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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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２四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２四半期の数値及び平成25年３月期第２四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2四半期 45,880 ― 3,669 ― 3,730 ― 2,183 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 2,208百万円 （―％）

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2四半期 54.35 54.34

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2四半期 92,723 46,433 50.0 1,179.62
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2四半期  46,390百万円 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 ― 16.00
25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
（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

通期 94,000 ― 8,500 ― 8,300 ― 5,000 ― 125.43



(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 

(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２四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2Q 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2Q 1,152,067 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2Q 40,178,616 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    当第２四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が続く一方、長引く欧州債務問題

を背景にした景気減速が中国など新興国に波及して世界経済回復の遅れとなり、周辺国との諸問題とともに今後の

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月の薬価改正および診療報酬改定で、当社製品薬価には、加重平均

9.3％の引き下げ影響がありましたが、同時に後発医薬品の使用促進施策も実施されており、日本ジェネリック製

薬協会発表では四半期（４～６月）で後発医薬品の数量シェアが25.3％に達するなどの寄与がみられます。特に

「一般名処方加算」については診療所だけでなく大規模病院にも算定が拡大すると予想され、今後も後発医薬品シ

ェアの拡大が期待されます。 

    当社は、増加する後発医薬品需要に備えて、平成22年竣工した富山工場「Pentagon棟」に隣接させて新たな製造

棟「Pyramid棟」を平成25年２月竣工予定で建設を進めております。 

    以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が458億80百万円、営業利益が36億69百万円、経常利

益が37億30百万円、四半期純利益が21億83百万円となりました。 

    なお、前連結会計年度より連結決算日を３月31日に変更いたしております。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いたしております。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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、42億67百万円増加し、927億23百万

円となりました。これは、受取手形及び売掛金が30億２百万円、設備投資により有形固定資産が29億78百万円増加

したことと、現金及び預金が17億90百万円減少したことなど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、33億62百万円増加し、462億89百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金の増加19億17百万円、未払法人税等の増加６億45百万円などによるものであります。 

 純資産につきましては、自己株式の取得による減少があった一方で、利益剰余金が17億54百万円増加したことな

どにより、前連結会計年度末に比べ、９億５百万円の増加となり、464億33百万円となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結経営成績に関する定性的情報におきまして記載いたしましたように、当第２四半期連結累計期間における後

発医薬品の使用拡大が堅調に進んでおりますため、当第２四半期連結累計期間の売上実績と今後の販売計画を踏ま

えて、平成25年３月期の通期連結業績予想につきまして、売上高を940億円（平成24年５月９日公表比15億円

増）、営業利益を85億円（同２億円増）、経常利益を83億円（同３億円増）、当期純利益を50億円（同２億円増）

に、それぞれ修正しております。   

   

（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２四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、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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,299,320 4,508,738

受取手形及び売掛金 23,871,371 26,873,392

有価証券 1,666 666

商品及び製品 14,643,869 14,980,808

仕掛品 3,223,429 3,396,432

原材料及び貯蔵品 4,710,133 5,535,388

その他 1,688,781 1,632,015

貸倒引当金 △463,130 △508,220

流動資産合計 53,975,442 56,419,221

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,204,591 11,795,347

機械装置及び運搬具（純額） 3,630,152 3,150,566

土地 4,066,333 4,112,621

建設仮勘定 1,144,112 4,468,642

その他（純額） 2,273,116 2,769,513

有形固定資産合計 23,318,307 26,296,691

無形固定資産   

のれん 1,149,688 1,062,943

その他 3,930,418 3,426,729

無形固定資産合計 5,080,107 4,489,672

投資その他の資産   

投資有価証券 4,316,928 4,190,355

その他 1,909,553 1,595,314

貸倒引当金 △144,625 △268,000

投資その他の資産合計 6,081,857 5,517,670

固定資産合計 34,480,271 36,304,034

資産合計 88,455,713 92,723,256



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,164,131 18,081,472

短期借入金 5,850,000 6,025,000

1年内返済予定の長期借入金 2,745,244 2,808,716

未払法人税等 534,310 1,179,801

返品調整引当金 57,000 60,100

賞与引当金 477,718 520,270

その他 3,676,556 4,635,722

流動負債合計 29,504,960 33,311,083

固定負債   

長期借入金 8,453,358 7,700,404

退職給付引当金 2,923,252 3,028,502

資産除去債務 54,197 54,614

その他 1,991,487 2,195,092

固定負債合計 13,422,294 12,978,613

負債合計 42,927,255 46,289,696

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 12,297,255

利益剰余金 20,360,670 22,115,653

自己株式 △1,104,305 △1,997,577

株主資本合計 45,135,387 45,973,060

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 95,387 119,859

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 393,070 417,543

新株予約権 － 42,955

純資産合計 45,528,458 46,433,559

負債純資産合計 88,455,713 92,723,256



（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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 45,880,546

売上原価 27,897,595

売上総利益 17,982,951

返品調整引当金繰入額 3,100

差引売上総利益 17,979,851

販売費及び一般管理費 14,310,570

営業利益 3,669,280

営業外収益  

受取利息 9,347

受取配当金 19,668

負ののれん償却額 3,105

共同開発費用分担金 120,418

その他 94,174

営業外収益合計 246,714

営業外費用  

支払利息 82,943

支払手数料 17,358

売上債権売却損 48,088

その他 37,026

営業外費用合計 185,416

経常利益 3,730,578

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 16,551

投資有価証券評価損 140,916

その他 410

特別損失合計 157,877

税金等調整前四半期純利益 3,572,873

法人税等 1,388,997

少数株主損益調整前四半期純利益 2,183,875

四半期純利益 2,183,875



（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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,183,875

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 24,472

その他の包括利益合計 24,472

四半期包括利益 2,208,348

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 2,208,348

少数株主に係る四半期包括利益 －



（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 22,739,677

売上原価 13,762,723

売上総利益 8,976,954

返品調整引当金戻入額 2,070

差引売上総利益 8,979,024

販売費及び一般管理費 7,419,904

営業利益 1,559,120

営業外収益  

受取利息 4,679

受取配当金 1,953

その他 55,785

営業外収益合計 62,418

営業外費用  

支払利息 39,061

支払手数料 8,337

売上債権売却損 22,622

その他 10,992

営業外費用合計 81,014

経常利益 1,540,524

特別損失  

固定資産処分損 8,403

投資有価証券評価損 83,869

その他 45

特別損失合計 92,317

税金等調整前四半期純利益 1,448,207

法人税等 539,866

少数株主損益調整前四半期純利益 908,340

四半期純利益 908,340



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 908,340

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 45,952

その他の包括利益合計 45,952

四半期包括利益 954,293

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 954,293

少数株主に係る四半期包括利益 －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 3,572,873

減価償却費 2,257,056

のれん償却額 89,861

負ののれん償却額 △3,105

貸倒引当金の増減額（△は減少） 168,464

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105,250

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,551

受取利息及び受取配当金 △29,016

支払利息 82,943

固定資産売却損益（△は益） △171

固定資産処分損益（△は益） 16,551

投資有価証券評価損益（△は益） 140,916

売上債権の増減額（△は増加） △2,919,020

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,335,196

仕入債務の増減額（△は減少） 1,917,341

未払費用の増減額（△は減少） 81,600

その他 679,584

小計 4,871,584

利息及び配当金の受取額 79,634

利息の支払額 △80,348

法人税等の支払額 △725,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,144,900

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,800

定期預金の払戻による収入 284,511

有形固定資産の取得による支出 △3,638,747

有形固定資産の売却による収入 2,241

無形固定資産の取得による支出 △8,207

関係会社株式の取得による支出 △7,366

投資有価証券の取得による支出 △3,570

貸付金の回収による収入 2,120

その他 △101,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,475,264

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 175,000

長期借入れによる収入 2,700,000

長期借入金の返済による支出 △3,389,482

自己株式の取得による支出 △990,982

自己株式の売却による収入 73,672

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △313,825

配当金の支払額 △434,486

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,180,103

現金及び現金同等物に係る換算差額 △402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,510,869

現金及び現金同等物の期首残高 5,605,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,094,422



 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


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	ヘッダー１3: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１4: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１5: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１6: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１7: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１8: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１9: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１10: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１11: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー１12: 日医工株式会社　(4541)
	ヘッダー２3: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２4: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２5: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２6: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２7: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２8: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２9: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２10: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２11: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	ヘッダー２12: 平成25年３月期　第２四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -
	フッター11: - 9 -
	フッター12: - 10 -


