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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） 

(注)当社は平成24年３月期より決算期を11月30日から３月31日に変更しているため、平成24年３月期は４ヶ月間の変則決算となっております。これに伴い、平成
24年３月期は第３四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年３月期第３四半期の数値及び平成25年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率は
記載しておりません。 

(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 71,862 ― 6,567 ― 6,764 ― 4,053 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,050百万円 （―％）

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3月期第3四半期 101.14 101.09

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

25年3月期第3四半期 98,184 47,667 48.5 1,209.76
24年3月期 88,455 45,528 51.5 1,144.65
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  47,624百万円 24年3月期  45,528百万円

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 ― ― ― 10.70 10.70
25年3月期 ― 16.00 ―
25年3月期（予想） 16.00 32.00

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  
(注)平成24年３月期は、決算期変更により４ヶ月の変則決算となっております。これに伴い、平成25年３月期の連結業績予想の対前期増減率は記載しておりま
せん。 

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 94,000 ― 8,500 ― 8,300 ― 5,000 ― 125.43



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料２ページ「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」をご覧ください。 

(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項(2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)期末自己株式数には、従業員持株会専用信託が所有する株式が含まれております。 
(注)当社は平成24年３月期より決算期を11月30日から３月31日に変更しているため、平成24年３月期は４ヶ月間の変則決算となっております。これに伴い、
平成24年３月期は第３四半期連結財務諸表を作成していないため、期中平均株式数(四半期累計)については記載しておりません。 

※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 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） 日医工ファーマ株式会社

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 40,729,417 株 24年3月期 40,729,417 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 1,137,127 株 24年3月期 645,978 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 40,084,258 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き動きは鈍いものの、一部に下げ止まりの兆しもみら

れ、輸出環境の改善や経済対策の効果などを背景に、景気回復へ向かうことが期待されております。 

 医薬品業界におきましては、平成24年４月の薬価改正の影響がありましたが、後発医薬品市場については、診療

報酬改定など後発医薬品使用促進施策によりさらに伸長し、四半期（７～９月）における後発医薬品の数量シェア

は、引き続き微増ながら25.4％（４～６月比較で0.1％増、日本ジェネリック製薬協会発表）となっております。 

 平成24年度内には新たな後発医薬品シェア目標の設定も見込まれており、更なる拡大使用が期待されます。 

 当社は、増加する後発医薬品需要に備えて、平成22年に竣工した富山工場「Pentagon棟」に隣接させて、新たに

建設しておりました製造棟「Pyramid棟」が平成25年４月の稼動開始を予定しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が718億62百万円、営業利益が65億67百万円、経常利

益が67億64百万円、四半期純利益が40億53百万円となりました。 

 また、前連結会計年度より連結決算日を３月31日に変更しております。この変更に伴い、決算期変更の経過期間

となる前連結会計年度は平成23年12月１日から平成24年３月31日までの４ヶ月間であったため、対前年同期比較に

ついては記載を省略しております。      

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、97億28百万円増加し、981億84百万

円となりました。これは、受取手形及び売掛金が55億98百万円、設備投資により有形固定資産が45億32百万円増加

したことと、現金及び預金が31億27百万円減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、75億88百万円増加し、505億16百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金の増加44億26百万円、未払法人税等の増加９億76百万円などによるものであります。 

 純資産につきましては、自己株式の取得による減少があった一方で、利益剰余金が29億91百万円増加したことな

どにより、前連結会計年度末に比べ、21億39百万円の増加となり、476億67百万円となりました。    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月13日に公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。今後、業績予想に関して修正の

必要性が生じた場合には速やかに開示いたします。     

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  平成24年６月１日付で、当社は連結子会社でありました日医工ファーマ株式会社を吸収合併いたしました。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。なお、法

人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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） 

 当社及び連結子会社は、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に対する影響額は軽微であります。 

   

   

１．当四半期決算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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 6,299,320 3,171,891

受取手形及び売掛金 23,871,371 29,470,185

有価証券 1,666 666

商品及び製品 14,643,869 16,033,981

仕掛品 3,223,429 4,278,854

原材料及び貯蔵品 4,710,133 5,718,037

その他 1,688,781 2,323,280

貸倒引当金 △463,130 △516,280

流動資産合計 53,975,442 60,480,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,204,591 11,690,362

機械装置及び運搬具（純額） 3,630,152 2,921,539

土地 4,066,333 4,112,621

建設仮勘定 1,144,112 6,473,816

その他（純額） 2,273,116 2,652,281

有形固定資産合計 23,318,307 27,850,621

無形固定資産   

のれん 1,149,688 1,018,014

その他 3,930,418 3,186,369

無形固定資産合計 5,080,107 4,204,383

投資その他の資産   

投資有価証券 4,316,928 4,215,304

その他 1,909,553 1,700,109

貸倒引当金 △144,625 △267,000

投資その他の資産合計 6,081,857 5,648,414

固定資産合計 34,480,271 37,703,418

資産合計 88,455,713 98,184,035



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,164,131 20,590,410

短期借入金 5,850,000 5,975,000

1年内返済予定の長期借入金 2,745,244 2,720,484

未払法人税等 534,310 1,510,954

返品調整引当金 57,000 70,040

賞与引当金 477,718 124,318

その他 3,676,556 5,170,634

流動負債合計 29,504,960 36,161,842

固定負債   

長期借入金 8,453,358 9,035,240

退職給付引当金 2,923,252 3,095,184

資産除去債務 54,197 54,823

その他 1,991,487 2,169,036

固定負債合計 13,422,294 14,354,284

負債合計 42,927,255 50,516,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,557,728 13,557,728

資本剰余金 12,321,293 12,289,778

利益剰余金 20,360,670 23,352,470

自己株式 △1,104,305 △1,964,522

株主資本合計 45,135,387 47,235,456

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 95,387 91,812

土地再評価差額金 297,683 297,683

その他の包括利益累計額合計 393,070 389,496

新株予約権 － 42,955

純資産合計 45,528,458 47,667,908

負債純資産合計 88,455,713 98,184,035



（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：千円）

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 71,862,391

売上原価 43,756,737

売上総利益 28,105,654

返品調整引当金繰入額 13,040

差引売上総利益 28,092,614

販売費及び一般管理費 21,525,235

営業利益 6,567,378

営業外収益  

受取利息 13,787

受取配当金 24,677

負ののれん償却額 3,105

共同開発費用分担金 167,263

その他 239,880

営業外収益合計 448,714

営業外費用  

支払利息 119,454

支払手数料 23,892

売上債権売却損 72,996

その他 35,520

営業外費用合計 251,865

経常利益 6,764,228

特別利益  

固定資産売却益 171

特別利益合計 171

特別損失  

固定資産処分損 81,030

投資有価証券評価損 69,397

その他 375

特別損失合計 150,802

税金等調整前四半期純利益 6,613,597

法人税等 2,559,666

少数株主損益調整前四半期純利益 4,053,930

四半期純利益 4,053,930



（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：千円）

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 4,053,930

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △3,574

その他の包括利益合計 △3,574

四半期包括利益 4,050,356

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 4,050,356

少数株主に係る四半期包括利益 －



（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 25,981,845

売上原価 15,859,142

売上総利益 10,122,702

返品調整引当金繰入額 9,940

差引売上総利益 10,112,762

販売費及び一般管理費 7,214,665

営業利益 2,898,097

営業外収益  

受取利息 4,440

受取配当金 5,008

共同開発費用分担金 46,845

為替差益 62,044

その他 95,857

営業外収益合計 214,195

営業外費用  

支払利息 36,511

支払手数料 6,534

売上債権売却損 24,907

その他 10,689

営業外費用合計 78,643

経常利益 3,033,649

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 71,518

その他 34

特別利益合計 71,553

特別損失  

固定資産処分損 64,478

特別損失合計 64,478

税金等調整前四半期純利益 3,040,724

法人税等 1,170,669

少数株主損益調整前四半期純利益 1,870,055

四半期純利益 1,870,055



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成24年10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 1,870,055

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △28,046

その他の包括利益合計 △28,046

四半期包括利益 1,842,008

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,842,008

少数株主に係る四半期包括利益 －



 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

 当社製品の「ピシリバクタ静注用1.5g」に使用しております他社からの購入原薬におきまして、原薬製造施設を

管理する上での不備が認められましたため、この原薬を用いて製造した同製品について、平成25年１月９日から自

主回収を実施し、早急に別メーカー原薬に切替えて製品供給を再開しております。 

 本件に関しまして、当社は原薬の受入れ時また製品出荷前の品質試験におきまして品質に問題がないことを確認

しており、これまで本件に関する健康被害の報告は受けておりません。 

 現時点においては、当社費用の見込み額が不明であるため、自主回収に係る費用は計上しておりません。 

（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

（５）重要な後発事象
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