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1．2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）
（1）経営成績 (％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 49,251 5.0 2,351 132.6 2,227 108.8 1,607 127.3

2020年3月期 46,902 1.8 1,010 △19.9 1,066 △16.6 707 △21.0
　

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後

1株当たり当期純利益
自己資本

当期純利益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 183.18 ― 4.9 3.2 4.8

2020年3月期 80.59 ― 2.2 1.5 2.2

(参考) 持分法投資損益 2021年3月期 ― 百万円 2020年3月期 ― 百万円

（2）財政状態
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

2021年3月期 69,876 33,683 48.2 3,839.54

2020年3月期 69,153 32,302 46.7 3,681.46

(参考) 自己資本 2021年3月期 33,683百万円 2020年3月期 32,302百万円
　

（3）キャッシュ・フローの状況
営業活動による

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 3,230 △978 △2,446 7,074

2020年3月期 5,726 △1,485 △1,799 7,268

2．配当の状況
年間配当金 配当金総額

(合計)
配当性向

純資産
配当率第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 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 526 74.4 1.6

2021年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 526 32.8 1.6

2022年3月期(予想) ― 30.00 ― 30.00 60.00 75.2

　

3．2022年3月期の業績予想（2021年4月1日～2022年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第2四半期(累計) 24,500 △1.7 600 △64.8 600 △64.5 350 △72.9 39.89

通期 48,500 △1.5 1,200 △49.0 1,100 △50.6 700 △56.4 79.78
　

　



※ 注記事項

（1）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 ： 有

　④ 修正再表示 ： 無

（2）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) 2021年3月期 9,451,169 株 2020年3月期 9,451,169 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 678,420 株 2020年3月期 676,880 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 8,773,611 株 2020年3月期 8,774,963 株
　

※決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です。
　

※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、当社が本資料発表日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３ページ「１．経営成績等の概況
（４）今後の見通し」をご覧下さい。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当事業年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により国内外の社

会・経済活動が停滞し、厳しい状況で推移いたしました。政府の各種政策等により社会・経済活動

のレベルを段階的に引き上げていくなかで緩やかな景気の持ち直し傾向がみられたものの、再度の

感染拡大や年明けの緊急事態宣言の再発出により持ち直しの動きが弱含むなど、感染の再拡大が深

刻化しており、先行き不透明な状況が続いております。

医薬品業界では、薬価制度改革をはじめとして後発医薬品の使用促進策の強化など、医療費適正

化諸施策が引き続き推進されており、経営のさらなる強化が求められるなか、研究開発費の増加、

開発リスクの増大、企業間競争の激化など収益環境の厳しさが増しております。

このような状況のもと、当社は、主力製品の人工腎臓用透析剤キンダリーなど人工透析関連製商

品及び輸液などのより強固な浸透を図るとともに、後発医薬品の販売促進にも注力してまいりまし

た。

その結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は後発医薬品の販売増等により492億51百

万円と前期と比べ23億49百万円（5.0％）の増加となりました。利益面では売上高の増加及び売上

原価率の改善により、営業利益は23億51百万円と前期と比べ13億40百万円（132.6％）の増加、経

常利益は22億27百万円と前期と比べ11億60百万円（108.8％）の増加、また、当期純利益は16億７

百万円と前期と比べ８億99百万円（127.3％）の増加となりました。

（２）当期の財政状態の概況

当事業年度の総資産は、機械及び装置の減少等があったものの、売掛金（純額）や商品及び製品

の増加等により前事業年度末から７億22百万円（1.0％）増加し、698億76百万円となりました。

　負債は、電子記録債務の増加等があったものの、支払手形の減少等により前事業年度末から６億

58百万円（1.8％）減少し、361億93百万円となりました。

　純資産は、利益剰余金やその他有価証券評価差額金の増加により前事業年度末から13億81百万円

（4.3％）増加し、336億83百万円となり、自己資本比率は48.2％となりました。
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ１億94百万円減少し、70億74

百万円となりました。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加等があったものの、税引前当期純利益や

減価償却費の計上等により32億30百万円の収入となりました。（前事業年度は57億26百万円の収

入）

　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等があったものの、有形

固定資産の取得よる支出等により９億78百万円の支出となりました。（前事業年度は14億85百万円

の支出）

　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の減少や配当金の支払等により24億46百万円

の支出となりました。（前事業年度は17億99百万円の支出）

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

2020年３月期 2021年３月期

自己資本比率 46.7 48.2

時価ベースの自己資本比率 26.6 32.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.7 4.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ 27.0 18.5

　・ 自己資本比率：自己資本／総資産

　・ 時価ベース自己資本比率：株式時価総額／総資産

　・ キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　・ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／キャッシュ・フローの利息の支払額

(注１)株式時価総額：期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）

(注２)有利子負債：貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりま

す。

(注３)営業キャッシュ・フロー：キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー（利息の支払額

及び法人税等の支払額控除前）

(注４)キャッシュ・フローの利息の支払額：キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額

（４）今後の見通し

次期の業績予想につきましては、売上高485億円、営業利益12億円、経常利益11億円、当期純利

益７億円を見込んでおります。

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。

なお、新型コロナウイルス感染症については、依然として予断を許さない状況が続いており、今

後、業績予想を修正する必要が生じた場合は、速やかに開示してまいります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は、財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮した結果、日本基準に基づき

財務諸表を作成する方針であります。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,268 7,074

受取手形 231 239

売掛金（純額） 20,170 21,145

商品及び製品 8,218 8,918

仕掛品 125 47

原材料及び貯蔵品 1,667 1,759

前渡金 59 30

前払費用 162 176

その他 106 142

流動資産合計 38,011 39,533

固定資産

有形固定資産

建物 32,304 32,401

減価償却累計額 △22,458 △23,058

建物（純額） 9,846 9,342

構築物 2,191 2,191

減価償却累計額 △1,647 △1,684

構築物（純額） 543 506

機械及び装置 27,134 26,179

減価償却累計額 △22,028 △21,741

機械及び装置（純額） 5,106 4,437

車両運搬具 68 68

減価償却累計額 △60 △61

車両運搬具（純額） 7 6

工具、器具及び備品 4,959 5,049

減価償却累計額 △4,229 △4,375

工具、器具及び備品（純額） 729 673

土地 8,854 8,818

リース資産 7 6

減価償却累計額 △4 △3

リース資産（純額） 2 2

建設仮勘定 358 849

有形固定資産合計 25,449 24,638

無形固定資産

ソフトウエア 106 81

その他 411 242

無形固定資産合計 518 323
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 2,902 3,247

出資金 1 1

従業員に対する長期貸付金 7 5

長期前払費用 149 148

繰延税金資産 854 749

その他 1,259 1,227

投資その他の資産合計 5,174 5,380

固定資産合計 31,142 30,343

資産合計 69,153 69,876

負債の部

流動負債

支払手形 5,946 3,069

電子記録債務 3,203 5,596

買掛金 3,688 3,846

短期借入金 2,350 2,350

1年内返済予定の長期借入金 4,155 3,847

リース債務 1 1

未払金 1,351 1,675

未払費用 373 399

未払法人税等 151 725

前受金 - 580

預り金 41 43

前受収益 15 17

賞与引当金 870 930

役員賞与引当金 15 32

値引補償引当金 41 26

売上割戻引当金 235 261

設備関係支払手形 344 361

その他 2,915 3,000

流動負債合計 25,701 26,763

固定負債

長期借入金 8,245 6,639

リース債務 0 1

再評価に係る繰延税金負債 1,322 1,315

退職給付引当金 1,077 955

役員退職慰労引当金 287 286

資産除去債務 106 108

その他 110 123

固定負債合計 11,150 9,429

負債合計 36,851 36,193
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(単位：百万円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 10,758 10,758

資本剰余金

資本準備金 10,000 10,000

その他資本剰余金 5,010 5,010

資本剰余金合計 15,010 15,010

利益剰余金

その他利益剰余金

別途積立金 5,300 5,300

繰越利益剰余金 7,419 8,515

利益剰余金合計 12,719 13,815

自己株式 △2,164 △2,168

株主資本合計 36,323 37,414

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 599 904

土地再評価差額金 △4,621 △4,635

評価・換算差額等合計 △4,021 △3,731

純資産合計 32,302 33,683

負債純資産合計 69,153 69,876
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（２）損益計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高

医薬品部門売上高 46,739 49,088

不動産賃貸収入 163 163

売上高合計 46,902 49,251

売上原価

医薬品部門売上原価 34,008 35,014

不動産賃貸原価 92 127

売上原価合計 34,101 35,142

売上総利益 12,801 14,109

返品調整引当金戻入額 0 2

差引売上総利益 12,801 14,112

販売費及び一般管理費合計 11,790 11,760

営業利益 1,010 2,351

営業外収益

受取利息及び配当金 87 79

投資有価証券売却益 22 -

保険関係収益 102 87

投資事業組合運用益 39 -

業務受託収益 78 -

企業誘致奨励金 29 -

その他 37 46

営業外収益合計 398 213

営業外費用

支払利息 224 196

生命保険料 95 97

その他 23 42

営業外費用合計 342 336

経常利益 1,066 2,227

特別利益

固定資産売却益 38 91

投資有価証券売却益 - 38

特別利益合計 38 129

特別損失

固定資産除却損 20 11

投資有価証券評価損 42 -

特別損失合計 62 11

税引前当期純利益 1,042 2,345

法人税、住民税及び事業税 237 745

法人税等調整額 98 △7

法人税等合計 335 737

当期純利益 707 1,607
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（３）株主資本等変動計算書

　前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 10,758 10,000 5,010 15,010

当期変動額

剰余金の配当

土地再評価差額金の取崩

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - - -

当期末残高 10,758 10,000 5,010 15,010

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 5,300 7,304 12,604 △2,161 36,211

当期変動額

剰余金の配当 △614 △614 △614

土地再評価差額金の取崩 21 21 21

当期純利益 707 707 707

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - 114 114 △2 112

当期末残高 5,300 7,419 12,719 △2,164 36,323

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 1,230 △4,599 △3,368 32,842

当期変動額

剰余金の配当 △614

土地再評価差額金の取崩 21

当期純利益 707

自己株式の取得 △2

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△630 △21 △652 △652

当期変動額合計 △630 △21 △652 △540

当期末残高 599 △4,621 △4,021 32,302
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　当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：百万円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金
その他資本

剰余金

資本剰余金

合計

当期首残高 10,758 10,000 5,010 15,010

当期変動額

剰余金の配当

土地再評価差額金の取崩

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - - - -

当期末残高 10,758 10,000 5,010 15,010

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益

剰余金

当期首残高 5,300 7,419 12,719 △2,164 36,323

当期変動額

剰余金の配当 △526 △526 △526

土地再評価差額金の取崩 14 14 14

当期純利益 1,607 1,607 1,607

自己株式の取得 △4 △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 - 1,095 1,095 △4 1,091

当期末残高 5,300 8,515 13,815 △2,168 37,414

評価・換算差額等

純資産合計その他

有価証券

評価差額金

土地再評価

差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 599 △4,621 △4,021 32,302

当期変動額

剰余金の配当 △526

土地再評価差額金の取崩 14

当期純利益 1,607

自己株式の取得 △4

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
304 △14 289 289

当期変動額合計 304 △14 289 1,381

当期末残高 904 △4,635 △3,731 33,683
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 1,042 2,345

減価償却費 2,381 2,410

投資有価証券売却損益（△は益） △22 △38

投資事業組合運用損益（△は益） △39 17

固定資産売却損益（△は益） △38 △91

固定資産除却損 20 11

投資有価証券評価損 42 -

賞与引当金の増減額（△は減少） △11 60

退職給付引当金の増減額（△は減少） △132 △122

受取利息及び受取配当金 △87 △79

支払利息 224 196

売上債権の増減額（△は増加） 1,661 △983

たな卸資産の増減額（△は増加） 280 △712

仕入債務の増減額（△は減少） 634 △325

前受金の増減額（△は減少） - 580

その他 285 268

小計 6,241 3,537

利息及び配当金の受取額 94 79

利息の支払額 △234 △195

法人税等の支払額 △374 △190

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,726 3,230

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 △2,492 △1,182

有形固定資産の売却による収入 73 130

無形固定資産の取得による支出 △10 △28

投資有価証券の売却による収入 74 40

投資事業組合への出資による支出 △2 △0

投資事業組合からの分配による収入 114 45

定期預金の払戻による収入 900 -

その他 △141 17

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,485 △978

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） △60 -

長期借入れによる収入 3,250 2,400

長期借入金の返済による支出 △4,370 △4,314

自己株式の取得による支出 △2 △4

リース債務の返済による支出 △2 △2

配当金の支払額 △613 △525

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,799 △2,446

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,442 △194

現金及び現金同等物の期首残高 4,826 7,268

現金及び現金同等物の期末残高 7,268 7,074

　



扶桑薬品工業㈱(4538) 2021年3月期決算短信

11

（５）財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(会計上の見積りの変更)

当事業年度において、一部顧客との契約関係の変更に伴い、使用可能期間が短縮された製造設備

の耐用年数を将来にわたり変更しております。これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ17百万円減少しております。

(セグメント情報等)

当社は、医薬品事業の他に不動産の賃貸業を営んでおりますが、重要性が乏しいことからセグメ

ント情報の記載を省略しております。

(持分法損益等)

該当事項はありません。

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 3,681円46銭 3,839円54銭

１株当たり当期純利益 80円59銭 183円18銭

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

当期純利益（百万円） 707 1,607

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式に係る当期純利益(百万円) 707 1,607

普通株式の期中平均株式数(株) 8,774,963 8,773,611

　 ３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

（2020年３月31日）
当事業年度

（2021年３月31日）

純資産の部の合計額(百万円) 32,302 33,683

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 32,302 33,683

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数(株)

8,774,289 8,772,749

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

(開示の省略)

上記以外の注記事項は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省

略しております。

　


