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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30日） 

（注）当社は平成24年３月期より決算期を11月30日から３月31日に変更しているため、平成24年３月期は４ヶ月間の変則決算となっております。これに伴い、平
成24年３月期は第１四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第１四半期の数値及び平成25年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率
は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(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3月期第1四半期 23,140 ― 2,110 ― 2,190 ― 1,275 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,254百万円 （―％）

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3月期第1四半期 31.56 ―

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

25年3月期第1四半期 89,599 46,371 51.8 1,164.89
24年3月期 88,455 45,528 51.5 1,144.65
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  46,371百万円 24年3月期  45,528百万円

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

24年3月期 ― ― ― 10.70 10.70
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 16.00 ― 16.00 32.00

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、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）平成24年３月期は、決算期変更により４ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平成25年３月期の連結業績予想の対前期増減率は記載しておりま
せん。 

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) 44,800 ― 3,500 ― 3,400 ― 2,100 ― 51.96
通期 92,500 ― 8,300 ― 8,000 ― 4,800 ― 118.77



(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）  ：  有  

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。 

(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）期末自己株式数には、従業員持株会専用信託が所有する株式が含まれております。 
（注）当社は平成24年３月期より決算期を11月30日から３月31日に変更しているため、平成24年３月期は４ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平
成24年３月期は第１四半期連結財務諸表を作成していないため、期中平均株式数（四半期累計）については記載しておりません。 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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「１．当四半期決算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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 日医工ファーマ株式会社

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 40,729,417 株 24年3月期 40,729,417 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 634,971 株 24年3月期 645,978 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 40,414,407 株
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（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におけるわが国経済は、東日本大震災後の復興需要も背景に緩やかな回復傾向にあり

ますが、欧州債務問題がもたらす海外経済の減速と円高による今後の影響が懸念されております。 

 医薬品業界におきましては、平成24年４月に薬価改正および診療報酬改定が実施されており、当社の薬価は、前

回平成22年と同様、加重平均9.3％の引下げの影響がありましたが、一方で、後発医薬品の使用促進のため、①後

発医薬品調剤体制加算における加算基準と点数の引き上げ、②薬剤服用歴管理指導料に後発医薬品に関する情報提

供を含めての加算、③処方せん料で後発品のある医薬品について一般名で記載された場合に加算、などの施策が実

施されました。 

 この後発医薬品使用促進の施策を受けて、当第１四半期連結累計期間におきましては、一般名で記載される処方

せんの取扱いが増加しており、調剤薬局における後発医薬品の使用が進んでおります。 

 当社は、今後ますます増加する後発医薬品の需要に備えるため、平成22年に竣工した滑川工場の「Pentagon棟」

に隣接させて、新たな製造棟「Pyramid棟」を平成24年４月に着工し、平成25年２月竣工予定で建設しておりま

す。 

 また、平成24年６月をもって、当社は100％子会社である日医工ファーマ株式会社を吸収合併し、生産のほか業

務全般の効率化を図り、コスト競争力の強化を目指して参ります。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高が231億40百万円となっております。閉業が見込まれ

る販売先等に対する貸倒引当金を２億23百万円積み増し計上しましたが、営業利益が21億10百万円、経常利益が21

億90百万円、四半期純利益は12億75百万円となりました。 

 なお、前連結会計年度より連結決算日を３月31日に変更しております。この変更に伴い、決算期変更の経過期間

となる前連結会計年度は平成23年12月１日から平成24年３月31日までの４ヶ月間であったため、対前年同期比較に

ついては記載を省略しております。 

   

（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総資産は、前連結会計年度末に比べ、11億43百万円増加し、895億99百万

円となりました。これは、たな卸資産が11億15百万円増加したこと等によるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、３億円増加し、432億28百万円となりました。これは、借入金

の減少27億20百万円と、支払手形及び買掛金の増加16億１百万円、未払法人税等の増加４億51百万円等によるもの

であります。 

 純資産につきましては、主に利益剰余金の増加により、前連結会計年度末に比べ、８億42百万円増加し、463億

71百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年５月９日に公表いたしました連結業績予想から修正を行っておりません。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  平成24年６月１日付で、当社は連結子会社でありました日医工ファーマ株式会社を吸収合併いたしました。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。 

  なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響額は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,299,320 5,065,978

受取手形及び売掛金 23,871,371 24,929,462

有価証券 1,666 1,666

商品及び製品 14,643,869 14,839,642

仕掛品 3,223,429 3,814,761

原材料及び貯蔵品 4,710,133 5,038,914

その他 1,688,781 1,899,194

貸倒引当金 △463,130 △506,950

流動資産合計 53,975,442 55,082,670

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,204,591 12,011,238

機械装置及び運搬具（純額） 3,630,152 3,379,949

土地 4,066,333 4,110,485

建設仮勘定 1,144,112 2,188,707

その他（純額） 2,273,116 2,354,714

有形固定資産合計 23,318,307 24,045,095

無形固定資産   

のれん 1,149,688 1,107,872

その他 3,930,418 3,774,703

無形固定資産合計 5,080,107 4,882,576

投資その他の資産   

投資有価証券 4,316,928 4,193,829

その他 1,909,553 1,719,097

貸倒引当金 △144,625 △324,000

投資その他の資産合計 6,081,857 5,588,926

固定資産合計 34,480,271 34,516,598

資産合計 88,455,713 89,599,269



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,164,131 17,766,043

短期借入金 5,850,000 5,902,788

1年内返済予定の長期借入金 2,745,244 2,366,864

未払法人税等 534,310 986,278

返品調整引当金 57,000 62,170

賞与引当金 477,718 124,431

その他 3,676,556 5,067,437

流動負債合計 29,504,960 32,276,013

固定負債   

長期借入金 8,453,358 6,058,132

退職給付引当金 2,923,252 2,971,355

資産除去債務 54,197 54,405

その他 1,991,487 1,868,316

固定負債合計 13,422,294 10,952,209

負債合計 42,927,255 43,228,223

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,557,728 13,557,728

資本剰余金 12,321,293 12,314,319

利益剰余金 20,360,670 21,207,312

自己株式 △1,104,305 △1,079,905

株主資本合計 45,135,387 45,999,455

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 95,387 73,907

土地再評価差額金 297,683 297,683

その他の包括利益累計額合計 393,070 371,590

純資産合計 45,528,458 46,371,046

負債純資産合計 88,455,713 89,599,269



（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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 23,140,868

売上原価 14,134,871

売上総利益 9,005,996

返品調整引当金繰入額 5,170

差引売上総利益 9,000,826

販売費及び一般管理費 6,890,666

営業利益 2,110,160

営業外収益  

受取利息 4,667

受取配当金 17,715

負ののれん償却額 3,105

共同開発費用分担金 120,418

その他 43,434

営業外収益合計 189,342

営業外費用  

支払利息 43,882

支払手数料 9,020

売上債権売却損 25,465

その他 31,079

営業外費用合計 109,448

経常利益 2,190,053

特別利益  

固定資産売却益 171

特別利益合計 171

特別損失  

固定資産処分損 8,147

投資有価証券評価損 57,046

その他 365

特別損失合計 65,559

税金等調整前四半期純利益 2,124,666

法人税等 849,131

少数株主損益調整前四半期純利益 1,275,534

四半期純利益 1,275,534



（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：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,275,534

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △21,479

その他の包括利益合計 △21,479

四半期包括利益 1,254,054

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,254,054

少数株主に係る四半期包括利益 －



 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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