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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年11月30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３四半期 107,357 3.5 20,773 △0.3 26,056 2.7 15,021 2.4
24年２月期第３四半期 103,773 1.2 20,827 △6.8 25,372 △2.5 14,669 △12.0

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 14,874百万円( 34.9％) 24年２月期第３四半期 11,026百万円( ― ％)

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３四半期 175.34 ―
24年２月期第３四半期 171.08 ―  

（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３四半期 203,839 158,067 77.0
24年２月期 192,838 149,263 76.9

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 157,028百万円 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 ― 35.00 ―

25年２月期(予想) 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）

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 142,500 3.4 23,300 △10.2 30,200 △9.8 18,100 △1.8 211.28

(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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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 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

（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３Ｑ 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３Ｑ 9,495,946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３Ｑ 85,669,116株 24年２月期３Ｑ 85,745,667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。



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………２ 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………２ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ………………………………………………３ 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………３ 

（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 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………３ 

（４）追加情報 ………………………………………………………………………………３ 

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………４ 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………４ 

（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 …………………………６ 

四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………６ 

四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………７ 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………８ 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………８ 

  

○添付資料の目次

久光製薬㈱（4530）　平成25年２月期　第３四半期決算短信

―　1　―



＜売上高＞ 

当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期比3.5％増の1,073億５千７百万円となりまし
た。 
国内市場において、医療用医薬品事業は、平成23年の震災で供給に一時的な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」等の供給が回復したことに加え、平成23
年８月に販売を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2.7％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
売競争が続いており、前年同四半期比1.0％の減収となりました。なお、医療用医薬品アレルギー性疾
患治療薬「アレグラ®錠60mg」のスイッチＯＴＣ薬である「アレグラ®ＦＸ」を平成24年11月に新発売
しています。 
一方、海外市場においては、ノーベン社の業績が堅調に推移したこと、さらには、積極的な広告宣

伝活動を展開しているアメリカ及びインドネシア、ベトナム等の海外子会社の業績が好調に推移し、
前年同四半期比11.7％の増収となりました。 

  

＜利益＞ 

当第３四半期連結累計期間の営業利益は、207億７千３百万円(前年同四半期比0.3％減)と減益にな
りました。その主な要因は、平成24年４月の薬価改定等による売上原価率の上昇です。なお、販売費
及び一般管理費につきましては、広告宣伝費や減価償却費等が増加したものの研究開発費等が減少
し、482億２千６百万円(前年同四半期比0.3％減)となりました。 
当第３四半期連結累計期間の経常利益は、260億５千６百万円(前年同四半期比2.7％増)と増益にな

りました。その主な要因は、持分法による投資利益の増加です。 
当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、150億２千１百万円(前年同四半期比2.4％増)と増益

になりました。その主な要因は、経常利益の増加です。 
  

＜資産、負債、純資産の状況＞ 

当第３四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110億１百万円増加し、
2,038億３千９百万円となりました。主な増減は、現金及び預金(34億９千７百万円増)や受取手形及び
売掛金（56億７千２百万円増）です。 
当第３四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21億９千６百万円増加

し、457億７千２百万円となりました。主な増減は、短期借入金(27億１千５百万円減)やその他流動負
債（56億６千２百万円増）です。 
当第３四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88億４百万円増加し、

1,580億６千７百万円となりました。主な増減は、利益剰余金(90億２千２百万円増)です。 
  

前回発表時（平成24年９月26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。 

  

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(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

（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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,789 31,287

受取手形及び売掛金 33,635 39,307

有価証券 7,083 9,015

商品及び製品 7,249 7,953

仕掛品 367 435

原材料及び貯蔵品 4,935 5,009

その他 6,598 9,462

貸倒引当金 △202 △222

流動資産合計 87,455 102,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,385 18,197

その他（純額） 23,971 24,584

有形固定資産合計 43,357 42,782

無形固定資産   

販売権 7,893 7,095

のれん 5,286 4,757

その他 3,368 2,706

無形固定資産合計 16,548 14,558

投資その他の資産   

投資有価証券 34,549 34,598

その他 11,156 9,879

貸倒引当金 △228 △228

投資その他の資産合計 45,477 44,250

固定資産合計 105,382 101,591

資産合計 192,838 203,839
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,932 12,338

短期借入金 4,445 1,729

未払法人税等 3,839 4,056

返品調整引当金 198 265

賞与引当金 1,550 879

災害損失引当金 147 42

その他 9,019 14,681

流動負債合計 31,134 33,993

固定負債   

長期借入金 1,224 1,048

退職給付引当金 4,927 5,080

役員退職慰労引当金 1,230 1,281

その他 5,058 4,367

固定負債合計 12,441 11,778

負債合計 43,575 45,772

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 159,677 168,700

自己株式 △21,844 △21,845

株主資本合計 154,702 163,724

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 △2

土地再評価差額金 3,459 3,459

為替換算調整勘定 △9,983 △10,153

その他の包括利益累計額合計 △6,476 △6,696

少数株主持分 1,036 1,039

純資産合計 149,263 158,067

負債純資産合計 192,838 203,839
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 103,773 107,357

売上原価 34,588 38,358

売上総利益 69,184 68,999

販売費及び一般管理費 48,356 48,226

営業利益 20,827 20,773

営業外収益   

受取利息 49 49

受取配当金 339 383

受取ロイヤリティー 98 93

持分法による投資利益 4,085 4,588

その他 287 245

営業外収益合計 4,860 5,360

営業外費用   

支払利息 72 35

為替差損 97 13

売上債権売却損 14 18

貸倒引当金繰入額 95 －

その他 34 9

営業外費用合計 315 76

経常利益 25,372 26,056

特別利益   

国庫補助金 4,611 －

受取保険金 3,349 －

その他 38 1

特別利益合計 7,999 1

特別損失   

固定資産処分損 110 151

固定資産圧縮損 4,611 －

投資有価証券評価損 － 318

災害による損失 2,742 －

その他 758 －

特別損失合計 8,223 469

税金等調整前四半期純利益 25,149 25,589

法人税等 10,292 10,484

少数株主損益調整前四半期純利益 14,856 15,104

少数株主利益 187 82

四半期純利益 14,669 15,021
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 14,856 15,104

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,307 △41

為替換算調整勘定 △1,811 △179

持分法適用会社に対する持分相当額 △711 △8

その他の包括利益合計 △3,830 △230

四半期包括利益 11,026 14,874

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 10,851 14,801

少数株主に係る四半期包括利益 174 72
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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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