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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

22年3月期 12,457 △13.4 1,386 7.6 1,906 33.9 920 104.9
21年3月期 14,389 △0.8 1,288 8.7 1,424 △5.8 449 △43.5

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 ％ ％ ％

22年3月期 41.10 ― 3.9 7.2 11.1
21年3月期 20.06 ― 1.9 5.4 9.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 27,177 23,779 87.5 1,061.64
21年3月期 26,013 22,840 87.8 1,019.70

（参考） 自己資本   22年3月期  23,779百万円 21年3月期  22,840百万円

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

22年3月期 2,160 △195 △453 3,656
21年3月期 1,044 △1,436 △430 2,145

2.  配当の状況 

（注）22年３月期期末配当金の内訳  普通配当10円00銭 
                        記念配当 ２円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 447 99.7 1.9
22年3月期 ― 10.00 ― 12.00 22.00 492 53.5 2.1
23年3月期 

（予想）
― 11.00 ― 11.00 22.00 36.0

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

6,680 5.2 870 22.4 1,050 7.9 600 37.9 26.79

通期 13,820 10.9 1,920 38.5 2,300 20.6 1,370 48.8 61.16
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4.  その他 
(1) 期中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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は17ページ「（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、25ページ（１株当たり情報）をご覧下さい。 

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） 22年3月期 22,547,140株 21年3月期 22,547,140株
② 期末自己株式数 22年3月期  148,605株 21年3月期  147,573株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 12,457 2.2 1,422 17.5 1,931 41.3 1,087 146.8
21年3月期 12,189 0.5 1,210 12.6 1,367 △3.1 440 △40.2

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

円 銭 円 銭

22年3月期 48.54 ―
21年3月期 19.67 ―

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

22年3月期 27,171 23,371 86.0 1,043.46
21年3月期 25,332 22,266 87.9 994.08

（参考） 自己資本 22年3月期  23,371百万円 21年3月期  22,266百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の予想は、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たものであり、実際の業績は経済情勢等様々な不安定要因により予想数
値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定およ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、３ページ「（１）経営成績に関する分
析」をご覧下さい。 

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 
累計期間

6,460 1.7 840 14.6 1,010 1.6 970 62.5 43.31

通期 12,960 4.0 1,780 25.2 2,140 10.8 1,670 53.6 74.56

2



日水製薬（株）（4550）平成 22 年３月期 決算短信 

 

                                                   

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気後退局面から一部持ち直しの兆しが見られるものの、国内の

企業業績は依然低水準で推移しており、雇用情勢や所得環境の一段の悪化やデフレの影響など景気は下振れ

リスクを抱えたまま、先行き不透明な状況で推移しました。 

当社グループが主に事業を展開する医薬品業界におきましても、長寿高齢化社会の進展、政権交代に伴う

医療政策の見直し、改正薬事法の施行、後発医薬品の使用促進策など、急激な変化が続いております。 

診断薬関連領域では、平成22年度診療報酬改定で10年ぶりに総額でプラス改定となったものの医療費抑

制策の基調は変わらず、後期高齢者医療制度、療養病床再編の見直しについて議論が進むなど、より一層市

場の厳しさが増しております。 

医薬関連領域では、個人消費の低迷が続く中、ＯＴＣ医薬品の販売制度の改正によりドラッグストアの再

編や異業種からの参入が相次ぎ、業種・業態を越えた競争が激化しております。 

このような状況のもと全力をあげて販売の拡充に努めましたが、当期の連結業績は、グループ内における

通信販売事業の構造改革に伴い販売業務を親会社へ統合したことや、全般的な消費不振を背景に、売上高は

124億 57百万円（前期比19億 31百万円、13.4％減）となりました。利益面におきましては引き続き事業構

造の変革ならびに収益構造の変革に取り組み、営業利益は13億 86百万円（前期比97百万円、7.6％増）、経

常利益は投資有価証券売却益の増加およびデリバティブ評価損益の黒字転換などにより19億６百万円（前期

比４億 82 百万円、33.9％増）、当期純利益は投資有価証券評価損の減少により９億 20 百万円（前期比４億

71百万円、104.9％増）となりました。 

 

事業部門別の状況         

売   上   高 営業利益 
事 業 部 門 

金    額 前期比増減率 （前期比増減率） 

15億 81百万円 
 診断薬事業部門 76億 73百万円 2.8％ 

（16.7％） 

 微生物学的診断用薬 36億 55百万円 1.1％    

 免疫血清学的診断用薬 32億 62 〃 4.9〃    

 精 度 管 理 用 血 清 他 ３億88 〃 3.6〃    

 検査用機器および器材他 ３億66 〃 0.7〃    

６億 26百万円 
 医薬事業部門 47億 84百万円 △30.9％ 

（△15.1％） 

 医    薬    品 28億 11百万円 △ 4.5％    

 健  康  食  品  他 19億 73 〃 △50.4〃    

（注）上記の部門の営業利益は、両事業部門に配賦できない支援部門に係る費用等８億21百万 

   円が控除されておりません。 

 

〔診断薬事業部門〕  

 微生物学的分野では、臨床検査における検便検査用培地の新発売や、自動細菌検査装置ライサス専用試薬、

細菌毒素簡易迅速検出キットＴＯＸ Ａ/Ｂ ＱＵＩＫ ＣＨＥＫの拡売、また食品・環境検査用簡易培地コン

パクトドライが順調に推移し、売上高は 36 億 55 百万円（前期比 1.1％増）となりました。免疫血清学的分

野では、輸出用免疫試薬、食物アレルギー物質検査試薬ＦＡＳＴＫＩＴシリーズ、ＦＡテストＥＩＡ甲殻類

が堅調に推移し、売上高は32億 62百万円（前期比4.9％増）となりました。 

 この部門では、当期中に検便用分画培地Ｓタイプ/ＸＭ‐ＥＨＥＣ、セレウス菌測定用簡易培地コンパクト

ドライＸ‐ＢＣ、ＮＨイムノクロマトシリーズのラインアップ拡充など８品目の新製品を発売いたしました。 
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〔医薬事業部門〕 

医薬事業では、直販組織「健康未来創造研究会」の支援体制の強化をはかりました。医薬品は、細胞賦活

用薬錠剤 ルミンＡが好調に推移しましたが、滋養強壮剤の主力製品であるコンクレバン、日水清心丸が前期

実績を下回ったことなどにより、売上高は 28 億 11 百万円（前期比 4.5％減）となりました。健康食品も通

信販売事業の販売業務を親会社へ統合したことや、主力製品である瑞芝が前年実績を下回ったことなどによ

り、売上高は19億 73百万円（前期比50.4％減）となりました。当社が製造する医薬品・食品原料である肝

臓加水分解物の販売は堅調に推移しております。 

 

当連結会計年度における研究開発につきましては、売上に連動して研究開発投資を行う体制を構築しまし

た。 

診断薬事業部門では、当社の得意分野である微生物学的診断用薬に研究開発資源を集中的に投入し、コア

技術である培地のラインアップ強化を図るとともに、自動細菌検査装置ライサスの改良を進めております。 

医薬事業部門では、わが国の長寿高齢化が進むなか、ＱＯＬ（クオリティ・オブ・ライフ）の向上に寄与

し、「健康で豊かな生活」に貢献できる製品コンセプトのもとに、ＯＴＣ医薬品および健康食品分野の製品開

発を行っております。当社グループの強みを活かした原料から一貫生産している肝臓加水分解物などの天然

素材を活用した直販向け製品の他にドラッグチャネル向け製品や輸出向け製品の開発に取り組んでおります。 

 

（次期の見通し） 

当社グループを取り巻く環境は、医療費抑制策の浸透に加え個人消費の低迷や販売競争の激化など、引き

続き厳しい状況が続くものと予想されます。このような事業環境下にあって、当社グループは、「私たちは人々

の健康と幸せを実現する企業を目指します」の経営理念にもとづき、企業価値の向上に向け、コア事業の強

化ならびに収益構造の確立に取り組むとともに、将来の柱となる事業の育成を目指してまいります。 
診断薬事業部門におきましては、主力製品の売上拡大に努めるとともに、顧客ニーズに対応できる体制作

りをより一層推し進め、販売の強化をはかってまいります。また、成長が期待される食品衛生関連市場への

きめ細やかな対応により潜在顧客の掘り起こしを進めるとともに、主力製品の製造原価低減に取り組み競争

力の強化をはかってまいります。 
長寿高齢化に伴い健康へのニーズも多様化しており、現代西洋医療に加え、伝統的な代替医療を合わせた

統合医療の必要性が注目されています。 
こうした状況のなか、医薬事業部門におきましては、天然素材を活かした製品開発に加え、代替医療に基

づく製品とサービスを提供し、健康のトータルサポートができる薬局・薬店の業態の変換を促進してまいり

ます。また、医薬事業における次の柱となる事業育成の一環として、自然派基礎化粧品の製造販売を行って

いる株式会社リスブランを買収し完全子会社化して、化粧品分野へ本格的に参入いたします。 
次期の見通しにつきましては、連結売上高138億 20百万円（前期比10.9％増）、営業利益19億 20百万円

（前期比38.5％増）、経常利益23億円（前期比20.6％増）、当期純利益13億 70百万円（前期比48.8％増）

と予想しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

ａ．資産 

   流動資産は前連結会計年度末に比べ４億40百万円減少し131億 56百万円となりました。主な内訳

は受取手形及び売掛金が３億72百万円減少したことなどによります。 

   固定資産は前連結会計年度末に比べ16億３百万円増加し140億 21百万円となりました。主な内訳

は投資有価証券が 25 億９百万円増加し、有形固定資産が５億 29 百万円、繰延税金資産が３億 18 百

万円減少したことなどによります。 

   この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ11億 63百万円増加し271億 77百万円となりました。 

ｂ．負債 

   流動負債は前連結会計年度末に比べ２億 23 百万円増加し 25 億 46 百万円となりました。主な内訳

は未払法人税等が５億37百万円増加し、支払手形及び買掛金が１億42百万円減少したことなどによ

ります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ１百万円増加し８億 51 百万円となり、大きな変動はありませ

んでした。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ２億25百万円増加し33億 98百万円となりました。 

ｃ．純資産 

   純資産合計は前連結会計年度末に比べ９億38百万円増加し237億 79百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は87.5%となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末に比べ15億 11百万円

増加し36億 56百万円となりました。 

当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

ａ．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21億 60百万円の収入となりました。主な内訳は税金等調整

前当期純利益16億 75百万円、減価償却費５億85百万円、売上債権の減少３億71百万円などにより

ます。 

ｂ．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１億 95 百万円の支出となりました。主な内訳は投資有価証

券の売却及び償還による収入が 11 億 24 百万円、関係会社預け金の減少による資金の増加が 15 億 50

百万円ありましたが、投資有価証券の取得による支出が35億 65百万円あったことなどによります。 

   ｃ．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・フローは配当金の支払４億47百万円などにより４億53百万円の支出

となりました。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 

自己資本比率 85.7％ 86.2％ 86.5％ 87.8％ 87.5％ 

時価ベースの自己資本比率 78.0％ 78.0％ 51.7％ 63.0％ 57.9％ 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率 26.8％ 57.3％ 32.6％ 35.7％ 17.3％ 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ― ― ― ― ― 

＊ 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：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／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数(自己株式控除後)により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。有利子負債は、連結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すべ

ての負債を対象としております。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の金額

を使用しております。 

４．インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが僅少のため記載しておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、安定配当を旨としながらも長期的視野に立って収益状況、将来の事業展開、株主への利益還元な

どを総合的に勘案して決定することといたしております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の

強化、研究開発、設備投資など将来の事業展開に活用し、業績の向上に努めてまいります。 

当期の期末配当につきましては、普通配当 10 円に創立 75 周年記念配当２円を加えて１株当たり 12 円を

予定しております。これにより年間配当は中間配当10 円とあわせて２円増配の１株当たり22円となります。 

次期の配当につきましては、中間配当 11 円、期末配当 11 円、これにより年間配当は１株当たり 22 円を

予定しております。 
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日水製薬（株）（4550）平成 22 年３月期 決算短信 

 

                                                   

（４）事業等のリスク 

① 法的規制等 

医薬品等は、患者の生命に直接影響を及ぼす可能性があるため、医薬品等の製造および販売段階

では、品質、有効性、安全性の確保が必要です。このような特性から医薬品等を製造、販売する企業

は薬事法等による規制を受けております。 

当社は、過去において事業の継続に支障をきたす要因は発生しておりませんが、今後何らかの要

因でこのような事実が生じた場合は、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 市場環境の変化 

医療制度改革が継続的に進む中、医療関連領域では、臨床検査における検査需要の減少、業界の

再編や販売価格面での競争の激化、また、ＯＴＣ医薬品では、薬局・薬店の経営形態の変化や異業種

からの参入など市場環境は目まぐるしく変化しており、その環境変化に対応できない場合には、業績

に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 新製品開発力 

新製品開発力が将来の成長性、収益性の向上に寄与するものと考えておりますが、業界と市場の

変化を充分に予測できず、魅力ある新製品を開発できない場合は、成長と収益性を低下させ、投下資

本の負担が業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

④ 災害等 

診断薬工場、医薬工場および物流センターの操業中断による影響を極小化するため、これらの設

備全てについて日常的、定期的に検査、整備を行っております。しかしながら、生産設備等で発生す

る災害による操業中断の影響を完全に防止することができない事態も想定されます。 

現在、当社では診断薬、医薬両事業における生産工場はそれぞれ１ヵ所のみであるため、これら

が操業中断に追い込まれるような事象が発生した場合は、製品の生産、供給能力が著しく低下する可

能性があります。 

 

⑤ 輸入原料、商品等の調達 

国際情勢の変化などにより、原料ならびに商品の供給停止がある場合は、業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

 

⑥ 品質問題 

薬事法関連法規およびＧＭＰ（医薬品の製造管理及び品質管理の基準）に基づいて、厳格な品質

管理のもと製品の製造を行っております。しかし、全ての製品に品質問題が発生しない保証はありま

せん。もし重大な品質問題が発生した場合は業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

  当社グループは当社、連結子会社１社および親会社で構成され、当社は診断用薬、検査用機器、ＯＴＣ

医薬品および健康食品などの製造、仕入、販売を主な内容として事業を営んでおります。 

  当社グループの事業に係る位置づけおよび事業の種類別セグメント情報との関連は次のとおりでありま

す。 

  診断薬事業 

  診断用薬･･････当社が製造、仕入、販売をしております。また、当社は親会社日本水産㈱へ製商品を販 

売しております。 

  検査用機器････当社が仕入、販売をしております。 

  医薬事業 

  ＯＴＣ医薬品･･当社が製造、仕入、販売をしております。  

   健康食品･･････当社が製造、仕入、販売のほか、子会社㈱ライフミンへ製品を販売しております。また、

親会社日本水産㈱は当社に原料を販売し、当社より製商品を仕入れております。 

  

     

製商品

原料 得
意
先

　　製
　　品

㈱ライフミン

診断薬事業

医薬事業

（親会社）
日本水産㈱

（連結子会社）

当　　　社

製商品

製商品

製品

 

 

（注）㈱ライフミンは、平成22年４月１日をもって当社を存続会社とする吸収合併により解散しております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社および当社グループは『人々の健康と幸せを実現する企業を目指す』ことを経営の基本姿勢としてお

り、診断薬、医薬両事業を通じて常に人々の健康と幸せに貢献することにより社会的に信頼され、かつ必要

とされる企業であり続けることが当社発展の条件であると考えております。当社は、得意とする事業分野に

経営資源を集中し、研究開発、生産、販売各部門の独自の先端技術力を極めた事業基盤のもとに、企業のブ

ランド力を高め、企業価値の 大化および活力ある企業風土を確立してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社および当社グループは、中期経営計画に基づきコア事業の強化や成長事業の育成をはかり、連結営業

利益率18.0％以上の確保を目標として経営してまいります。 

 

（３）中長期的な経営戦略および対処すべき課題 

事業環境の変化に対応し成長発展を遂げるために、次のような経営戦略および課題に取り組んでまいりた

いと考えております。 

・当社の持つ技術の強みを基盤としたコア事業の強化とコアコンピタンス製品の開発 

・事業強化・拡大を目的とした戦略的投資（Ｍ＆Ａ、事業提携、技術提携を含む） 

・コア事業を基盤とした次の柱となる事業の育成 

・産業検査分野における環境検査事業の強化 

・臨床検査分野におけるＯＴＣ検査薬やダイレクト検査薬分野への参入 

・代替医療につながる製品やサービスの拡充 

・化粧品販売やドラッグストアルートなどの販売チャネルの拡大 

・経営体制改革による内部統制システムの強化とコンプライアンスの徹底 

・グループ経営の効率化 
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,999 2,461

受取手形及び売掛金 3,482 3,109

有価証券 234 403

商品及び製品 1,590 1,489

仕掛品 346 410

原材料及び貯蔵品 721 629

繰延税金資産 176 174

関係会社預け金 4,845 4,345

その他 218 146

貸倒引当金 △18 △14

流動資産合計 13,596 13,156

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,202 2,045

機械装置及び運搬具（純額） 803 565

土地 2,006 2,006

建設仮勘定 60 1

その他（純額） 281 206

有形固定資産合計 5,354 4,824

無形固定資産   

ソフトウエア 107 89

その他 7 7

無形固定資産合計 114 96

投資その他の資産   

投資有価証券 6,062 8,572

繰延税金資産 637 318

その他 292 226

貸倒引当金 △44 △17

投資その他の資産合計 6,948 9,100

固定資産合計 12,417 14,021

資産合計 26,013 27,177
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 1,341 1,199

未払法人税等 102 639

賞与引当金 246 223

役員賞与引当金 15 14

返品調整引当金 12 2

歩戻引当金 18 15

その他 585 451

流動負債合計 2,322 2,546

固定負債   

長期未払金 111 75

退職給付引当金 363 394

その他 375 382

固定負債合計 850 851

負債合計 3,173 3,398

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,449 4,449

資本剰余金 5,378 5,378

利益剰余金 13,737 14,210

自己株式 △95 △96

株主資本合計 23,470 23,942

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △629 △163

評価・換算差額等合計 △629 △163

純資産合計 22,840 23,779

負債純資産合計 26,013 27,177
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 14,389 12,457

売上原価 7,394 6,356

売上総利益 6,994 6,101

返品調整引当金戻入額 24 12

返品調整引当金繰入額 12 2

販売費及び一般管理費 5,718 4,725

営業利益 1,288 1,386

営業外収益   

受取利息 115 122

受取配当金 154 139

投資有価証券売却益 － 170

デリバティブ評価益 － 21

投資事業組合運用益 49 14

その他 38 52

営業外収益合計 358 521

営業外費用   

支払利息 2 1

投資有価証券償還損 57 －

デリバティブ評価損 132 －

貸倒引当金繰入額 30 －

その他 0 0

営業外費用合計 222 1

経常利益 1,424 1,906

特別利益   

投資有価証券売却益 66 －

特別利益合計 66 －

特別損失   

固定資産処分損 27 11

たな卸資産評価損 17 －

投資有価証券評価損 607 219

特別損失合計 652 230

税金等調整前当期純利益 837 1,675

法人税、住民税及び事業税 321 755

法人税等調整額 67 △0

法人税等合計 388 755

当期純利益 449 920
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,449 4,449

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,449 4,449

資本剰余金   

前期末残高 5,378 5,378

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 5,378 5,378

利益剰余金   

前期末残高 13,714 13,737

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 449 920

当期変動額合計 23 472

当期末残高 13,737 14,210

自己株式   

前期末残高 △94 △95

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △95 △96

株主資本合計   

前期末残高 23,448 23,470

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 449 920

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 22 471

当期末残高 23,470 23,942
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △156 △629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △473 466

当期末残高 △629 △163

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △156 △629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △473 466

当期末残高 △629 △163

純資産合計   

前期末残高 23,291 22,840

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 449 920

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △450 938

当期末残高 22,840 23,779
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 837 1,675

減価償却費 572 585

引当金の増減額（△は減少） 3 △38

受取利息及び受取配当金 △269 △262

支払利息 2 1

売上債権の増減額（△は増加） △129 371

たな卸資産の増減額（△は増加） △60 128

仕入債務の増減額（△は減少） △96 △142

投資有価証券売却損益（△は益） △66 △170

デリバティブ評価損益（△は益） 132 △21

投資有価証券評価損益（△は益） 607 219

その他 △43 46

小計 1,490 2,392

法人税等の支払額 △446 △232

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,044 2,160

投資活動によるキャッシュ・フロー   

関係会社預け金の増減額（△は増加） △1,100 1,550

有価証券の売却及び償還による収入 1,379 546

有形固定資産の売却による収入 － 0

有形固定資産の取得による支出 △690 △118

無形固定資産の取得による支出 △33 △33

投資有価証券の売却及び償還による収入 551 1,124

投資有価証券の取得による支出 △1,842 △3,565

利息及び配当金の受取額 277 264

その他の資産の増減額（△は増加） 22 35

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,436 △195

財務活動によるキャッシュ・フロー   

利息の支払額 △0 △0

リース債務の返済による支出 △2 △4

配当金の支払額 △426 △447

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △430 △453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △822 1,511

現金及び現金同等物の期首残高 2,968 2,145

現金及び現金同等物の期末残高 2,145 3,656
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（５）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１. 連結の範囲に関する事項････････････････ 連結子会社数１社（㈱ライフミン） 
                      当社の連結子会社であった日本クリエート㈱は平成21年４ 

                          月１日付で当社を存続会社とする吸収合併により連結の範
囲から除外しております。 

 
２. 持分法の適用に関する事項･･････････････ 該当事項はありません。 
 
３. 連結子会社の事業年度等に関する事項････ 連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。 
 

４. 会計処理基準に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準および評価方法 
 ①有価証券 
   その他有価証券 
   ａ．時価のあるもの･････決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により 

処理し、売却原価は移動平均法により算定） 
   ｂ．時価のないもの･････移動平均法による原価法 
 
②デリバティブの評価基準および評価の方法····時価法 
 

 ③たな卸資産 
   ａ．商品及び製品・原材料・仕掛品··········総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下 
                       による簿価切下げの方法により算定） 

ｂ．貯蔵品································ 終仕入原価法 
 

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 ①有形固定資産·············· 定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降取得した建物（建 

物附属設備を除く）については、定額法によっております。 
 
 ②無形固定資産·············· 定額法によっております。 

ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５
年）に基づく定額法によっております。 
 

 ③リース資産················ 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産はリース期間を 
耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 
 

（３）重要な引当金の計上基準 
 ①貸倒引当金･･････････････a. 一般債権については貸倒実績率による計算額を計上しております。 
                           b. 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 
 
 ②賞与引当金·················従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 
 
 ③役員賞与引当金·············取締役に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 
 
 ④返品調整引当金·············販売した製商品の返品による損失に備えるため、過去の実績を基礎として

算出した売買利益相当額および破損製商品の原価相当額をあわせて計上
しております。 

 
 ⑤歩戻引当金·················将来の売上割戻の支払いに備えるため、当連結会計年度末において得意先

別に金額が未確定のものを過去の実績割戻率を勘案して見積計上してお
ります。 
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⑥退職給付引当金･････････････従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務 
および年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生してい
ると認められる額を計上しております。なお、数理計算上の差異について 
は、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）
による按分額を発生の翌連結会計年度より費用処理しております。 

  
（４）消費税等の会計処理方法 

税抜き方式を採用しております。 
 

５．連結子会社の資産および負債の評価に関する事項 
連結子会社の資産および負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、要求払預金および容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少のリスクしか負わ
ない取得日から３ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 
（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 
 

前連結会計年度 当連結会計年度 

            （自 平成20年４月 １日             （自 平成21年４月 １日 

          至 平成21年３月31日）            至 平成22年３月31日） 

１．たな卸資産の評価基準および評価方法       

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適

用しております。これにより、従来の方法によった場合

と比べ、営業利益および経常利益が26百万円、税金等調

整前当期純利益が43百万円、それぞれ減少しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。 

  

２．リース取引に関する会計基準の適用     

 当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

を適用しております。これによる損益およびセグメント

情報に与える影響は軽微であります。 

  

  「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」

の適用 

   当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」

の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成

20年７月31日）を適用しております。これによる損益

に与える影響はありません。 
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（表示方法の変更） 
   

前連結会計年度 当連結会計年度 

            （自 平成20年４月 １日             （自 平成21年４月 １日 

          至 平成21年３月31日）            至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表）                        

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」

「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,474百

万円、353百万円、769百万円であります。 

  

 
（８）連結財務諸表に関する注記事項 

 

（連結貸借対照表関係） 

  前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

有形固定資産の減価償却累計額 10,543 百万円 10,933 百万円   

     

（連結損益計算書関係） 

  販売費及び一般管理費のうち主要な項目および金額 

 前連結会計年度 

（自平成20年４月１日 

 至平成21年３月31日）

当連結会計年度 

（自平成21年４月１日 

  至平成22年３月31日） 

給料諸手当 1,270 百万円 1,123 百万円  

賞与引当金繰入額 167 〃 140 〃  

退職給付引当金繰入額 135 〃 133 〃  

荷造運送費 532 〃 339 〃  

広告宣伝費 89 〃 88 〃  

販売促進費 771 〃 536 〃  

研究開発費 749 〃 754 〃  
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

  前連結会計年度（自平成20年４月１日  至平成21年３月31日） 

①発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 22,547,140 － － 22,547,140

合計 22,547,140 － － 22,547,140

自己株式  

普通株式（注） 146,040 2,281 748 147,573

合計 146,040 2,281 748 147,573

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加2,281株は単元未満株の買取による増加であり、減少748株は

単元未満株の買増請求による売渡であります。 

 

②新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

     該当事項はありません。 

 

③配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成20年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 201,609 9 平成20年３月31日 平成20年６月26日

平成20年10月30日 

取締役会 
普通株式 223,999 10 平成20年９月30日 平成20年 12月４日

 

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(千円) 
配当の原資 

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 223,995 利益剰余金 10 平成21年３月31日 平成21年６月25日

 

   当連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３月31日） 

①発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度 

減少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式  

普通株式 22,547,140 － － 22,547,140

合計 22,547,140 － － 22,547,140

自己株式  

普通株式（注） 147,573 1,181 149 148,605

合計 147,573 1,181 149 148,605

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,181株は単元未満株の買取による増加であり、減少149株は

単元未満株の買増請求による売渡であります。 
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②新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

    該当事項はありません。 

 

③配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成21年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 223,995 10 平成21年３月31日 平成21年６月25日

平成21年10月29日 

取締役会 
普通株式 223,991 10 平成21年９月30日 平成21年 12月３日

 

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当連結会計年度末日後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の 

総額(千円) 
配当の原資 

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 268,782 利益剰余金 12 平成22年３月31日 平成22年６月25日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に記載されている科目の金額との関係 

   前連結会計年度 

（自平成20年４月１日

  至平成21年３月31日）

当連結会計年度 

（自平成21年４月１日 

  至平成22年３月31日） 

 

現金及び預金 1,999 百万円 2,461 百万円   

預入期間が３ヵ月以内の関係会社

預け金 
145 〃 1,195 〃   

合      計 2,145 百万円 3,656 百万円   

     

 

（有価証券関係） 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成 22年３月31日） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 
                                                                             （単位：百万円） 

区分 取得原価 
連結決算日における 

連結貸借対照表計上額 
差    額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  ①株式 719 925 206

  ②債券 2,667 2,770 103

  ③その他 303 380 77

小    計 3,690 4,077 386

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

  ①株式 345 312    △  32

  ②債券 913 892 △  21

  ③その他 4,157 3,547 △ 609

小    計 5,416 4,753  △ 663

合    計 9,106 8,830 △ 276
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(注)１.その他有価証券で時価のあるものについて219百万円減損処理を行っております。 
  ２.債券(公社債)には複合金融商品が含まれており、その組込デリバティブ評価益21百万円は損益計算

書の営業外収益に計上しております。 
 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 
                                                          （単位：百万円） 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

           512          170           0 

 
３．時価評価されていない有価証券 
 
    その他有価証券                                （単位：百万円） 

内    容 連結貸借対照表計上額 

①投資事業有限責任組合への出資 
②非上場株式 

  
144 
  － 

合    計  144
 
４．その他有価証券のうち満期があるものおよび満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 
 
                                                                               （単位：百万円） 

区  分 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

１  債券 
  ①社債 
  ②その他 
２  その他 

295
－
82

1,610
－
814

 
100 
200 

1,408 

－
797
48

合  計 377 2,425 1,708 845

 
(デリバティブ取引関係） 

１． 取引状況に関する事項 

当連結会計年度（自 平成21年４月１日  至 平成 22年３月31日） 

① 取引の内容および利用目的 

当社は余剰資金を運用する目的で、デリバティブを組み込んだ複合金融商品を利用しております。  

② 取引に対する取り組み方針 

当社が利用するデリバティブは、デリバティブを組み込んだ複合金融商品のみであり、リスクを十分検

討のうえ行うこととしております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

デリバティブを組み込んだ複合金融商品への投資は、債券市場価格および為替相場の変動によるリスク

を有しております。なお、当社では信用度の高い金融機関と取引を行っており、相手方の契約不履行によ

り生じる信用リスクは極めて少ないと認識しております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

デリバティブ取引のリスク管理は、財務担当者が資金運用個別伺書を起案し経理部長の承認、担当取締    

 役の決裁を得て、財務担当部署が運用枠の中で実行しております。また、毎月の運用状況を役員へ回覧・

報告する体制となっております。 

 

２． 取引の時価に関する事項 

当連結会計年度末（平成22年３月31日） 

   組込デリバティブを区分して測定できない複合金融商品は、複合金融商品全体を時価評価し、有価証券関

係に係る注記事項において開示しております。 
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（退職給付関係） 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

 当連結会計年度 
 自平成21年４月 １日

 至平成22年３月31日

 

①退職給付債務の額 2,258 百万円   

②年金資産の額 1,664 〃 

③未積立退職給付債務（①－②） 594 〃 

 

④未認識数理計算上の差異 △200 〃 

⑤退職給付引当金の額（③＋④） 394 百万円 

  

 

３．退職給付費用に関する事項 

 当連結会計年度 

 自平成21年４月 １日

 至平成22年３月31日

 

①勤務費用の額 129 百万円   

②利息費用の額 48 〃   

③期待運用収益の額 △39 〃   

④数理計算上の差異の費用処理額 61 〃 

⑤退職給付費用 199 百万円 

 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 当連結会計年度 

 自平成21年４月 １日

 至平成22年３月31日

 

①割引率 2.0 %  

②期待運用収益率 2.5 %  

③退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

④数理計算上の差異の処理年数 ６年  

  （発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（６年）による按分額を発生の翌連

結会計年度より費用処理しております。） 

  

22



日水製薬（株）（4550）平成 22 年３月期 決算短信 

 

                                                   

（税効果会計関係） 

 

１． 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

   当連結会計年度  

（１）流動の部 (平成 22年３月31日)  

繰延税金資産  

  賞与引当金 91 百万円  

未払事業税 52 〃 

  その他 54 〃 

   繰延税金資産小計 199 百万円  

  評価性引当額 △ 14  〃 

  繰延税金資産合計 184 百万円 

  

繰延税金負債  

10その他有価証券評価差額金 

  繰延税金負債合計 10

百万円 

百万円 

  繰延税金資産の純額 174 百万円 

  

  （２）固定の部 

繰延税金資産  

  退職給付引当金 160 百万円  

長期未払金 30 〃 

投資有価証券評価損 179 〃 

その他有価証券評価差額金 123 〃 

  その他 4 〃 

    繰延税金資産小計 498 百万円 

  評価性引当額 △179  〃 

繰延税金資産合計 318 百万円 

  

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 － 百万円 

      繰延税金資産の純額 318 百万円 

        

２． 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率との差異の原因となった主な項目の内訳 

 

 法定実効税率 40.8 ％ 

 （調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目        1.2 〃 

  受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.4 〃 

  住民税均等割等 1.3 〃 

 試験研究費の税額控除 △4.4 〃 

 評価性引当額増加額 4.8 〃 

  その他 1.7 〃 

  税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.0 ％ 
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（セグメント情報） 

 ［事業の種類別セグメント情報］ 

前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日）         （単位：百万円） 

  診断薬事業 医薬事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

 売上高           

外部顧客に対する売上高 7,464 6,924 14,389         － 14,389

 営 業 費 用 6,108 6,187 12,296        804  13,101

 営 業 利 益 1,355 737 2,093 (804) 1,288

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出           

 資     産 5,026 5,618 10,646 15,368 26,013

 減 価 償 却 費 246 262 509          63  572

 資 本 的 支 出 271 156 427 158 586

 

（注）１．事業区分は取扱い製商品の種類により決定しております。 
      ２．各事業区分の主要製商品 
         (１)診断薬事業部門·····微生物学的診断用薬・免疫血清学的診断用薬・精度管理用血清他・ 
                                検査用機器および器材他 
         (２)医薬事業部門·······医薬品・健康食品他 
      ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は804百万円で、そ

の主なものは提出会社の支援部門に係る費用等であります。 
      ４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は15,368 百万円であり、その主

なものは提出会社での現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに支援部門に係る資産等
であります。  

      ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
 
当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日）              （単位：百万円） 

  診断薬事業 医薬事業 計 消去又は全社 連  結 

Ⅰ売上高及び営業損益           

 売上高           

外部顧客に対する売上高 7,673 4,784 12,457         － 12,457

 営 業 費 用 6,091 4,158 10,249        821  11,071

 営 業 利 益 1,581 626 2,207 (821) 1,386

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出           

 資     産 4,766 4,692 9,459 17,718 27,177

 減 価 償 却 費 250 242 493          92 585

 資 本 的 支 出   39 30   70 21 91

 
（注）１．事業区分は取扱い製商品の種類により決定しております。 
      ２．各事業区分の主要製商品 
         (１)診断薬事業部門·····微生物学的診断用薬・免疫血清学的診断用薬・精度管理用血清他・ 
                                検査用機器および器材他 
         (２)医薬事業部門·······医薬品・健康食品他 
      ３．営業費用のうち「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は821百万円で、そ

の主なものは提出会社の支援部門に係る費用等であります。 
      ４．資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は17,718 百万円であり、その主

なものは提出会社での現金及び預金、有価証券、投資有価証券ならびに支援部門に係る資産等
であります。  

      ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却額が含まれております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 

自平成20年４月 １日 

至平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自平成21年４月 １日 

至平成22年３月31日 

１株当たり純資産額         1,019円 70銭 

１株当たり当期純利益          20円 06銭 

１株当たり純資産額         1,061円 64銭 

１株当たり当期純利益          41円 10銭 

    

（注）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。 

      前連結会計年度 

自平成20年４月 １日 

至平成21年３月31日 

当連結会計年度 

自平成21年４月 １日 

至平成22年３月31日 

当期純利益（百万円） 449 920 

  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） 449 920 

 期中平均株式数（千株）              22,400              22,399 

 

（開示の省略） 

  リース取引、金融商品、関連当事者との取引に関する注記事項について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ます。 
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（重要な後発事象） 

Ⅰ．連結子会社の吸収合併 

当社は、平成22年２月25日開催の取締役会において、平成22年４月1日をもって、当社の連結子

会社である株式会社ライフミンを吸収合併することを決議し、実施いたしました。 

合併の概要は次のとおりであります。 

１．結合当事企業の名称およびその事業の内容、企業結合の法的方式、結合後企業の名称、取引の目的

を含む取引の概要 

(１) 結合当事企業の名称およびその事業の内容 

株式会社ライフミン (健康食品の販売事業) 

(２) 企業結合の法的方式 

当社を存続会社とする吸収合併方式で、株式会社ライフミンは解散いたします。 

（３）結合後企業の名称 

日水製薬株式会社 

(４) 取引の目的を含む取引の概要 

株式会社ライフミンは、当社の連結子会社であり、健康食品の販売を主な事業としております。

本合併により、経営資源の集中による経営の効率化を図り、当社グループの継続的な安定成長お

よび収益力の更なる向上を目指してまいります。 

２．実施した会計処理の概要 

     本合併は、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年 10月 31日)及び｢企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣（企業会計基準適用指針第10号 平成19年

11月 15日）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

 

Ⅱ．株式会社リスブランの株式の取得 

 当社は、平成22年４月８日開催の取締役会において、平成22年４月８日をもって、株式会社リスブ

ランの全株式を取得し、完全子会社化(100%子会社)することを決議し、実施いたしました。 

概要は次のとおりであります。 

(１)取引の目的を含む取引の概要 

当社の強みである健康な体づくりを内側からサポートする天然にこだわった医薬品・健康食品に、

健康と美しさをサポートする自然基礎化粧品等が加わります。これらの商品を両者の販売ルートを

通じて、より多くのお客様に提供することで、当社の存在価値を高め、医薬品事業の更なる発展を

進めてまいります。 

(２) 買収した会社の名称等 

①名称 

株式会社リスブラン  

    ②代表者 

      代表取締役社長 山本 寛 

    ③所在地 

      東京都港区高輪四丁目21番６号 

    ④設立年月日  

      昭和 53年８月18日 

     ⑤事業の内容 

基礎化粧品、医薬部外品、石鹸類等の製造販売 

    ⑥決算期   

６月末日 

    ⑦従業員数  

72名（平成22年４月８日現在）
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    ⑧資本金   

100百万円 

    ⑨発行済株式数   

243,110株 

    ⑩直近の業績等（平成21年６月期） 

      連結売上高   1,074 百万円  連結営業利益  176百万円 

      連結経常利益   199 百万円  連結当期純利益 125百万円 

     （注）当該会社は連結決算を行っておりません。平成21年６月期の連結業績は当社の財務調査に

もとづくものです。 

(３) 株式取得日 

平成22年４月８日  

(４) 取得株式数 

243,110株（所有割合100％） 
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連 結 売 上 高 内 訳 

                                                                     （単位：百万円）    

前連結会計年度 当連結会計年度   

（自 平成20年４月１日 （自 平成21年４月１日 増減額 

  至 平成21年３月31日）     至 平成22年３月31日） （△印減）

期     別   

   

 

品     目 金  額 構成比 金  額 構成比   

  %  %  

微生物学的診断用薬 3,615 25.1 3,655 29.4  40

免疫血清学的診断用薬 3,110 21.6 3,262 26.2  152

精 度 管 理 用 血 清 他 374 2.6 388 3.1  13

検査用機器および器材他 363 2.6 366 2.9  2

診

断

用

薬

等 小       計 7,464 51.9 7,673 61.6  208

医 薬 品 2,944 20.4 2,811 22.6 △ 132

健 康 食 品 他 3,980 27.7 1,973 15.8 △ 2,007
医
薬
品
等 小       計 6,924 48.1 4,784 38.4 △ 2,140

合        計 14,389 100.0 12,457 100.0 △ 1,931

   うち輸出高 634 4.4 720 5.8  86
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,742 2,432

受取手形 101 58

売掛金 3,028 3,051

有価証券 234 403

商品及び製品 1,528 1,489

仕掛品 346 410

原材料及び貯蔵品 721 629

前払費用 39 36

繰延税金資産 157 174

関係会社預け金 4,845 4,345

リース投資資産 26 28

その他 60 76

貸倒引当金 △13 △14

流動資産合計 12,818 13,121

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,146 1,997

構築物（純額） 55 48

機械及び装置（純額） 802 564

車両運搬具（純額） 1 1

工具、器具及び備品（純額） 272 191

土地 2,006 2,006

リース資産（純額） 5 13

建設仮勘定 60 1

有形固定資産合計 5,350 4,824

無形固定資産   

ソフトウエア 105 89

その他 6 6

無形固定資産合計 112 96

投資その他の資産   

投資有価証券 6,062 8,572

関係会社株式 131 29

従業員に対する長期貸付金 11 8

長期前払費用 15 11

繰延税金資産 634 319

敷金及び保証金 134 125

リース投資資産 55 57

破産更生債権等 30 3

その他 19 21

貸倒引当金 △43 △17

投資その他の資産合計 7,050 9,129

固定資産合計 12,513 14,049

資産合計 25,332 27,171
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,079 1,199

リース債務 2 4

未払金 122 44

未払費用 259 300

未払法人税等 69 639

未払消費税等 28 69

預り金 36 32

関係会社預り金 350 400

賞与引当金 231 223

役員賞与引当金 12 14

返品調整引当金 12 2

歩戻引当金 18 15

流動負債合計 2,223 2,947

固定負債   

長期未払金 106 75

リース債務 2 9

退職給付引当金 360 394

長期預り保証金 372 373

固定負債合計 842 851

負債合計 3,065 3,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,449 4,449

資本剰余金   

資本準備金 5,376 5,376

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 5,378 5,378

利益剰余金   

利益準備金 304 304

その他利益剰余金   

別途積立金 11,830 11,830

繰越利益剰余金 1,029 1,669

利益剰余金合計 13,163 13,803

自己株式 △95 △96

株主資本合計 22,896 23,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △629 △163

評価・換算差額等合計 △629 △163

純資産合計 22,266 23,371

負債純資産合計 25,332 27,171
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 12,189 12,457

売上原価 6,118 6,356

売上総利益 6,070 6,100

返品調整引当金戻入額 24 12

返品調整引当金繰入額 12 2

販売費及び一般管理費 4,872 4,689

営業利益 1,210 1,422

営業外収益   

受取利息 52 36

有価証券利息 62 86

受取配当金 192 148

投資有価証券売却益 － 170

デリバティブ評価益 － 21

投資事業組合運用益 49 14

その他 26 36

営業外収益合計 382 514

営業外費用   

支払利息 5 4

投資有価証券償還損 57 －

デリバティブ評価損 132 －

貸倒引当金繰入額 30 －

その他 0 0

営業外費用合計 225 4

経常利益 1,367 1,931

特別利益   

投資有価証券売却益 66 －

抱合せ株式消滅差益 － 130

特別利益合計 66 130

特別損失   

固定資産処分損 17 8

たな卸資産評価損 17 －

投資有価証券評価損 607 219

特別損失合計 642 227

税引前当期純利益 791 1,835

法人税、住民税及び事業税 282 755

法人税等調整額 68 △7

法人税等合計 350 748

当期純利益 440 1,087
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,449 4,449

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,449 4,449

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,376 5,376

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,376 5,376

その他資本剰余金   

前期末残高 2 2

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 2 2

資本剰余金合計   

前期末残高 5,378 5,378

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 0 0

当期末残高 5,378 5,378

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 304 304

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 304 304

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 11,430 11,830

当期変動額   

別途積立金の積立 400 －

当期変動額合計 400 －

当期末残高 11,830 11,830

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,414 1,029

当期変動額   

別途積立金の積立 △400 －

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 440 1,087

当期変動額合計 △385 639

当期末残高 1,029 1,669
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 13,148 13,163

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 440 1,087

当期変動額合計 14 639

当期末残高 13,163 13,803

自己株式   

前期末残高 △94 △95

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △95 △96

株主資本合計   

前期末残高 22,882 22,896

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 440 1,087

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 13 638

当期末残高 22,896 23,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △156 △629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △473 466

当期末残高 △629 △163

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △156 △629

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △473 466

当期末残高 △629 △163
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 22,726 22,266

当期変動額   

剰余金の配当 △425 △447

当期純利益 440 1,087

自己株式の取得 △1 △0

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △473 466

当期変動額合計 △459 1,104

当期末残高 22,266 23,371
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日水製薬（株）（4550）平成 22 年３月期 決算短信 
（４）継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

35



日水製薬（株）（4550）平成 22 年３月期 決算短信 
 ６.そ の 他 

（役員の異動） 

  本日別途開示いたします。 
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