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  (百万円未満切捨て)

（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５月期第１四半期  6,964  8.7  647  23.3  648  22.2  390  28.5

24年５月期第１四半期  6,406  11.8  525  64.5  530  68.7  304  84.6

（注）包括利益 25年５月期第１四半期 464百万円 （ ％） 66.8   24年５月期第１四半期 278百万円 （ ％） 92.2

  
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５月期第１四半期  43.64  －

24年５月期第１四半期  33.96  －

  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５月期第１四半期  32,202  11,712  36.4  1,307.64

24年５月期  29,909  11,516  38.5  1,285.82

（参考）自己資本 25年５月期第１四半期 11,712百万円   24年５月期 11,516百万円 

  
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５月期  － 0.00 － 30.00  30.00

25年５月期  －       
25年５月期（予想）   0.00 － 25.00  25.00

（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５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５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）

  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）  14,450  4.9  1,450  △4.8  1,450  △3.5  870  0.0  97.13

通期  28,000  3.1  2,400  △8.6  2,350  △8.6  1,380  △0.7  154.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 有



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  

  
  

※  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 

  

（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： 無

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５月期１Ｑ 8,956,968株 24年５月期 8,956,968株

②  期末自己株式数 25年５月期１Ｑ 354株 24年５月期 320株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 8,956,637株 24年５月期１Ｑ 8,956,694株

 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きの対象外であり、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きは終了しておりません。

（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、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３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。 

（四半期決算補足説明資料の入手方法） 

 四半期決算補足説明資料は、TDnetで同日開示しております。
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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、復興需要の拡大や政策支援の効果等の景気回復要因が一部み

られたものの、全体としては内需の停滞感があり、円高や原材料高騰などに伴う企業の生産活動の低下や、個人消

費の停滞などがみられ、依然として先行きが懸念される状況で推移いたしました。 

 医薬品業界におきましては、後発医薬品調剤体制加算等によるジェネリック医薬品の使用促進が引き続き推進さ

れるほか、本年４月の薬価基準引き下げの影響や、国内外における企業間競争の激化等もみられ、厳しい経営環境

での推移となりました。 

 このような状況のもと、当社グループは生産活動の充実を図りながら積極的な営業活動を展開いたしました。 

 売上高の販売品目ごとの業績は次のとおりであります。 

 原薬では消炎鎮痛剤原薬、精神神経用剤原薬及び血圧降下剤原薬などのジェネリック医薬品向け原薬の販売が好

調に推移し、売上高は4,070百万円（前年同期比2.4％増）となりました。 

 製剤では、一般用医薬品において、前年同期に新規製品の販売があった事及び市場自体の伸び悩み等の影響もあ

り厳しい状況で推移いたしました。また医療用医薬品においては、国内大手医薬品メーカーからの製造受託が減少

したものの、自社開発のジェネリック医薬品の販売が好調に推移いたしました。これらにより、製剤の売上高は

2,795百万円（前年同期比18.6％増）となりました。 

 健康食品他につきましては、価格競争等により状況は厳しいものの、ＤＨＡ含有食品等の新発売により、販売は

堅調に推移し、売上高は98百万円（前年同期比36.5％増）となりました。 

 これらの結果、当社グループとしての売上高は6,964百万円（前年同期比8.7％増）となりました。 

 営業利益につきましては、売上高の増加及び製造原価低減に伴う売上総利益の増加に加え、全般的な経費削減に

取り組んだことにより、647百万円（前年同期比23.3％増）となりました。 

 経常利益につきましては、支払利息の減少や、受取配当金及び受取保険金の計上等により、648百万円（前年同

期比22.2％増）となりました。また、特別損益において、投資有価証券評価損が減少したことなどにより、当第１

四半期連結累計期間の四半期純利益は390百万円（前年同期比28.5％増）となりました。 

   

（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、前連結会計年度末より2,293百万円増加し、32,202百万円とな

りました。これは主に、現金及び預金の増加1,090百万円、受取手形及び売掛金の増加338百万円並びに原材料及び

貯蔵品の増加413百万円、有形固定資産の増加362百万円などがあったことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末より2,097百万円増加し、20,490百万円となりました。これは主に、支払手形及び買

掛金の増加309百万円、短期借入金の増加1,785百万円並びに長期借入金の増加465百万円などがあった一方で、未

払法人税等の減少450百万円などがあったことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末より195百万円増加し、11,712百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増

加122百万円及びその他有価証券評価差額金の増加73百万円によるものであります。 

 これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度より2.1ポイント低下し、36.4％となっております。 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、ジェネリック医薬品（原薬及び製剤）の順調な販売により増収となりまし

た。  

 今後、第２四半期連結累計期間におきましても、ジェネリック医薬品等の販売が順調に推移することが見込まれ

ることから、平成24年７月10日に公表いたしました平成25年５月期第２四半期連結累計期間の連結業績予想を修正

いたします。 

 通期の連結業績予想につきましては、当初の予想から変更はありません。 

 なお、平成24年７月10日の決算短信で発表いたしました第２四半期連結累計期間の連結業績予想との差異は以下

のとおりであります。 

  

平成25年５月期第２四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正 

 （平成24年６月１日～平成24年11月30日）  

    

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結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。   

   

   

（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  

（減価償却方法の変更）  

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、当社においては平成24

年６月１日以後、国内連結子会社においては平成24年４月１日以後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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純

利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

   

  売上高 営業利益  経常利益  四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益

  

 前回発表予想（Ａ）  

      百万円

     14,250

      百万円

     1,350

      百万円

     1,330

      百万円 

       780 

    円   銭 

    87    09 

 今回の修正予想（Ｂ）      14,450      1,450           1,450       870       97    13 

 増減額（Ｂ－Ａ）            200             100       120        90   ― 

 増減率（％）        1.4             7.4        9.0       11.5   ― 

（ご参考）前期第２四半期実績 

（平成24年５月期第２四半期） 
     13,779      1,523      1,503       870    97   18 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

27
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,572,218 2,662,343

受取手形及び売掛金 8,520,910 8,859,356

商品及び製品 568,687 725,429

仕掛品 1,616,840 1,606,140

原材料及び貯蔵品 1,233,157 1,646,900

その他 745,461 655,433

貸倒引当金 △71,717 △73,532

流動資産合計 14,185,557 16,082,071

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,669,361 7,038,451

機械装置及び運搬具（純額） 2,721,016 4,105,938

その他（純額） 3,939,512 2,547,763

有形固定資産合計 13,329,890 13,692,153

無形固定資産 483,648 455,683

投資その他の資産   

投資有価証券 1,429,749 1,537,708

その他 542,056 496,121

貸倒引当金 △61,380 △61,190

投資その他の資産合計 1,910,424 1,972,639

固定資産合計 15,723,964 16,120,476

資産合計 29,909,522 32,202,547

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,002,864 3,312,539

短期借入金 3,090,000 4,875,000

1年内返済予定の長期借入金 2,384,186 2,363,489

未払法人税等 609,777 158,825

引当金 81,409 187,109

その他 3,046,634 3,031,082

流動負債合計 12,214,872 13,928,045

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 4,597,346 5,083,181

退職給付引当金 253,658 242,820

その他の引当金 4,700 3,700

負ののれん 1,565 1,095

その他 1,220,709 1,131,634
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

固定負債合計 6,177,979 6,562,431

負債合計 18,392,852 20,490,477

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,565,103 2,565,103

資本剰余金 2,451,294 2,451,294

利益剰余金 6,310,073 6,432,210

自己株式 △385 △421

株主資本合計 11,326,085 11,448,186

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 190,966 264,264

為替換算調整勘定 △381 △381

その他の包括利益累計額合計 190,584 263,883

純資産合計 11,516,669 11,712,069

負債純資産合計 29,909,522 32,202,547
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 6,406,117 6,964,945

売上原価 5,155,025 5,408,008

売上総利益 1,251,092 1,556,937

返品調整引当金繰入額 12,942 －

返品調整引当金戻入額 － 519

差引売上総利益 1,238,149 1,557,456

販売費及び一般管理費 713,131 910,012

営業利益 525,018 647,444

営業外収益   

受取利息 11 14

受取配当金 18,807 19,601

負ののれん償却額 469 469

為替差益 11,276 3,509

受取保険金 11,687 2,503

その他 13,769 11,369

営業外収益合計 56,020 37,468

営業外費用   

支払利息 42,196 33,740

その他 8,362 3,109

営業外費用合計 50,558 36,850

経常利益 530,480 648,062

特別利益   

投資有価証券売却益 － 200

ゴルフ会員権売却益 126 －

特別利益合計 126 200

特別損失   

固定資産除却損 411 1,600

投資有価証券評価損 8,545 976

その他 713 －

特別損失合計 9,670 2,576

税金等調整前四半期純利益 520,936 645,685

法人税等 216,769 254,849

少数株主損益調整前四半期純利益 304,167 390,836

四半期純利益 304,167 390,836
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 304,167 390,836

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △25,885 73,298

為替換算調整勘定 △102 0

その他の包括利益合計 △25,988 73,298

四半期包括利益 278,179 464,135

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 278,179 464,135

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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