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(百万円未満切捨て)

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）

（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 80,443 10.1 18,655 7.5 19,231 8.9 12,159 31.8

24年３月期第３四半期 73,068 2.3 17,350 6.2 17,661 7.2 9,228 △6.0

(注) 包括利益 25年３月期第３四半期 12,413百万円(27.7％) 24年３月期第３四半期 9,718百万円(19.0％)

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 172.41 ―
24年３月期第３四半期 130.85 ―

（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３月期第３四半期 157,526 110,422 69.2

24年３月期 151,874 102,240 66.4

(参考) 自己資本 25年３月期第３四半期 109,047百万円 24年３月期 100,919百万円

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３月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00

25年３月期 ― 30.00 ―

25年３月期(予想) 32.00 62.00

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)

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 104,500 9.5 22,800 7.4 22,900 5.1 14,400 7.2 204.18



  

 

 

 

 
  

  

  

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、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おりません。 

  

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３ページ「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

（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 ： 有

（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３月期３Ｑ 70,771,662株 24年３月期 70,771,662株

② 期末自己株式数 25年３月期３Ｑ 245,172株 24年３月期 244,847株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期３Ｑ 70,526,629株 24年３月期３Ｑ 70,527,059株

※ 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
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「価値創造に向けた成長基盤の強化」をテーマとした中期経営計画がスタートした連結会計年度であ

る当第３四半期連結累計期間（平成２４年４月１日から平成２４年１２月３１日）の売上高は、薬価引

き下げの影響を受けながらも、前年同期に比べ１０.１％増の８０４億４千３百万円となりました。 

 利益につきましては、営業利益１８６億５千５百万円（前年同期比７.５％増）、 

経常利益１９２億３千１百万円（前年同期比８.９％増）、四半期純利益１２１億５千９百万円（前年

同期比３１.８％増）となりました。売上原価率は、薬価引き下げや、原料生薬単価増等の影響により

前年同期に比べ２.８ポイント上昇しましたが、売上高の伸長等により販管費率が２.３ポイント改善

し、結果として営業利益率は２３.２％（前年同期比０.５ポイント低下）となりました。引き続き、収

益性の向上を図りつつ、成長基盤の強化に努めてまいります。 

  

医療用漢方製剤の売上高は、１２９処方中１２４処方が前年同期を上回りました。漢方医学の着実な

普及を背景に、様々な領域疾患において漢方製剤の使用が広がり、医療用漢方製剤全体の売上高は、前

年同期に比べ１０.４％伸長いたしました。 

 営業施策としては、医師（施設）ごとの漢方製剤の使用状況等に応じた活動を推進しております。 

従来の訪問活動に加えて漢方未使用医師への訪問・面談活動を強化し、各種の漢方医学セミナーや講演

会・研究会、医療機関説明会等の積極的な開催を通じて、漢方医学および漢方製剤に関する情報提供の

拡充を図っております。 

 また、育薬処方である「大建中湯」「六君子湯」「抑肝散」「牛車腎気丸」「半夏瀉心湯」につきま

しては、多施設二重盲検群間比較試験による臨床研究とその効果を裏付ける薬物動態試験や基礎研究等

が進み、有効性および安全性について質の高いエビデンスが確立されつつあります。各種学会や論文で

の研究成果の発表に加え、医薬情報担当者を通じた、エビデンスに基づくプロモーション活動を展開す

る中、各専門領域での漢方製剤に対する評価は着実に高まっております。その結果、前述の５処方合わ

せた売上高は、前年同期に比べ１４.８％伸長いたしました。 

  

当社は今後とも、国内の患者様が、どの医療機関・診療科においても、必要に応じて“漢方”を取り

入れた治療を受けられる医療現場の実現に貢献するとともに、新生産技術の導入等による「コスト構造

改革」を進め、収益力の強化を図ってまいります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。 

総資産は、売掛金及びたな卸資産の増加と設備投資による有形固定資産の増加等により前連結会計年

度末に比べて５６億５千１百万円増加し、１,５７５億２千６百万円となりました。 

負債は、未払法人税等の減少等により前連結会計年度末に比べて２５億２千９百万円減少し、 

４７１億３百万円となりました。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて８１億８千１百万円増加し、１,１０４億２千２百万円とな

り、自己資本比率は２.８ポイント上昇して６９.２％となりました。 

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
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当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、４７億５千４百万円の収入となりました。前年同期間との比

較では、税金等調整前四半期純利益の増加等により１９億６千万円増加しております。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、４９億９百万円の支出となりました。前年同期間との比較で

は、有形固定資産の取得による支出の減少等により１億９千９百万円支出が減少しております。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４１億５千９百万円の支出となりました。前年同期間との比

較では、短期借入金の返済による支出の減少等により９億９千９百万円支出が減少しております。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べ

て４５億６千万円減少し、９３億４千６百万円となりました。 

  

平成２４年１１月８日に公表しました平成２５年３月期の連結業績予想に変更ありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 (原価差異の繰延処理) 

操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきましては、原価計算期間末までにほぼ解

消が見込まれるため、当該原価差異を流動負債（その他）として繰り延べております。 

  

  

  

  

（３）連結業績予想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

（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
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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 13,939 9,365

受取手形及び売掛金 34,532 38,353

商品及び製品 6,102 6,257

仕掛品 7,806 7,530

原材料及び貯蔵品 16,661 20,282

その他 7,294 6,938

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 86,330 88,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 45,783 46,681

その他 53,204 57,295

減価償却累計額 △54,118 △56,286

有形固定資産合計 44,869 47,690

無形固定資産 227 229

投資その他の資産   

投資有価証券 15,821 16,393

その他 4,655 4,495

貸倒引当金 △30 △4

投資その他の資産合計 20,446 20,884

固定資産合計 65,544 68,804

資産合計 151,874 157,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,033 2,602

短期借入金 21,957 21,957

未払法人税等 5,425 1,664

返品調整引当金 10 12

その他 11,113 12,448

流動負債合計 41,539 38,686

固定負債   

退職給付引当金 1,933 2,016

その他 6,160 6,401

固定負債合計 8,093 8,417

負債合計 49,633 47,103
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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 19,487 19,487

資本剰余金 1,940 1,940

利益剰余金 79,255 87,183

自己株式 △384 △385

株主資本合計 100,300 108,227

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △63 160

繰延ヘッジ損益 387 639

土地再評価差額金 1,984 1,984

為替換算調整勘定 △1,687 △1,964

その他の包括利益累計額合計 619 820

少数株主持分 1,321 1,374

純資産合計 102,240 110,422

負債純資産合計 151,874 157,526
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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 73,068 80,443

売上原価 22,570 27,101

売上総利益 50,497 53,342

販売費及び一般管理費 33,147 34,686

営業利益 17,350 18,655

営業外収益   

受取利息 37 32

受取配当金 397 315

持分法による投資利益 12 －

為替差益 － 182

その他 145 230

営業外収益合計 592 762

営業外費用   

支払利息 177 159

持分法による投資損失 － 5

為替差損 69 －

その他 33 20

営業外費用合計 281 185

経常利益 17,661 19,231

特別利益   

固定資産売却益 － 1

投資有価証券売却益 － 2

特別利益合計 － 3

特別損失   

固定資産売却損 9 3

固定資産除却損 136 74

投資有価証券売却損 1 －

投資有価証券評価損 1,092 －

関係会社出資金売却損 71 －

災害による損失 318 －

特別損失合計 1,630 77

税金等調整前四半期純利益 16,030 19,157

法人税等 6,742 6,915

少数株主損益調整前四半期純利益 9,288 12,242

少数株主利益 59 82

四半期純利益 9,228 12,159
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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 9,288 12,242

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 382 224

繰延ヘッジ損益 42 252

土地再評価差額金 212 －

為替換算調整勘定 △200 △304

持分法適用会社に対する持分相当額 △5 △1

その他の包括利益合計 430 171

四半期包括利益 9,718 12,413

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 9,688 12,359

少数株主に係る四半期包括利益 29 53
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
（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) 

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 16,030 19,157

減価償却費 2,832 2,959

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 △25

受取利息及び受取配当金 △434 △348

支払利息 177 159

持分法による投資損益（△は益） △12 5

有形固定資産除売却損益（△は益） 146 59

売上債権の増減額（△は増加） △546 △3,823

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,949 △3,551

仕入債務の増減額（△は減少） 792 △361

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） 1 △2

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1,092 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 82

関係会社出資金売却損益（△は益） 71 －

その他 △3,617 141

小計 10,647 14,453

利息及び配当金の受取額 447 360

利息の支払額 △176 △158

法人税等の支払額 △8,123 △9,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,794 4,754

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △5,499 △4,713

有形固定資産の売却による収入 1 2

無形固定資産の取得による支出 △44 △42

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △7 △207

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

23 4

子会社出資金の取得による支出 － △100

貸付けによる支出 △6 △246

貸付金の回収による収入 308 8

定期預金の預入による支出 △26 △31

定期預金の払戻による収入 23 45

その他 118 371

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,109 △4,909

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △1,000 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △4,119 △4,122

少数株主への配当金の支払額 △18 △14

その他 △20 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,159 △4,159

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56 △245

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,531 △4,560

現金及び現金同等物の期首残高 17,198 13,906

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,667 9,346
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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
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