減

少しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、５２億７千２百万円の支出となりました。前連結会計年度

との比較では、短期借入金の返済及び配当金の支払額が増加したこと等により１９億１千７百万円支

出が増加しております。 

以上の結果、当連結会計年度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 

３２億９千１百万円減少し、１３９億６百万円となりました。 

  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

平成25年３月期 ９９,１００ １９,２００ １９,４００ １２,１００

（増減率） （３.８％） （△９.６％） （△１０.９％） （△９.９％）

（２）財政状態に関する分析
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（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 

４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

５．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しております。 

  

当社では、株主様への利益還元を会社の重要な政策と考え、今後も事業の継続的な成長を目指し、

設備投資や毎期の業績、配当性向等を踏まえ、増配を基調に安定配当を実施していくことを基本とし

ております。 

当期の期末配当金は、平成２３年１１月１０日公表のとおり１株当たり３０円を予定しておりま

す。この結果、第２四半期末配当金１株当たり３０円を含めました年間の配当金は、前期より２円増

配の１株当たり６０円とさせていただくことを予定しております。 

なお、次期年間配当金は、第２四半期末配当金及び期末配当金ともに１株当たり３０円、年間配当

金は１株当たり６０円とさせていただくことを予定しております。 

  

平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率(％) 53.0 57.7 61.5 63.5 66.4

時価ベースの自己資本比率
(％)

129.7 141.8 142.2 130.0 111.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(年)

5.5 2.4 1.9 1.9 3.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

7.6 18.3 32.0 46.5 31.4

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループが営んでいる主な事業内容と、当該事業に係る各社の位置付けは次のとおりでありま

す。 

  

[ 医薬品事業 ] 

医療用医薬品及び一般用医薬品を連結財務諸表提出会社(以下当社という)が製造・販売しておりま

す。 

連結子会社の深セン津村薬業有限公司は、主に医薬品の原料である生薬の調達・選別加工を行い、

当社及び連結子会社の上海津村製薬有限公司に販売しております。 

連結子会社の上海津村製薬有限公司は、主に漢方エキス粉末の生産を行い、当社に販売しておりま

す。 

持分法適用関連会社の四川川村中薬材有限公司は、主に医薬品の原料である生薬を調達・選別し、

当社に販売しております。 

連結子会社の株式会社クリエイティブサービスは、調剤薬局の経営を行い、当社は漢方製剤を同社

へ供給販売しております。 

連結子会社のTSUMURA USA, INC.は、米国において、医薬品の開発業務を行っております。 

連結子会社の株式会社ロジテムツムラは、当社グループを中心とする物流業務を行っております。

  

２．企業集団の状況

（１）事業の内容
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事業の系統図は次のとおりであります。 

 

  

(注) 非連結子会社２社及び持分法非適用関連会社１社については、小規模であるため表示しておりません。 

  

（２）事業の系統図
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（注）１．主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。 

※２．深セン津村薬業有限公司及び上海津村製薬有限公司は、特定子会社であります。 

３．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

  

（３）関係会社の状況

名称 住所
資本金又は

出資金

主要な事業

の内容

議決権の

所有割合
関係内容

（連結子会社）

株式会社ロジテムツムラ 静岡県 百万円
医薬品事業

％ 当社製品の運送及び保管

藤枝市 250 100.0 役員の兼任等…有

株式会社 東京都 百万円
医薬品事業

当社製品を販売

クリエイティブサービス 千代田区 98 100.0 役員の兼任等…有

深セン津村薬業有限公司 中国 米ドル
医薬品事業

当社原料の調達・選別加工及

び保管

※２ 深セン市 50,440,000 100.0 役員の兼任等…有

上海津村製薬有限公司 中国 米ドル
医薬品事業

当社向け漢方エキス粉末の製

造及び販売

※２ 上海市 36,200,000 63.0 役員の兼任等…有

TSUMURA USA, INC. 米国 米ドル
医薬品事業

米国における医薬品開発

カリフォルニア州 1,261,328 100.0 役員の兼任等…有

（持分法適用関連会社）

四川川村中薬材有限公司 中国 米ドル
医薬品事業

当社原料の調達・選別

四川省 8,739,985 26.0 役員の兼任等…有
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当社は、「自然と健康を科学する」という経営理念の下、「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ております。 

また、当社は２００９年５月、「社会や人々のお役に立てる企業」「人に優しい企業」であること

を、漢方事業を行う上での基本基調といたしました。 

自然の恵みである生薬の栽培を起点とした循環型事業サイクルの確立を目指す企業として、今後も

自然環境や地域社会との共生に経営の重点を置くことはもちろん、障がい者の方々をさらに積極的に

雇用し、より働きやすい職場環境を提供してまいります。 

  

当社は、企業使命を果たすために、６つの具体的な活動目標を設定し、その実現に向けて着実に前

進しております。 

  

①漢方医学の確立 

当社は、医師国家試験に漢方医学の問題が採択されることが、漢方医学が真に日本の医学として認

知されることであり、「漢方医学の確立」であると考えております。その実現のために、さまざまな

施策を進めてまいりました。 

具体的には、全国８０の大学医学部・医科大学における漢方医学に関する講義履修の必修化、漢方

医学の教育ができる講師を育成するプログラムの実施、大学病院における臨床研修を目的とした漢方

外来の設置に対する支援活動を継続しております。 

当社の調べでは、８コマ以上の漢方医学の講義履修が必修化されているのは全８０大学中７８大

学、漢方医学の講師育成制度(FD：Faculty Development)が実施されているのは７９大学、さらに、

漢方外来の設置も７９大学となっており、「漢方医学の確立」へ向けて着実に前進していると考えて

おります。 

  

②育薬の推進 

当社は、近年の疾病構造を見据え、医療ニーズの高い領域において新薬治療で難渋している疾患

で、医療用漢方製剤が特異的に効果を発揮する疾患に的を絞り、治療効果に対するエビデンスを確立

するために継続して育薬推進活動を展開してまいりました。 

現在は、「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」の５つを「育薬」処

方として活動を推進し、特に「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」の３処方につきましては、各種臨

床研究とその効果を裏付ける基礎研究が進み、着実にエビデンスが確立されつつあります。また、

「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」につきましては、がんの化学療法等における副作用軽減にポイントを

絞って、エビデンスの確立を進めております。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題
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③漢方の国際化 

当社は、「ＴＵ－１００(大建中湯)」の米国における医療用医薬品としての承認取得を目標に、臨

床試験を計画・推進しております。 

現在、米国の医療機関で、ＰＯＩ、ＩＢＳ-Ｃ、クローン病*を対象にPhase-Ⅱ段階の臨床試験を実

施しており、米国上市時期は２０１７年度頃を目指しております。 

米国での開発を通じて漢方製剤のエビデンスを確立し、米国の患者様の治療にお役立ていただくと

ともに、より多くの日本の医師に漢方医学を治療に取り入れていただくよう、引き続き「漢方の国際

化」を推進してまいります。 

＊クローン病(炎症性腸疾患)・・・２０１１年９月より臨床試験を開始いたしました。 

  

④生産能力の増強と品質管理体制の充実 

当社は、医療用漢方製剤の長期的な需要予測をもとに、エキス粉末から顆粒・製品の製造にわたる

生産能力の増強とその時期、また、それぞれの工程における人材育成・要員確保などの計画を立てて

おります。 

設備投資につきましては、医療用漢方製剤の安定供給体制を維持すべく、静岡・茨城・上海の三拠

点において、現状の生産能力を 大限に発揮するとともに、計画的・段階的に設備を増強していく方

針です。 

２０１１年度は、茨城工場・エキス粉末製造工程を増設し、９月より稼働しております。 

新規の生産設備につきましては、２０１３年度稼働予定の茨城工場・造粒工程および上海津村製薬

有限公司・エキス粉末製造工程の増設等を計画しております。 

  

品質管理業務につきましては、「分析センター」で、すべての品質試験の改良研究や分析機器の効

率化を行い、本社品質保証部門とともに、ツムラグループの品質管理体制の充実を図っております。

また、東日本大震災に伴い発生した原子力発電所の事故により、新たに、放射性物質の試験管理体

制が課題となりました。これに対して、２０１１年１２月１３日付、厚生労働省より通知が発出さ

れ、日本製薬団体連合会が策定した「生薬等の放射性物質測定ガイドライン」に従うこととされまし

た。当社は、このガイドラインに従い、原料生薬や漢方製剤および水(製造用水)の安全性を確認し、

品質を管理しております。 

  

⑤安全な生薬の安定確保 

当社は、安全な生薬を安定的に確保するために、医療用漢方製剤の長期的な需要予測に基づき、国

内外での生薬栽培地の拡大、生薬保管倉庫の増設などについて、中長期的な計画を立案しておりま

す。 

２０１０年４月に、「株式会社ツムラ生薬生産の管理に関する基準(ツムラ生薬GACP*)」を制定し

て、従来より進めてまいりました「生薬トレーサビリティ体制」や「生薬生産標準書に基づく栽培管

理」などの施策に、管理規則などを加えて総合的に体系化した、当社独自の生薬管理基準をつくりま

した。 

＊GACP：Good Agricultural and Collection Practices  
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原料生薬の需要増加に伴い、中国に加えて日本においても生薬の栽培拡大を図る必要があり、２０

０９年７月、北海道に「株式会社夕張ツムラ(100％子会社)」を設立いたしました。 

株式会社夕張ツムラでは、２０１０年１１月に、生薬加工場、保管倉庫が竣工し、自社農場での栽

培効率化の研究や種苗生産を行うだけではなく、主に北海道全域の生薬を対象に、調達・一次加工お

よび保管を行っております。今後も段階的に各設備を増強してまいります。 

一方、僅かではありますが中国・日本以外から調達している生薬があります。それらはいずれも生

産記録の収集が難しいため、ラオスにおいて、現地法人の「LAO TSUMURA CO., LTD.(100％子会社)」

を２０１０年２月に設立し、自社栽培を進めております。 

当社は、安全で安心できる原料生薬の安定確保のため、ツムラ生薬GACPの運用に基づき、効率的な

栽培と供給に取り組んでおります。 

  

⑥開かれた会社の創造 

当社は、２００９年５月の中期経営計画公表時に、基本基調を「伝統と革新」から「社会や人々の

お役に立てる企業」「人に優しい企業」に変更いたしました。 

これは、「企業は単に法令を遵守し、事業を通じて利益を確保するといった基本的な責任を負うば

かりでなく、事業活動による環境負荷を減らすなど、さまざまな社会的配慮が必要である」との認識

によるものであります。 

漢方製剤は、原料生薬の栽培から始まり、エキス製剤を製造・販売するという長い時間と行程を経

て、医療機関、そして患者様に届けられます。当社は、製薬企業でありながら、生薬の栽培を通じて

第一次産業である「農業」と深く関わっているという側面があります。当社は、これらの事業を通じ

て「社会や人々のお役に立てる企業」「人に優しい企業」でありたいと考え、「障がい者の雇用に関

する取り組み」や、「循環型企業を目指した環境への取り組み」を進めております。 
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４．連結財務諸表
（１）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)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,219 13,939

受取手形及び売掛金 34,625 34,532

商品及び製品 3,672 6,102

仕掛品 6,461 7,806

原材料及び貯蔵品 11,923 16,661

繰延税金資産 1,624 1,497

その他 3,547 5,796

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 79,068 86,330

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 44,639 45,783

機械装置及び運搬具 28,478 31,446

工具、器具及び備品 6,852 7,246

土地 ※２ 9,862 ※２ 9,897

建設仮勘定 4,373 4,427

その他 174 186

減価償却累計額 △52,226 △54,118

有形固定資産合計 42,154 44,869

無形固定資産 250 227

投資その他の資産

投資有価証券 ※３ 14,600 ※３ 15,821

繰延税金資産 1,441 720

その他 ※３ 4,062 ※３ 3,935

貸倒引当金 △28 △30

投資その他の資産合計 20,076 20,446

固定資産合計 62,481 65,544

資産合計 141,549 151,874

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,912 3,033

短期借入金 22,957 21,957

未払金 6,941 6,978

未払法人税等 4,403 5,425

返品調整引当金 12 10

その他 5,579 4,134

流動負債合計 41,807 41,539

固定負債

繰延税金負債 0 0

再評価に係る繰延税金負債 ※２ 1,771 ※２ 1,559

退職給付引当金 1,825 1,933

その他 4,991 4,600

固定負債合計 8,587 8,093

負債合計 50,394 49,633
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24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 70,075 79,255

自己株式 △383 △384

株主資本合計 91,120 100,300

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 △63

繰延ヘッジ損益 △351 387

土地再評価差額金 ※２ 1,772 ※２ 1,984

為替換算調整勘定 △1,624 △1,687

その他の包括利益累計額合計 △1,263 619

少数株主持分 1,298 1,321

純資産合計 91,154 102,240

負債純資産合計 141,549 151,874
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 94,778 95,450

売上原価 ※１ 29,435 ※１ 29,944

売上総利益 65,342 65,505

販売費及び一般管理費 ※２, ※３ 43,789 ※２, ※３ 44,271

営業利益 21,553 21,233

営業外収益

受取利息 35 54

受取配当金 320 401

持分法による投資利益 51 18

為替差益 － 110

その他 277 255

営業外収益合計 685 839

営業外費用

支払利息 260 234

為替差損 211 －

その他 40 55

営業外費用合計 513 289

経常利益 21,725 21,783

特別利益

固定資産売却益 ※４ 0 －

投資有価証券売却益 2 1,381

関係会社出資金売却益 8 －

特別利益合計 10 1,381

特別損失

固定資産売却損 ※５ 3 ※５ 39

固定資産除却損 ※６ 115 ※６ 147

投資有価証券売却損 1 1

投資有価証券評価損 24 134

関係会社出資金売却損 3 71

災害による損失 529 320

特別損失合計 676 715

税金等調整前当期純利益 21,058 22,448

法人税、住民税及び事業税 7,913 9,162

法人税等調整額 91 △211

法人税等合計 8,004 8,951

少数株主損益調整前当期純利益 13,054 13,497

少数株主利益 108 65

当期純利益 12,945 13,431
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連結包括利益計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 13,054 13,497

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,423 995

繰延ヘッジ損益 △247 738

土地再評価差額金 － 212

為替換算調整勘定 △748 △74

持分法適用会社に対する持分相当額 △30 1

その他の包括利益合計 △2,450 1,873

包括利益 10,603 15,371

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 10,598 15,315

少数株主に係る包括利益 4 55
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 19,487 19,487

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,487 19,487

資本剰余金

当期首残高 1,940 1,940

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,940 1,940

利益剰余金

当期首残高 60,744 70,075

当期変動額

剰余金の配当 △3,596 △4,231

当期純利益 12,945 13,431

その他 △17 △19

当期変動額合計 9,331 9,180

当期末残高 70,075 79,255

自己株式

当期首残高 △382 △383

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △383 △384

株主資本合計

当期首残高 81,790 91,120

当期変動額

剰余金の配当 △3,596 △4,231

当期純利益 12,945 13,431

自己株式の取得 △1 △0

その他 △17 △19

当期変動額合計 9,329 9,179

当期末残高 91,120 100,300

㈱ツムラ　（4540）　平成24年3月期　決算短信

－15－



(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 364 △1,059

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,423 995

当期変動額合計 △1,423 995

当期末残高 △1,059 △63

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △103 △351

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △247 738

当期変動額合計 △247 738

当期末残高 △351 387

土地再評価差額金

当期首残高 1,772 1,772

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 212

当期変動額合計 － 212

当期末残高 1,772 1,984

為替換算調整勘定

当期首残高 △949 △1,624

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △674 △62

当期変動額合計 △674 △62

当期末残高 △1,624 △1,687

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 1,082 △1,263

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,346 1,883

当期変動額合計 △2,346 1,883

当期末残高 △1,263 619

少数株主持分

当期首残高 879 1,298

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 418 22

当期変動額合計 418 22

当期末残高 1,298 1,321

純資産合計

当期首残高 83,752 91,154

当期変動額

剰余金の配当 △3,596 △4,231

当期純利益 12,945 13,431

自己株式の取得 △1 △0

その他 △17 △19

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,927 1,906

当期変動額合計 7,401 11,086

当期末残高 91,154 102,240
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 21,058 22,448

減価償却費 3,453 3,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 1

受取利息及び受取配当金 △355 △455

支払利息 260 234

持分法による投資損益（△は益） △51 △18

有形固定資産除売却損益（△は益） 115 188

売上債権の増減額（△は増加） △3,127 94

たな卸資産の増減額（△は増加） 50 △8,508

仕入債務の増減額（△は減少） △408 1,359

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △0 △1,379

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 24 134

退職給付引当金の増減額（△は減少） 171 108

関係会社出資金売却損益（△は益） △5 71

その他 △563 △2,898

小計 20,616 15,232

利息及び配当金の受取額 388 473

利息の支払額 △259 △233

法人税等の支払額 △8,699 △8,158

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,047 7,314

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 △5,008 △7,321

有形固定資産の売却による収入 26 16

無形固定資産の取得による支出 △42 △49

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △14 △9

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

24 1,609

子会社株式の取得による支出 △1,000 －

貸付けによる支出 △658 △9

貸付金の回収による収入 9 309

定期預金の預入による支出 △36 △35

定期預金の払戻による収入 35 23

その他 △151 124

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,815 △5,342

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 123 －

短期借入金の返済による支出 △246 △1,000

長期借入金の返済による支出 △24 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

少数株主からの払込みによる収入 500 －

配当金の支払額 △3,590 △4,225

少数株主への配当金の支払額 △85 △18

その他 △29 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,355 △5,272

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,817 △3,291

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期末残高 ※１ 17,198 ※１ 13,906
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該当事項はありません。 

  

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数   ５社（うち３社は在外法人） 

会社名  ㈱ロジテムツムラ 

     ㈱クリエイティブサービス 

     深セン津村薬業有限公司 

     上海津村製薬有限公司 

     TSUMURA USA, INC. 

  

(2) 主要な非連結子会社名 

㈱夕張ツムラ 

LAO TSUMURA CO., LTD.   他２社 

  

(3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社４社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利

益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連

結の範囲から除いております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の関連会社数   １社 

四川川村中薬材有限公司 

  

(2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち、主要な会社等の名称 

㈱夕張ツムラ 

LAO TSUMURA CO., LTD.   他３社 

  

(3) 持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社については、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外し

ております。 

  

(4) 持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 

持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち深セン津村薬業有限公司、上海津村製薬有限公司及びTSUMURA USA, INC.の決

算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同決算日現在の財務諸表を使用して

おります。 

なお、同決算日と連結決算日との間に重要な取引が生じた場合には、連結上必要な調整を行って

おります。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

連結財務諸表作成の基礎となった会計処理基準は次のとおりであります。 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定し

ております。) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

主として総平均法による原価法 

(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定) 
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(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産(リース資産を除く) 

定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物     ３～65年 

機械装置及び運搬具   ３～８年 

② 無形固定資産(リース資産を除く) 

定額法 

なお、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月

31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

④ 長期前払費用 

主として法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率による計算額を計上し

ているほか、貸倒懸念債権等特定の債権に対する回収不能見込額を個別に見積って計上して

おります。 

② 返品調整引当金 

連結決算日後の返品損失に備えて、将来の返品見込損失額のうち当連結会計年度の負担額

を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

親会社及び主要な連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

  

㈱ツムラ　（4540）　平成24年3月期　決算短信

－20－



  
(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。 

なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

  

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。 

なお、為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しており

ます。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段 

為替予約 

・ヘッジ対象 

外貨建予定取引 

③ ヘッジ方針 

主として運用管理規則に則って為替変動リスクをヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

全て振当処理を採用しているため、有効性評価は行っておりません。 

  

(6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」に区分掲記していた「その他

の支出」及び「その他の収入」については、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度よ

り「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」として一括掲記しております。この表示方

法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッ

シュ・フロー」の「その他の支出」に表示していた△280百万円及び「その他の収入」に表示して

いた129百万円は、「その他」△151百万円として組み替えております。 

  

（法定実効税率の変更） 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」

(平成23年法律第114号)及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源

の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)が平成23年12月２日に公布され、平成24年４

月１日以降開始する連結会計年度より法人税率等が変更されることとなりました。 

これに伴い、平成24年４月１日から平成27年３月31日までの間に開始する連結会計年度において

解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税

率が、従来の40.5％から38.0％に変更されております。また、平成27年４月１日から開始する連結

会計年度以降において解消が見込まれる一時差異について、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率が、従来の40.5％から35.6％に変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が192百万円、再評価に係

る繰延税金負債が212百万円、その他有価証券評価差額金が8百万円、それぞれ減少し、当連結会計

年度に計上された法人税等調整額が199百万円、繰延ヘッジ損益が15百万円、土地再評価差額金が

212百万円、それぞれ増加しております。 

  

（７）表示方法の変更

（８）追加情報
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 １ 偶発債務 

 
  

※２ 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及び「土地の再評価に

関する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第19号)に基づき、親会社

は事業用の土地の再評価を行い、再評価差額から再評価に係る繰延税金負債を控除した金

額を土地再評価差額金として「純資産の部」に計上しております。 

・再評価の方法 

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３月31日公布政令第119号)第２条

第３号に定める固定資産税評価額及び同法令第２条第５号に定める不動産鑑定士に

よる鑑定評価に合理的な調整を行って算出する方法を採用しております。 

・再評価を行った年月日・・・平成14年３月31日 

 
  

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

 
  

  

（９）連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

(銀行借入債務に対する債務保証)

吉林林村中薬開発有限公司 60百万円 ―百万円

合計 60百万円 ―百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

再評価を行った土地の期末における
時価と再評価後の帳簿価額との差額

△1,955百万円 △2,176百万円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

(投資その他の資産)

投資有価証券(株式) 1,620百万円 1,620百万円

その他(出資金) 804百万円 545百万円
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※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が

売上原価に含まれております。 

 
  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 
  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。 

 
  

※４ 内訳は次のとおりであります。 

 
  

※５ 内訳は次のとおりであります。 

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

43百万円 26百万円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

販売促進費 3,836百万円 3,801百万円

販売感謝金 6,690百万円 6,730百万円

給料諸手当 16,098百万円 16,587百万円

研究開発費 4,123百万円 4,565百万円

退職給付費用 1,232百万円 1,205百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円 0百万円

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

4,123百万円 4,565百万円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

建物及び構築物 0百万円 ―百万円

機械装置及び運搬具 0百万円 ―百万円

工具、器具及び備品 0百万円 ―百万円

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

建物及び構築物 0百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 2百万円 9百万円

工具、器具及び備品 ―百万円 30百万円
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※６ 内訳は次のとおりであります。  

 
  

  

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

建物及び構築物 65百万円 91百万円

機械装置及び運搬具 29百万円 53百万円

工具、器具及び備品 20百万円 2百万円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   0千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 70,771 ― ― 70,771

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 243 0 ― 244

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月29日 
定時株主総会

普通株式 1,622 23.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日

平成22年11月10日 
取締役会

普通株式 1,974 28.00 平成22年９月30日 平成22年12月３日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額 

(百万円)

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,115 30.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数 

 
  

２ 自己株式の種類及び株式数 

 
(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加   0千株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

 
  

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 70,771 ― ― 70,771

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 244 0 ― 244

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 2,115 30.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

平成23年11月10日 
取締役会

普通株式 2,115 30.00 平成23年９月30日 平成23年12月５日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の
総額 

(百万円)

１株当たり
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 2,115 30.00 平成24年３月31日 平成24年６月29日
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
  至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
  至 平成24年３月31日)

現金及び預金勘定 17,219百万円 13,939百万円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金

△21百万円 △33百万円

現金及び現金同等物 17,198百万円 13,906百万円
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前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３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。 

  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３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。  

  

前連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えてい

るため記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため記載を省略してお

ります。 

  

（２）有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えて

いるため、記載を省略しております。 

  

３ 主要な顧客ごとの情報 

(単位：百万円) 

 
(注) 顧客の名称又は氏名のうち、持株会社制を採用している会社は当該持株会社の名称を付すとともに、属す

る関係会社の取引高を集計して記載しております。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

【関連情報】

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

アルフレッサ ホールディングス㈱ 23,269 医薬品事業

㈱メディパルホールディングス 18,968 医薬品事業

㈱スズケン 14,255 医薬品事業

東邦ホールディングス㈱ 12,262 医薬品事業
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当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１ 製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えてい

るため記載を省略しております。 

  

２ 地域ごとの情報 

（１）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えているため記載を省略してお

ります。 

  

（２）有形固定資産 

(単位：百万円) 

 
  

３ 主要な顧客ごとの情報 

(単位：百万円) 

 
(注) 顧客の名称又は氏名のうち、持株会社制を採用している会社は当該持株会社の名称を付すとともに、属す

る関係会社の取引高を集計して記載しております。 

  

日本 中国 その他 合計

39,019 5,849 0 44,869

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

アルフレッサ ホールディングス㈱ 23,791 医薬品事業

㈱メディパルホールディングス 18,952 医薬品事業

㈱スズケン 14,675 医薬品事業

東邦ホールディングス㈱ 12,130 医薬品事業
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２ 算定上の基礎 

（１）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

（２）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 1,274.06円 1,430.94円

１株当たり当期純利益金額 183.55円 190.45円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 91,154 102,240

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円)

1,298 1,321

(うち少数株主持分) (1,298) (1,321)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 89,856 100,919

１株当たり純資産額の算定に用いられた
期末の普通株式の数(千株)

70,527 70,526

前連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日)

当期純利益(百万円) 12,945 13,431

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) 12,945 13,431

普通株式の期中平均株式数(千株) 70,527 70,526

(重要な後発事象)
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５．その他 

役員の異動 (平成２４年６月２８日付予定) 

 
１．代表者の異動 
 
 (１)新任代表取締役社長候補 

   加藤
か と う

 照和
てるかず

兼 秘書室、渉外調査室 担当) 

   (現 取締役執行役員 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室長  

 
(２)退任代表取締役 

  芳井
よ し い

 順一
じゅんいち

   ※退任する芳井順一は新たに代表権を有しない取締役会長に就任する予定です。 

   (現 代表取締役社長) 

 
 
２．その他の役員の異動 
 
 (１)新任取締役候補 

(新  職)           (氏  名)     (現  職) 

取締役執行役員         岩澤
いわさわ

 強
つよし

生薬本部長                             生薬本部長 

      執行役員 

                     

取締役執行役員         高崎
たかさき

 隆
りゅう

次
じ

医薬営業本部副本部長              医薬営業本部副本部長 

     理事 

兼 医薬営業本部学術戦略統括室長               

(医薬営業本部学術戦略統括室は 6/28 付新設予定組織) 

 

社外取締役            杉本
すぎもと

 茂
しげる

(現 株式会社さくら綜合事務所 代表取締役) 

   (現 公認会計士、不動産鑑定士、税理士) 

                                  (現 さくら萌和有限責任監査法人 代表社員) 
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(２)退任予定取締役 
          (氏  名)     (現  職) 

              久島
く し ま

 正史
ま さ し

                        経営企画室、情報技術部 担当 

    専務取締役執行役員 

 (株式会社ロジテムツムラ 取締役会長就任予定) 
 

                 荒井
あ ら い

 聡
さとし

                          人事部長 兼 業務推進部 担当 

     取締役執行役員 

(ツムラ総合管理株式会社 取締役会長就任予定) 
 
 
 (３)昇格予定 

(新  職)           (氏  名)     (現  職) 

専務取締役執行役員       田中
た な か

 典
のり

裕
ひろ

医薬営業本部長                       医薬営業本部長 

    常務取締役執行役員 
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