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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12月31日） 

 

(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3四半期 37,562 11.5 3,329 423.3 3,149 939.8 4,508 ―

24年3月期第3四半期 33,692 △7.9 636 △67.1 302 △79.7 207 △81.7

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 5,296百万円 （904.6％） 24年3月期第3四半期 527百万円 （△44.5％）

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3四半期 49.79 ―

24年3月期第3四半期 2.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 71,729 31,348 43.7
24年3月期 61,528 26,598 43.2

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  31,348百万円 24年3月期  26,598百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
25年3月期 ― 3.00 ―

25年3月期（予想） 3.00 6.00

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  ：  無  
 

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 48,000 8.2 3,520 632.2 3,120 ― 4,290 ― 47.38



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳 
細は、添付資料３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」をご覧下さい。 

(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 
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 
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
下さい。 

※  注記事項

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3Q 94,511,690 株 24年3月期 94,511,690 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 3,978,618 株 24年3月期 3,967,043 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 90,539,398 株 24年3月期3Q 90,554,316 株



  

  

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 

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

扶桑薬品工業㈱（4538）平成25年3月期第3四半期決算短信

1



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、長引くデフレや厳しい雇用・所得環境に加えて欧

州経済の低迷や新興国の成長鈍化など懸念要因が払拭されず厳しい環境が続くなかで、当第３四半期後

半には政権交代による経済対策効果への期待や円安基調への転換、企業収益の改善傾向など一部に景気

底打ち感が出始めたものの、回復を実感するには至らず、依然として不透明な状況が続いております。

 医薬品業界におきましては、高齢者の増加や医療の高度化等に伴い増大する国民医療費に対して、薬

価の改定や後発医薬品の使用促進をはじめとした医療費抑制策が継続・強化され、さらに市場のグロー

バル化や異業種からの参入、研究開発コストの上昇、企業間競争の激化など取り組むべき課題が山積

し、経営環境は依然として厳しく、引き続き、より一層の経営の効率化及び合理化が求められる状況で

推移しました。 

 このような状況のなか、当社グループにおきましては、東日本大震災の影響により減収となった、ろ

過型人工腎臓用補液サブラッドＢＳＧや生理食塩液などの販売強化に努め、また、新製品の人工腎臓用

透析剤キンダリー４号シリーズ、吸着型血液浄化器リクセル及び血液分析器アイ・スタット新型の販売

促進、新規顧客の獲得に取り組むなど営業活動に注力した結果、売上高は375億62百万円と前年同四半

期と比べ38億70百万円（11.5％）の増加となりました。 

 セグメント別では、医薬品事業の売上高は373億85百万円と前年同四半期と比べ38億96百万円

（11.6％）の増加となり、不動産事業の売上高は１億77百万円と前年同四半期と比べ25百万円

（12.7％）の減少となりました。 

 利益面につきましては、営業利益は33億29百万円と前年同四半期と比べ26億92百万円 (423.3%)の増

加、経常利益は31億49百万円と前年同四半期と比べ28億46百万円（939.8%）の増加となりました。 

 また、特別利益に平成24年11月21日公表の保有不動産の売却による固定資産売却益28億39百万円を含

む28億41百万円を計上、特別損失に同日公表の当社の連結子会社である扶桑興発株式会社の解散に伴う

不動産の売買契約締結に伴い、帳簿価額を売却見込額まで減損処理し、当該減損損失２億65百万円を含

む３億11百万円を計上いたしました結果、当四半期純利益は45億８百万円（前年同四半期は２億７百万

円の利益）となりました。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、717億29百万円と前連結会計年度末と比べ102億１百万円

（16.6％）の増加、負債は403億80百万円と前連結会計年度末と比べ54億50百万円（15.6％）の増加、

純資産は313億48百万円と前連結会計年度末に比べ47億50百万円（17.9％）の増加となりました。 

 なお、自己資本比率は43.7％と前連結会計年度末に比べ0.5％の増加となりました。 

  

平成25年３月期の通期の業績予想につきましては、平成24年11月９日の第２四半期決算短信発表時に

公表いたしました数値から修正しております。 

なお、詳細につきましては、平成24年11月21日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下

さい。 

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。 

なお、不動産事業に区分していた連結子会社である扶桑興発株式会社については、平成24年11月21日

開催の取締役会において解散することを決議し、現在、清算手続中であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

この減価償却の方法の変更による影響額は軽微であります。 

  

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
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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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,278 10,232

受取手形及び売掛金 19,444 22,666

商品及び製品 6,247 6,151

仕掛品 89 111

原材料及び貯蔵品 1,009 1,244

その他 1,047 1,784

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 32,114 42,188

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,453 8,025

土地 11,344 10,132

その他（純額） 3,919 4,797

有形固定資産合計 23,717 22,954

無形固定資産 166 317

投資その他の資産 5,529 6,268

固定資産合計 29,413 29,541

資産合計 61,528 71,729

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,347 12,391

短期借入金 6,713 7,309

未払法人税等 48 2,608

賞与引当金 808 473

その他の引当金 322 371

その他 5,031 5,829

流動負債合計 24,272 28,982

固定負債   

社債 250 150

長期借入金 6,429 6,926

退職給付引当金 1,245 1,297

その他の引当金 243 253

その他 2,489 2,769

固定負債合計 10,657 11,398

負債合計 34,930 40,380
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,758 10,758

資本剰余金 15,010 15,010

利益剰余金 6,201 10,477

自己株式 △1,409 △1,412

株主資本合計 30,560 34,833

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 194 965

繰延ヘッジ損益 △21 △3

土地再評価差額金 △4,134 △4,446

その他の包括利益累計額合計 △3,961 △3,484

純資産合計 26,598 31,348

負債純資産合計 61,528 71,729
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 33,692 37,562

売上原価 24,327 25,620

売上総利益 9,365 11,942

返品調整引当金戻入額 2 －

返品調整引当金繰入額 － 0

差引売上総利益 9,368 11,941

販売費及び一般管理費 8,731 8,612

営業利益 636 3,329

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 48 45

保険関係収益 71 75

投資事業組合運用益 － 58

その他 56 68

営業外収益合計 181 251

営業外費用   

支払利息 195 198

生命保険料 98 99

投資事業組合運用損 103 37

その他 118 94

営業外費用合計 514 430

経常利益 302 3,149

特別利益   

固定資産売却益 － 2,841

特別利益合計 － 2,841

特別損失   

減損損失 － 265

固定資産除却損 65 45

特別損失合計 65 311

税金等調整前四半期純利益 237 5,680

法人税、住民税及び事業税 88 2,548

法人税等調整額 △58 △1,376

法人税等合計 29 1,171

少数株主損益調整前四半期純利益 207 4,508

四半期純利益 207 4,508
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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４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 207 4,508

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 25 770

繰延ヘッジ損益 14 17

土地再評価差額金 279 －

その他の包括利益合計 319 788

四半期包括利益 527 5,296

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 527 5,296

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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