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四半期決算説明会開催の有無 ：有 (機関投資家・アナリスト向け)

(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年５月31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 ％

25年２月期第１四半期 34,670 4.9 5,313 △21.9 6,621 △15.5 3,613 31.0
24年２月期第１四半期 33,039 0.5 6,800 1.8 7,833 4.9 2,758 △54.7

(注) 包括利益 25年２月期第１四半期 4,819百万円( 86.1％) 24年２月期第１四半期 2,589百万円( ― ％)

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

25年２月期第１四半期 42.18 ―
24年２月期第１四半期 32.11 ―

（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 ％

25年２月期第１四半期 197,802 151,023 75.8
24年２月期 192,838 149,263 76.9

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 149,975百万円 24年２月期 148,226百万円

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

24年２月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00
25年２月期 ―

25年２月期(予想) 35.00 ― 35.00 70.00

(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25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28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) 71,100 2.8 10,200 △22.8 13,400 △15.8 7,900 11.5 92.22
通期 142,500 3.4 23,300 △10.2 30,200 △9.8 18,100 △1.8 211.14

(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 ： 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

(注)詳細は、添付資料３ページ「２.サマリー情報(その他)に関する事項」をご覧ください。

（３）会計方針の原則・手続、表示方法等の変更

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) 25年２月期１Ｑ 95,164,895株 24年２月期 95,164,895株

② 期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 9,495,624株 24年２月期 9,495,624株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 85,669,271株 24年２月期１Ｑ 85,897,837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
・当資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測には、不確実な要素が含まれ、変動する可能性があります。従

って、実際の業績は現時点での当社の判断に対して異なる可能性もあります。業績予想の前提となる仮定及び業績
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「１.当四半期の連結業績等に関する定
性的情報（３）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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＜売上高＞ 

当第１四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比4.9％増の346億７千万円となりました。 
国内市場において、医療用医薬品事業は、前年震災により供給に一時的に支障を来たした主力商品

のケトプロフェン含有経皮鎮痛消炎剤「モーラステープ®」、「モーラス®」等の供給が回復したこと
に加え、昨年８月に販売開始したブプレノルフィン含有経皮吸収型持続性疼痛治療剤「ノルスパン®テ
ープ」が売上に寄与し、前年同四半期比6.8％の増収となりました。一般用医薬品事業は、依然として
厳しい販売競争が続いていることに加えて、前年３月に発売した「フェイタス®3.5α」の新商品効果
が一巡した影響を受け、前年同四半期比14.0％の減収となりました。 
一方、海外市場においては、円高による為替換算の影響を受けながらも、ノーベン社の業績が堅調

に推移したこと、さらには、新たに積極的な広告宣伝活動を展開しているアメリカ及びアジアの海外
子会社の業績が好調に推移し、13.0％の増収となりました。 

  

＜利益＞ 

当第１四半期連結累計期間の営業利益は53億１千３百万円(前年同四半期比21.9％減)で減益となり
ました。その主な要因は、４月の薬価改定に伴う売上原価率の上昇や広告宣伝費の増加です。なお研
究開発費は、34億２千３百万円(前年同四半期比3.2％減)となりました。 
当第１四半期連結累計期間の経常利益は66億２千１百万円(前年同四半期比15.5％減)で減益となり

ました。その主な要因は、営業利益の減少です。 
当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は36億１千３百万円(前年同四半期比31.0％増)で増益と

なりました。その主な要因は、前年震災による災害損失を特別損失に計上したためです。 

  

＜資産、負債、純資産の状況＞ 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して49億６千４百万円増加し、
1,978億２百万円となりました。主な増減は、現金及び預金(37億１百万円増)や受取手形及び売掛金
（24億２千４百万円増）です。 
当第１四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末と比較して32億４百万円増加し、467億

７千９百万円となりました。主な増減は支払手形及び買掛金(23億２千５百万円増)です。 
当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末と比較して17億６千万円増加し、

1,510億２千３百万円となりました。主な増減は、その他有価証券評価差額金(10億４千３百万円減)や
為替換算調整勘定（21億７千８百万円増）です。 

  

前回発表時（平成24年４月10日）の予想を変更していません。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

税金費用の算定方法  

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。 

なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しています。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しています。  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,789 31,490

受取手形及び売掛金 33,635 36,059

有価証券 7,083 6,367

商品及び製品 7,249 8,392

仕掛品 367 483

原材料及び貯蔵品 4,935 5,056

その他 6,598 6,556

貸倒引当金 △202 △211

流動資産合計 87,455 94,196

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,385 19,234

その他（純額） 23,971 24,146

有形固定資産合計 43,357 43,381

無形固定資産   

販売権 7,893 7,627

のれん 5,286 5,404

その他 3,368 3,321

無形固定資産合計 16,548 16,352

投資その他の資産   

投資有価証券 34,549 33,339

その他 11,156 10,761

貸倒引当金 △228 △228

投資その他の資産合計 45,477 43,872

固定資産合計 105,382 103,606

資産合計 192,838 197,802

久光製薬㈱（4530）　平成25年２月期　第１四半期決算短信

―　4　―



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,932 14,258

短期借入金 4,445 4,287

未払法人税等 3,839 2,166

返品調整引当金 198 269

賞与引当金 1,550 527

災害損失引当金 147 147

その他 9,019 12,694

流動負債合計 31,134 34,351

固定負債   

長期借入金 1,224 1,169

退職給付引当金 4,927 5,003

役員退職慰労引当金 1,230 1,235

その他 5,058 5,019

固定負債合計 12,441 12,428

負債合計 43,575 46,779

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,473 8,473

資本剰余金 8,396 8,396

利益剰余金 159,677 160,291

自己株式 △21,844 △21,844

株主資本合計 154,702 155,317

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 △996

土地再評価差額金 3,459 3,459

為替換算調整勘定 △9,983 △7,805

その他の包括利益累計額合計 △6,476 △5,341

少数株主持分 1,036 1,047

純資産合計 149,263 151,023

負債純資産合計 192,838 197,802
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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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 33,039 34,670

売上原価 10,938 12,532

売上総利益 22,101 22,138

販売費及び一般管理費 15,301 16,825

営業利益 6,800 5,313

営業外収益   

受取利息 14 16

受取配当金 27 27

受取ロイヤリティー 38 33

持分法による投資利益 915 1,209

その他 77 87

営業外収益合計 1,074 1,374

営業外費用   

支払利息 24 14

為替差損 － 44

売上債権売却損 4 5

その他 12 2

営業外費用合計 42 67

経常利益 7,833 6,621

特別利益   

国庫補助金 4,611 －

その他 3 －

特別利益合計 4,615 －

特別損失   

固定資産処分損 7 2

固定資産圧縮損 4,611 －

投資有価証券評価損 － 387

災害による損失 2,639 －

特別損失合計 7,259 389

税金等調整前四半期純利益 5,189 6,232

法人税等 2,259 2,557

少数株主損益調整前四半期純利益 2,929 3,674

少数株主利益 171 61

四半期純利益 2,758 3,613
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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23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,929 3,674

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,051 △1,036

為替換算調整勘定 475 1,594

持分法適用会社に対する持分相当額 235 586

その他の包括利益合計 △340 1,144

四半期包括利益 2,589 4,819

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,410 4,748

少数株主に係る四半期包括利益 179 70
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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