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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 9,985 7.2 1,468 42.5 1,742 23.9 1,013 56.6
22年3月期第3四半期 9,312 △12.5 1,030 13.5 1,406 30.2 647 164.8

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3四半期 45.25 ―
22年3月期第3四半期 28.89 ―

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3四半期 27,207 24,249 89.1 1,082.67
22年3月期 27,177 23,779 87.5 1,061.64

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  24,249百万円 22年3月期  23,779百万円

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 ― 10.00 ― 12.00 22.00
23年3月期 ― 11.00 ―
23年3月期 

（予想）
11.00 22.00

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  無   

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 13,820 10.9 1,920 38.5 2,300 20.6 1,370 48.8 61.16



(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、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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。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、四半期決算短信添付資料２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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

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） 23年3月期3Q 22,547,140株 22年3月期  22,547,140株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  149,216株 22年3月期  148,605株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 22,398,237株 22年3月期3Q 22,399,264株
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（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医薬品業界は、昨年４月の診療報酬の改定やジェネリック医薬品（後

発医薬品）の使用促進などの医療費抑制策の基調は変わらず、また改正薬事法の施行によるＯＴＣ医薬品

市場への他業種の参入などの影響を受け、今後とも企業間の競争が激化するものとみられます。 

このような状況のもとで当社グループは販売の拡充に努めた結果、売上高は 99 億 85 百万円(前年同期比

６億 72 百万円、7.2%増)となりました。利益面におきましては営業利益は 14 億 68 百万円(前年同期比４億 37

百万円、42.5%増)、経常利益は 17 億42 百万円(前年同期比３億36 百万円、23.9%増)となり、四半期純利益は

投資有価証券評価損の減少もあり 10 億 13 百万円(前年同期比３億 66 百万円、56.6%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３四半期連結会計期間末の資産合計は前連結会計年度末に比べ 29 百万円増加し 272 億７百万円と

なりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ３億 55 百万円増加し 135 億 12 百万円となりました。これは主に１

年内償還予定債券を投資有価証券から振替えたことなどにより有価証券が 10 億95 百万円増加した一方で、

関係会社預け金が８億 70 百万円減少したことによります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ３億 26 百万円減少し 136 億 95 百万円となりました。これは主に有

形固定資産が４億 41 百万円増加した一方で、投資有価証券が有価証券への振替などにより８億 42 百万円

減少したことによります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ４億 40 百万円減少し 29 億57 百万

円となりました。これは主に未払法人税等が４億 12 百万円減少したことによります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ４億 70 百万円増加し 242 億 49

百万円となりました。 

この結果、自己資本比率は 89.1％となりました。 

 
     ②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は前連結会計年度末に比べ８

億 62 百万円減少し、27 億 94 百万円となりました。 

当第３四半期連結累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。 

（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・フローは税金等調整前四半期純利益 17 億８百万円、減価償却費３億 84 百万

円、仕入債務の減少１億３百万円、法人税等の支払９億 88 百万円などにより７億 57 百万円の収入となりまし

た。 

 （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・フローは投資有価証券の取得による支出６億 57 百万円、連結の範囲の変更を

伴う子会社株式の取得による支出７億 42 百万円などにより８億 60 百万円の支出となりました。 

   （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返済による支出２億 12 百万円、配当金の支払４億 61

百万円などにより７億 59 百万円の支出となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

        業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因により予想数

値と異なる可能性があります。なお、現時点では平成 22 年５月７日に公表した業績予想から変更はありませ

ん。 
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２． その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

      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 

  ①簡便な会計処理 

     （一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

       当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

 

  ②特有の会計処理 

      該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ①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）および「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、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

 

   ②表示方法の変更（四半期連結損益計算書関係） 

    「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に基づき財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第３四半期連

結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

    該当事項はありません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 2,468 2,461 

受取手形及び売掛金 3,236 3,109 

有価証券 1,499 403 

商品及び製品 1,573 1,489 

仕掛品 370 410 

原材料及び貯蔵品 628 629 

繰延税金資産 69 174 

関係会社預け金 3,475 4,345 

その他 204 146 

貸倒引当金 △13 △14 

流動資産合計 13,512 13,156 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,297 2,045 

機械装置及び運搬具（純額） 468 565 

土地 2,281 2,006 

建設仮勘定 1 1 

その他（純額） 216 206 

有形固定資産合計 5,266 4,824 

無形固定資産   

ソフトウエア 94 89 

のれん 15 － 

その他 13 7 

無形固定資産合計 122 96 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,729 8,572 

繰延税金資産 364 318 

その他 227 226 

貸倒引当金 △17 △17 

投資その他の資産合計 8,305 9,100 

固定資産合計 13,695 14,021 

資産合計 27,207 27,177 

日水製薬㈱ (4550) 平成23年３月期　第３四半期決算短信

4



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,178 1,199 

未払法人税等 227 639 

賞与引当金 52 223 

役員賞与引当金 12 14 

返品調整引当金 － 2 

歩戻引当金 25 15 

その他 592 451 

流動負債合計 2,090 2,546 

固定負債   

長期未払金 66 75 

退職給付引当金 414 394 

その他 386 382 

固定負債合計 867 851 

負債合計 2,957 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 14,708 14,210 

自己株式 △96 △96 

株主資本合計 24,440 23,942 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △190 △163 

評価・換算差額等合計 △190 △163 

純資産合計 24,249 23,779 

負債純資産合計 27,207 27,177 
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,312 9,985 

売上原価 4,706 4,786 

売上総利益 4,606 5,199 

販売費及び一般管理費 3,576 3,731 

営業利益 1,030 1,468 

営業外収益   

受取利息 91 92 

受取配当金 109 128 

デリバティブ評価益 4 11 

投資有価証券売却益 115 0 

投資事業組合運用益 10 － 

その他 44 44 

営業外収益合計 376 278 

営業外費用   

支払利息 0 1 

投資事業組合運用損 － 2 

その他 0 0 

営業外費用合計 0 3 

経常利益 1,406 1,742 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 0 

その他 － 0 

特別利益合計 － 1 

特別損失   

投資有価証券評価損 202 32 

その他 10 3 

特別損失合計 212 35 

税金等調整前四半期純利益 1,193 1,708 

法人税、住民税及び事業税 446 578 

法人税等調整額 100 116 

法人税等合計 546 695 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,013 

四半期純利益 647 1,013 
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 1,193 1,708 

減価償却費 436 384 

その他の引当金の増減額（△は減少） △197 △158 

受取利息及び受取配当金 △201 △221 

支払利息 0 1 

売上債権の増減額（△は増加） 393 △60 

たな卸資産の増減額（△は増加） 15 129 

仕入債務の増減額（△は減少） △159 △103 

投資有価証券売却損益（△は益） △115 △0 

デリバティブ評価損益（△は益） △4 △11 

投資有価証券評価損益（△は益） 202 32 

その他 70 46 

小計 1,635 1,746 

法人税等の支払額 △230 △988 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,404 757 

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） 1,550 － 

有価証券の売却及び償還による収入 546 389 

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 △113 △98 

無形固定資産の取得による支出 △34 △25 

投資有価証券の売却及び償還による収入 831 36 

投資有価証券の取得による支出 △3,254 △657 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △742 

利息及び配当金の受取額 204 226 

その他の資産の増減額（△は増加） 37 9 

投資活動によるキャッシュ・フロー △232 △860 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △79 

長期借入金の返済による支出 － △212 

リース債務の返済による支出 △3 △4 

利息の支払額 △0 △0 

配当金の支払額 △399 △461 

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 △403 △759 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 768 △862 

現金及び現金同等物の期首残高 2,145 3,656 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,914 2,794 
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（４） 継続企業の前提に関する注記 

      該当事項はありません。 

 

（５） セグメント情報等 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年 12 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 

 売   上   高   

  外部顧客に対する売上高 5,777 3,535 9,312         － 9,312 

 営 業 利 益 1,225 423 1,648 (618) 1,030 

 

〔セグメント情報〕 

（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）および「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。 

 

１． 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、製商品の区分別のセグメントから構成されており、「診断薬事業」および「医薬事業」の２つを報告

セグメントとしております。 

「診断薬事業」は診断用薬の製造、仕入、販売と検査用機器および器材他の仕入、販売をしております。

「医薬事業」は医薬品・健康食品他および化粧品他の製造、仕入、販売をしております。 

 

２． 報告セグメントごとの売上高および利益または損失の金額に関する情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 

報告セグメント  

診断薬事業 医薬事業 合計 

 売   上   高  

外部顧客への売上高 5,890 4,095 9,985 

 セグメント利益（営業利益） 1,297 798 2,095 

 

３． 報告セグメントの利益または損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額および当該差額 

の主な内容（差異調整に関する事項） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年 12 月 31 日） 

                                        （単位：百万円） 

利     益 金     額 

 報告セグメント計 2,095 

 全社費用（注） △627 

 四半期連結損益計算書の営業利益 1,468 

    （注）全社費用は主に支援部門に係る費用等であります。 

 

（６） 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     該当事項はありません。 
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４．補足情報 

   販売の状況   

                                                        （単位：百万円） 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

（自 平成21年４月１日 （自 平成22年４月１日 

    至 平成21年12月31日）   至 平成22年12月31日） 

                    期     別 

   

 

品     目 金    額 構成比(％) 金    額 構成比(％) 

微 生 物 学 的 診 断 用 薬 2,756 29.6 3,056 30.6 

免 疫 血 清 学 的 診 断 用 薬 2,444 26.2 2,279 22.9 

精 度 管 理 用 血 清 他 307 3.3 272 2.7 

検 査 用 機 器 および器 材 他 269 2.9 281 2.8 

診

断

用

薬

等 小         計 5,777 62.0 5,890 59.0 

医 薬 品 2,066 22.2 1,966 19.7 

健 康 食 品 他 1,469 15.8 1,289 12.9 

化 粧 品 他             -        - 839 8.4 

医 

薬 

品 

等 小         計 3,535 38.0 4,095 41.0 

 合         計 9,312 100.0 9,985 100.0 

 う ち 輸 出 高 548 5.9 544 5.4 
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