
決算発表・補⾜説明資料（1/2） 平成28年1⽉8⽇
ダイト株式会社

（証券コード4577）平成28年５⽉期・第２四半期連結決算の概要

Ⅰ． 平成28年５⽉期・第２四半期連結累計期間の概況について

Ⅱ． 連結損益の状況（累計）
① 損益実績 (百万円)

⾦額 % ⾦額 % 増減額 増減率% ⾦額 %
売上⾼ 16,686 100.0% 18,319 100.0% +1,633 +9.8% 37,000 100.0% 49.5%

売上原価 13,165 78.9% 14,611 79.8% +1,446 +11.0%
売上総利益 3,521 21.1% 3,707 20.2% +186 +5.3%

販管費 1,742 10.4% 1,857 10.1% +115 +6.6%
営業利益 1,778 10.7% 1,850 10.1% +72 +4.0% 3,550 9.6% 52.1%

営業外収益 74 0.4% 72 0.4% △2 △2.7%
営業外費⽤ 131 0.8% 36 0.2% △95 △72.5%

経常利益 1,720 10.3% 1,886 10.3% +166 +9.6% 3,500 9.5% 53.9%
特別利益 88 0.5% － － － －
特別損失 92 0.6% 5 0.0% △87 △94.6%

税引前利益 1,717 10.3% 1,880 10.3% +163 +9.5%

1,110 6.7% 1,267 6.9% +157 +14.2% 2,300 6.2% 55.1%

* 連結⼦会社数３社 （⼤和薬品⼯業㈱、Daito Pharmaceuticals America, Inc.、⼤桐製薬（中国）有限責任公司）
 * 返品調整引当⾦戻⼊額及び繰⼊額は、売上原価に含めております。

② 品⽬別売上⾼ (百万円)
　　 　   対前期⽐較

⾦額 % ⾦額 % 増減額 増減率%
原　　　薬 10,506 63.0% 11,120 60.7% +614 +5.8%
製　　　剤 5,989 35.9% 7,014 38.3% +1,025 +17.1%
健康⾷品他 190 1.1% 184 1.0% △6 △3.1%
　合　　　計 16,686 100.0% 18,319 100.0% +1,633 +9.8%

Ⅲ． 設備投資の状況（累計） (百万円)
対前期⽐
増減額

有形固定資産の投資額（発⽣ベース） 2,360 917 △1,443
無形固定資産の投資額（     〃　  　） 19 5 △14
　　　合　　　計 2,379 922 △1,457

主な設備投資の内訳 (百万円)
設備内容 ⾦額

・ 製剤製造設備等 418 ダイト　製剤製造設備の増強・更新（インクジェット印刷機ほか）
・ 製剤包装設備等 120 ダイト　製剤包装ラインの品⽬多様化改造等

Ⅳ． 減価償却費の状況（累計） (百万円)
対前期⽐
増減額

有形固定資産 1,082 1,163 +81
無形固定資産等 65 65 0
　　　合　　　計 1,147 1,228 +81

⾦　額 ⾦　額

平成27年5⽉期・第２Ｑ 平成28年5⽉期・第２Ｑ
⾦　額 ⾦　額

備考

親会社株主に帰属
する四半期純利益

平成27年5⽉期・第２Ｑ 平成28年5⽉期・第２Ｑ

平成27年5⽉期・第２Ｑ 平成28年5⽉期・第２Ｑ

　医薬品業界におきましては、平成27年６⽉に閣議決定された⾻太⽅針2015にて、「後発医薬品に係る数量シェアの⽬
標値については、2017年（平成29年）央に70％以上とするとともに、2018年度（平成30年度）から2020年度（平
成32年度）末までの間のなるべく早い時期に80％以上とする。」と明記され、今後⼀層ジェネリック医薬品の数量シェア拡⼤
が⾒込まれます。
  当社グループにおける原薬につきましては、消化性潰瘍剤原薬及び解熱鎮痛剤原薬などのジェネリック医薬品向け原薬
や、新薬中間体や⻑期収載品の原薬受託製造を含めた原薬全体の販売は堅調に推移しました。
　製剤につきましては、医療⽤医薬品において⾃社開発ジェネリック医薬品の販売増加に加え、新薬や⻑期収載品の製造
受託が増加し、製剤全体の販売は順調に推移いたしました。
　健康⾷品他につきましては、市場環境の悪化等により、厳しい状況で推移いたしました。

平成27年5⽉期・第２Ｑ 平成28年5⽉期・第２Ｑ 対前期⽐較 平成28年5⽉期・通期計画
進捗率
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ダイト株式会社

（証券コード4577）平成28年５⽉期・通期連結決算の予想

平成28年５⽉期の通期連結業績予想につきましては、平成27年７⽉10⽇に公表いたしました予想数値を修正しておりません。

連結損益の予想 （通期） (百万円)

⾦額 % ⾦額 % 増減額 増減率%
売上⾼ 34,058 100.0% 37,000 100.0% +2,942 +8.6%
営業利益 3,518 10.3% 3,550 9.6% +32 +0.9%
経常利益 3,452 10.1% 3,500 9.5% +48 +1.4%

2,246 6.6% 2,300 6.2% +54 +2.4%

品⽬別売上⾼（通期） (百万円)

⾦額 % ⾦額 % 増減額 増減率%
原　　　薬 20,973 61.6% 22,300 60.3% +1,327 +6.3%
製　　　剤 12,725 37.4% 14,300 38.6% +1,575 +12.4%
健康⾷品他 359 1.0% 400 1.1% +41 +11.4%
　合　　　計 34,058 100.0% 37,000 100.0% +2,942 +8.6%

設備投資の状況 (百万円)
対前期⽐
増減額

有形固定資産の投資額（発⽣ベース） 5,317 3,900 △1,417
無形固定資産の投資額（     〃　  　） 35 60 +25
　　　合　　　計 5,352 3,960 △1,392

主な設備投資の内訳 (百万円)
⾦額

・ 原薬関係 原薬棟・原薬包装棟の新設 1,200 ⽣産数量増加対応（総投資額2,930）
・ 製剤関係 製剤製造設備の増強・更新 700 インクジェット印刷機（226）ほか
・ 製剤関係 製剤包装設備の増強・更新 800 製剤包装ラインの品⽬多様化改造（227）ほか

減価償却費の状況 (百万円)
対前期⽐
増減額

有形固定資産 2,308 2,715 +407
無形固定資産等 130 135 +5
　　　合　　　計 2,439 2,850 +411

以上

⾦　額 ⾦　額

⾦　額 ⾦　額

    設備内容 備考

Ⅳ．
平成27年５⽉期 平成28年５⽉期　予想

平成27年5⽉期  通期 平成28年5⽉期　通期予想 対前期⽐較

Ⅲ．
平成27年５⽉期 平成28年５⽉期　予想

Ⅱ．

Ⅰ．
平成27年5⽉期  通期 平成28年5⽉期　通期予想 対前期⽐較

親会社株主に帰属
する当期純利益


