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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 21,868 14.7 4,445 18.6 4,219 32.7 2,642 38.3
22年3月期第2四半期 19,068 11.3 3,748 42.1 3,180 14.3 1,910 14.6

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

23年3月期第2四半期 153.91 ―

22年3月期第2四半期 111.28 ―

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

23年3月期第2四半期 65,316 43,957 67.3 2,560.56
22年3月期 60,504 41,945 69.3 2,443.36

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  43,957百万円 22年3月期  41,945百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 22.50 ― 32.50 55.00
23年3月期 ― 30.00

23年3月期 
（予想）

― 30.00 60.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 45,300 16.0 9,100 17.5 8,800 18.4 5,500 19.5 320.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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、
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。なお、上記予想に関する事項は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】３ページ「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 17,172,000株 22年3月期  17,172,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  4,889株 22年3月期  4,859株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 17,167,128株 22年3月期2Q 17,167,344株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期におけるわが国経済は、緩やかに回復しつつあるものの、改善の動きが弱まって

います。急速な円高の進行や、エコカー補助の終了などの一時的な国内消費の減退の影響もあ

り、先行きに不透明感が増しております。 

 医療用医薬品業界では、平成22年４月の診療報酬改定で、薬価改定が行われるとともに、新薬

創出・適応外薬解消等促進加算の導入や、薬局の調剤基本料における後発医薬品調剤体制加算の

見直しなどが実施されました。この影響により、４月以降、後発医薬品の調剤割合の増加を図る

保険薬局が多く見られ、保険薬局向けの売上が急増しました。ただ、この増加傾向は一時的なも

のであり、６月以降の保険薬局向けの売上は高い水準で横ばい傾向が続いています。当社といた

しましては、特に保険薬局市場での安定供給体制の拡充を図るため、営業所の新設や、配送要員

の増員などに取り組むとともに、病院市場、診療所市場の強化も図っているところであります。 

 一方、当社独自のRACTAB技術を用いたアムロジピンOD錠「トーワ」やランソプラゾールOD錠

「トーワ」については、医療機関や保険薬局における当社技術の評価が定着しつつあり、売上は

順調に推移しました。 

この結果、当第２四半期の当社グループの売上高は、21,868百万円（前年同期比14.7％増）、

営業利益は4,445百万円（前年同期比18.6％増）、経常利益は4,219百万円（前年同期比32.7％

増）、四半期純利益は、2,642百万円（前年同期比38.3％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は、65,316百万円となり、前連結会計年度末比4,812百万円の増

加となりました。その主な要因は、現金及び預金の増加1,407百万円、たな卸資産の増加1,441百

万円、有形固定資産の増加1,627百万円などであります。 

負債につきましては、21,359百万円となり、前連結会計年度末比2,800百万円の増加となりまし

た。その主な要因は、長期借入金の増加5,000百万円などであります。  

 純資産につきましては、43,957百万円となり、前連結会計年度末比2,012百万円の増加となりま

した。その主な要因は、利益剰余金の増加2,084百万円であります。 

 その結果、自己資本比率は67.3％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は、8,422百万円となり、前連結会計年度末

比2,480百万円の増加（前年同期比3,913百万円の増加）となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は2,081百万円の増加（前年同期比987百万円の減少）

となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益4,208百万円等であり、主な減少要因

は法人税等の支払額1,774百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は4,133百万円の減少（前年同期比1,469百万円の増

加）となりました。主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出5,008百万円、定期預金の預

入による支出5,000百万円等であり、主な増加要因は定期預金の払戻による収入6,000百万円等で

あります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は4,539百万円の増加（前年同期比928百万円の増加）

となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入5,000百万円であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

東和薬品㈱ （4553）　平成23年３月期 第２四半期決算短信

2



  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期の業績は、薬局市場の拡大の影響もあり、売上、利益とも計画を上回って進捗し

ております。下期につきましても、同様の状況が続くと見込んでおり、平成22年５月14日に公表

しました平成23年３月期の連結業績予想（通期）を修正いたします。 

なお、平成22年5月14日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りで

す。 

 （通期）  

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 簡便な会計処理 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平

成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

21号 平成20年３月31日）を適用しております。 

 これによる営業利益、経常利益に対する影響額は軽微であり、税金等調整前四半期純利益は19

百万円減少しております。  

   

  

  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 

前回発表予想

（Ａ） 

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

 43,200  8,900  8,800  5,300 308.73

今回修正予想

（Ｂ） 
 45,300  9,100  8,800  5,500 320.38

増減額（Ｂ－Ａ）  2,100  200  －  200   －     

増減率（％）  4.9  2.2  －  3.8 －  

前期実績  39,043  7,744  7,430  4,601     268.07

２．その他の情報
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,348 10,941

受取手形及び売掛金 14,887 14,726

有価証券 73 －

商品及び製品 6,988 6,556

仕掛品 2,168 2,008

原材料及び貯蔵品 3,125 2,276

その他 1,637 1,518

貸倒引当金 △354 △343

流動資産合計 40,874 37,684

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,111 7,277

機械装置及び運搬具（純額） 1,923 2,039

土地 6,771 6,676

建設仮勘定 4,928 3,261

その他（純額） 595 447

有形固定資産合計 21,330 19,702

無形固定資産 437 369

投資その他の資産   

投資有価証券 1,859 2,014

その他 866 797

貸倒引当金 △51 △63

投資その他の資産合計 2,674 2,748

固定資産合計 24,442 22,820

資産合計 65,316 60,504
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,803 5,557

未払法人税等 1,646 1,887

引当金 36 71

その他 3,966 6,043

流動負債合計 11,452 13,560

固定負債   

長期借入金 9,000 4,000

引当金 212 236

その他 694 762

固定負債合計 9,906 4,998

負債合計 21,359 18,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,717 4,717

資本剰余金 7,870 7,870

利益剰余金 31,427 29,343

自己株式 △11 △10

株主資本合計 44,005 41,920

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47 24

評価・換算差額等合計 △47 24

純資産合計 43,957 41,945

負債純資産合計 65,316 60,504
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 19,068 21,868

売上原価 9,290 10,312

売上総利益 9,778 11,556

販売費及び一般管理費 6,030 7,110

営業利益 3,748 4,445

営業外収益   

受取利息 8 12

受取配当金 1 2

有価証券売却益 － 1

技術指導料 31 38

その他 62 47

営業外収益合計 104 101

営業外費用   

支払利息 9 28

有価証券償還損 1 －

有価証券評価損 197 5

スワップ評価損 445 279

その他 19 14

営業外費用合計 673 327

経常利益 3,180 4,219

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1 12

投資有価証券受贈益 － 14

特別利益合計 1 26

特別損失   

固定資産処分損 2 0

投資有価証券評価損 20 19

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

特別損失合計 23 37

税金等調整前四半期純利益 3,158 4,208

法人税等 1,247 1,566

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,642

四半期純利益 1,910 2,642
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 3,158 4,208

減価償却費 832 866

貸倒引当金の増減額（△は減少） 245 △1

その他の引当金の増減額（△は減少） 96 △60

固定資産処分損益（△は益） 2 0

受取利息及び受取配当金 △10 △14

支払利息 9 28

スワップ評価損益（△は益） 445 279

有価証券評価損益（△は益） 217 25

有価証券売却損益（△は益） － △1

有価証券償還損益（△は益） 1 －

売上債権の増減額（△は増加） △141 △147

たな卸資産の増減額（△は増加） △147 △1,441

仕入債務の増減額（△は減少） △180 245

その他 112 △118

小計 4,642 3,869

利息及び配当金の受取額 19 14

利息の支払額 △15 △28

法人税等の支払額 △1,577 △1,774

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,068 2,081

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △4,000 △5,000

定期預金の払戻による収入 － 6,000

有形固定資産の取得による支出 △1,655 △5,008

投資有価証券の売却による収入 97 16

貸付金の回収による収入 30 4

その他 △76 △145

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,603 △4,133

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 4,000 5,000

配当金の支払額 △388 △556

自己株式の取得による支出 △0 △0

その他 － 96

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,610 4,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,082 2,480

現金及び現金同等物の期首残高 3,425 5,941

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,508 8,422
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 該当事項はありません。  

  

  

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、医薬品事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３

月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３

月21日）を適用しております。 

  

  

 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）セグメント情報

（６）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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