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第一部【企業情報】 
 

第１【企業の概況】 
 

１【主要な経営指標等の推移】 

提出会社の経営指標等 

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 

決算年月 平成９年９月 平成10年９月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月

売上高（千円） 5,472,890 5,085,416 5,578,502 5,855,079 6,152,817

経常利益（千円） 963,533 759,830 1,610,725 852,137 1,022,661

当期純利益（千円） 505,484 338,877 651,524 432,520 517,549

持分法を適用した場合の投資
利益（千円） 

－ － － － －

資本金（千円） 1,616,950 1,616,950 1,616,950 1,616,950 1,616,950

発行済株式総数（株） 14,650,000 14,350,000 14,350,000 13,932,000 13,432,000

純資産額（千円） 8,429,932 8,554,170 9,094,488 9,476,894 9,654,726

総資産額（千円） 10,920,767 10,891,365 11,999,366 11,938,955 12,364,938

１株当たり純資産額（円） 575.42 596.11 633.76 680.22 718.79

１株当たり配当額（円） 
(内１株当たり中間配当額)(円) 

7.50
(3.75)

7.75
(3.75)

7.50
(3.75)

7.50 
(3.75)

7.75
(3.75)

１株当たり当期純利益（円） 34.50 23.37 45.40 30.54 37.70

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 77.2 78.5 75.8 79.4 78.1

自己資本利益率（％） － － － 4.7 5.4

株価収益率（倍） － － － 12.11 10.48

配当性向（％） 21.73 32.96 16.52 24.40 20.40

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － 483,503 474,950

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － 3,865,481 85,900

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － － －325,677 －352,005

現金及び現金同等物の期末残
高（千円） 

－ － － 6,057,921 6,265,967

従業員数（人） 250 240 245 242 259

 （注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。 

２．売上高には消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、新株引受権付社債及び転換社債を発行していないため記載し

ておりません。 
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２【沿革】 

 当社は昭和29年４月に、故今井精一が東京都豊島区において個人商店「富士薬品商会」を創業、医薬品の販売

を開始いたしました。その後業容の拡大に伴い昭和34年４月に法人組織「有限会社富士製薬工業」を設立、これ

に併せて富山県中新川郡水橋町に注射薬工場を新設し、医療用医薬品の製造を開始いたしました。 

 なお、事業拡大を目的とした株式会社への組織変更以降の主な沿革は次のとおりであります。 

年月 事項 

昭和40年４月 医療用医薬品の製造及び販売を目的として資本金250万円で東京都足立区北鹿浜町2083番地に

富士製薬工業株式会社を設立 

昭和47年２月 整形外科向けに副腎皮質ホルモン剤「デキサン」を発売 

昭和48年７月 名古屋市千種区に名古屋支店を開設 

東京支店を設置 

昭和48年10月 富山県富山市に新工場が完成し旧工場から移転 

昭和48年11月 富山工場敷地内に研究棟及び配送センター完成 

昭和49年４月 大阪市南区に大阪支店、福岡市西区に九州支店（現福岡支店）を開設 

群馬県前橋市に前橋支店を開設（前橋支店は、昭和61年９月に東京支店に統合） 

昭和50年４月 富山工場敷地内に新錠剤棟完成 

昭和50年10月 富山県富山市に富山支店を開設 

昭和51年11月 富山工場敷地内にＧＭＰ適合抗生剤注射薬棟完成 

昭和53年４月 新たに抗生物質製剤を薬価基準に収載し発売 

昭和54年３月 札幌市白石区に札幌支店を開設 

昭和54年４月 本社を現在の東京都足立区鹿浜一丁目９番11号に移転 

昭和55年10月 徳島県徳島市に四国出張所を開設（昭和62年９月に大阪支店に統合） 

昭和57年８月 産婦人科向けに体外診断薬を発売 

昭和58年９月 宮城県仙台市に仙台支店を開設 

昭和59年６月 外皮用薬（軟膏・クリーム）を発売 

昭和62年７月 富山工場敷地内に新注射薬棟完成 

平成２年７月 「注射用アピスタンディン」を発売 

平成４年５月 富山工場敷地内に新錠剤棟完成 

パソコン通信による全社ネットワーク「富士製薬ネット」をスタート 

平成６年７月 富山工場敷地内に注射薬（バイアル専用）棟を新築 

平成７年６月 日本証券業協会に株式を店頭登録 

平成８年７月 非イオン性尿路・血管造影剤「オイパロミン」を発売 

平成12年４月 外皮用薬「エルタシン軟膏」の輸入販売を開始 
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３【事業の内容】 

 当社は医療用医薬品の製造、販売を行っております。産婦人科領域のホルモン剤や放射線科領域の尿路・血管

造影剤を主としたユニークな商品構成を持ち、全国７ヶ所の支店を拠点として活動しております。販売方法は主

として医薬品卸業者の販売網を通じて、一部については他の医薬品メーカーを通じてユーザーである全国の医療

機関に販売を行っております。 

 なお、当社は親会社、子会社及び関連会社はありません。当社の事業系統図として販売経路ならびに販売高比

率を示すと下記の通りであります。 

第37期 
区分 販売経路 

販売高比率（％） 

1.0 

82.2 

 ユーザー

当 社

ユーザー

ユーザー

同業者(メーカー)

医薬品卸売業者  

16.5 

国内 

小計 99.7 

輸出  ユーザー当 社 商 社  0.3 

合計 100.0 

 

４【関係会社の状況】 

 当社の企業集団を構成する関係会社はありませんので、当該事項はありません。 

 

５【従業員の状況】 

(1）提出会社の状況 

   平成13年９月30日現在

従業員数 平均年齢 平均勤続年数 平均年間給与 

  259人 33才３ヶ月 ９年３ヶ月 5,062,446円 

 （注）平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

 

(2）労働組合の状況 

 労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。 

 



－  － 

 

(4) ／ 2005/03/03 9:54 (2005/03/03 9:54) ／ 266064_01_030_2k_01030614／第２事業／富士製薬工業／有報 

4

第２【事業の状況】 
 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

 当期におけるわが国経済は、情報技術関連分野の急速な需給悪化を背景に景気後退感が強まり、さらに日本

経済に大きな影響を及ぼす米国経済が調整局面に入ったことで将来に対する不安材料が増幅されるなど、個人

消費に回復の兆しが見えないまま、状況は一層混迷の度を深めております。 

 医薬品業界におきましては、医療保険財政の逼迫を背景に医療費抑制策が継続実施されており、企業再編成

がさらに進行し企業間競争が激化するなど、一段と厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもとで、当社は主力となる不妊治療剤ならびに尿路・血管造影剤を前面に立てて重点領域

におけるシェアの拡大と確保を目標に営業活動を展開し、その一方で新注射剤工場の建設に着手し品質の一層

の向上と将来を見越した生産能力の拡大を図るなど、積極的な経営を進めてまいりました。 

 その結果、当期の業績は売上高61億５千２百万円（前期比5.1％増）、経常利益10億２千２百万円（前期比

20.0％増）、当期純利益５億１千７百万円（前期比19.7％増）と増収増益になりました。 

 売上高の内容といたしましては、主力のホルモン剤が22億６千５百万円（前期比4.5％増）、診断用薬が15

億４千５百万円（前期比13.6％増）となったほか、後記の販売実績のとおりであります。 

 また、個別製品では、尿路・血管造影剤「オイパロミン」が当期も順調に売上を伸ばし、12億５千２百万円

（前期比15.0％増）となりました。 

 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、売上債権の増加と有形固定資産の

取得による支出等の要因により一部相殺されたものの、税引前当期純利益額８億９千４百万円（前期比14.8％

増）や有価証券の売却による収入等により前事業年度末に比べ２億８百万円の増加となりました。 

 また、当期中における各キャッシュ・フロー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） 

 当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、税引前当期純利益８億９千４百万円に減価償却費２億

６千６百万円、仕入債務の増加額１億５千８百万円を加える一方で、売上債権の増加額２億７千万円、たな卸

資産の増加額１億８千８百万円、法人税等の支払額が３億６千６百万円ありましたので４億７千４百万円とな

りました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において投資活動の結果得られた資金は、有価証券の売却３億９百万円、保険積立金の返戻によ

る収入１億３千５百万円がありましたが、有形固定資産の取得による支出４億３千３百万円がありましたので

８千５百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、自己株式の取得２億３千４百万円、配当金の支払１億

４百万円などで３億５千２百万円となりました。 

 



－  － 

 

(5) ／ 2005/03/03 9:54 (2005/03/03 9:54) ／ 266064_01_030_2k_01030614／第２事業／富士製薬工業／有報 

5

２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当事業年度の区分別内訳を示すと、次のとおりであります。 

区分 
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

前年同期比（％） 

ホルモン剤（千円） 2,341,660 103.3 

診断用薬（千円） 1,702,683 118.5 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 440,900 91.4 

泌尿・生殖器官系用薬（千円） 273,845 70.2 

循環器官用薬（千円） 264,727 96.7 

外皮用薬（千円） 215,560 66.3 

その他（千円） 495,248 96.4 

合計（千円） 5,734,625 100.8 

 （注）金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）当事業年度の商品仕入実績 

区分 
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

前年同期比（％） 

体外診断用医薬品（千円） 299,136 119.4 

外皮用薬（千円） 47,022 437.0 

ホルモン剤（千円） 11,035 99.3 

合計（千円） 357,194 131.1 

 （注）金額は仕入価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）受注状況 

 当社は、見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 
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(4）販売実績 

 当事業年度の区分別売上高は次のとおりであります。 

区分 
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

前年同期比（％） 

製品   

ホルモン剤（千円） 2,249,195 104.5 

診断用薬（千円） 1,545,701 113.6 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 456,409 107.4 

泌尿・生殖器官系用薬（千円） 327,325 94.2 

外皮用薬（千円） 250,665 73.7 

循環器官用薬（千円） 241,332 90.2 

その他（千円） 436,184 96.0 

小計（千円） 5,506,815 103.0 

商品   

体外診断用医薬品（千円） 523,581 110.1 

外皮用薬（千円） 92,999 769.7 

ホルモン剤（千円） 16,301 100.3 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 13,119 319.7 

小計（千円） 646,002 127.2 

合計（千円） 6,152,817 105.1 

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(5）主要顧客別売上状況 

 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであり

ます。 

第36期 第37期 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

コニカ株式会社 617,518 10.5 775,898 12.6 

 （注）本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 



－  － 

 

(7) ／ 2005/03/03 9:54 (2005/03/03 9:54) ／ 266064_01_030_2k_01030614／第２事業／富士製薬工業／有報 

7

３【対処すべき課題】 

 当社は、「医薬品を通じて社会に貢献する」を経営の基本としております。この基本理念に基づき、特定疾患

領域（ホルモン剤、造影剤ＧＥ等）における貢献を通して企業価値を実現し、また当社にとって重要なステーク

ホルダーとの良好な相互関係を構築しながら、高い成果を創出する「ニッチのメジャー」企業になることを目指

して参ります。 

 厳しい事業環境のもと、当社は上記の基本方針を継続して具現化するため、平成10年10月よりスタートした

「中期経営計画」（平成10年10月～平成15年９月）を毎年見直し、以下の経営上の課題について具体的な取り組

みを明示し、その実現に向け、全力で取り組んで参ります。 

①フレキシブルな組織の改編（平成13年10月から営業企画機能を拡充）、情報技術の積極的活用などを通して、

経営管理システムを整備し、意思決定のスピードと質の向上を推進して参ります。 

②ＭＲの育成により、顧客の信頼度向上とともに営業力の強化を図り、得意領域（産婦人科市場）、戦略領域

（放射線科市場）でのシェアの拡大・確保に努めて参ります。 

③製造部門におきましては、国際的な製造基準に対応するとともに、生産効率の一層の向上を目指して、製造設

備の増設、更新を進めて参ります。 

④売上志向から利益志向への転換、すなわち利益重視の経営に徹し、目標とする経営指標につきましても、「総

資本利益率（ＲＯＡ）」を重視した経営を行って参ります。なお、「中期経営計画」の最終年度である平成15年

９月期の目標値として「ＲＯＡ」は10％を設定しております。 

⑤先頃取り入れたコンピテンシー評価制度を定着させ、組織の活性化を図ります。 

⑥コーポレートガバナンスの観点から、より透明性の高い健全な経営を目指し、株主・投資家の皆様に対して、

適時、的確、公平なる情報開示を行なうべく、ＩＲ活動を積極的に推進して参ります。 

 

 

４【経営上の重要な契約等】 

契約先 契約内容 契約期間 

コニカ株式会社 尿路・血管造影剤「オイパロミン」の販売 平成８年４月より３年間以後自動更新

ヤマトシステム開発株式会社 物流業務の委託 平成９年７月より１年間以後自動更新

 

 

５【研究開発活動】 

 当社は、市場の要望に応えるべく、より付加価値の高い製品の開発を推進しております。研究開発グループは、

平成13年９月30日現在23名で活動しており、新製品（医薬品、診断薬）の開発と既存製品の改良を中心としてお

ります。蓄積されたノウハウをもとに、これまで100品目以上に及ぶ新製品を開発してきました。特に主力製品

のホルモン剤は産婦人科や整形外科領域において、また、プロスタグランジン製剤は循環器科領域において高い

評価を得ております。さらに造影剤においては、市場の要望に応えて製品規格の充実を図り、当社の中心的な製

品に位置付けられております。 

 当期の研究開発費総額は３億４千８百万円となっております。現在、研究開発グループでは開発テーマに応じ

て３課体制をとっております。１課は、機器を用いた化学分析、血液中の薬物動態の解析、そして薬事申請を中

心業務としております。２課は、新規製品の製剤化、既存製品の改良等の製剤研究を中心業務とし、平成９年か

ら実施されている品質再評価に注力しております。また、３課は産婦人科領域における診断薬の開発、新製品の

開発企画とそれに伴う特許調査を中心に活動しております。これら３つの課の協力体制により、新製品の早期上

市、ＤＤＳ製剤の開発を目指しております。 

 当期は、造影剤では新規にイオパークを発売するとともに、既存のオイパロミンに新たなシリンジ製剤を追加

し、製品規格の充実を図りました。また既存製品であるヘパリンの透析市場の強化を目指して、注射用ナファス

トンを発売し、さらなる売上に貢献することが期待されます。 
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第３【設備の状況】 
 

１【設備投資等の概要】 

 当期中における設備投資は、国際的な品質基準への対応や生産力強化のため、富山工場の敷地内において新注

射剤工場の建設に着手したのをはじめ、設備、機械装置、工具の取得に４億９千万円の投資を行ないました。 

 また、新注射剤工場の建設に際し、既存の建物２棟及び機械装置、工具の除却を行ないました。除却損のうち、

主なものは建物が21,282千円、機械装置が12,034千円であります。 

 

 

２【主要な設備の状況】 

 平成13年９月30日現在における各事業所の設備、投下資本並びに従業員の配置状況は次のとおりであります。 

帳簿価額 

事業所名 
（所在地） 

設備の内容 
建物及び構築
物（千円） 

機械装置及び運
搬具（千円） 

土地 
（千円） 
(面積㎡) 

その他 
（千円） 

合計 
（千円） 

従業
員数

（人）

生産及び研究設備   

富山工場 
（富山県富山市） 

医薬品製造及び
研究開発設備 

461,596 485,602
154,690
(13,300)

56,053 1,157,942 115

その他の設備   

本社及び東京支店 
（東京都足立区） 

全社統括業務及
び販売設備 

29,410 232
25,000

(347)
4,183 58,826 53

札幌支店 
（札幌市白石区） 

販売設備 － － － 249 249 8

仙台支店 
（仙台市宮城野区） 

販売設備 352 － － 381 734 9

富山支店 
（富山県富山市） 

販売設備 － － － 163 163 8

名古屋支店 
（名古屋市名東区） 

販売設備 101 － － 321 422 16

大阪支店 
（大阪府吹田市） 

販売設備 1,268 － － 965 2,233 34

福岡支店 
（福岡市早良区） 

販売設備 406 － － 440 847 16

その他 
（富山県富山市） 

遊休地 － －
5,962
(3,869)

－ 5,962 －

 （注）１．帳簿価額のうち「その他」は工具器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。なお、金額に

は消費税等を含めておりません。 

２．リース契約による賃借設備の主なものは、次のとおりであります。 

名称 台数 リース期間 年間リース料 リース契約残高 

車両運搬具   117台 ５年間 46,853千円 110,925千円 

 ※ 所有権移転外ファイナンス・リース 

３．上記金額には消費税等は含まれておりません。 
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３【設備の新設、重要な拡充若しくは改修又はこれらの計画】 

 当事業年度末現在の重要な設備の新設は次のとおりであります。 

(1)重要な設備の新設 

事業所別 設備の内容 必要性 
予算金額
（千円）

既支払額
（千円）

今後の所
要額 
（千円）

着工年月 完成予定年月 
完成後の
増加能力

富山工場 
新注射剤工
場 

品質及び生産
能力の向上 

980,400 260,929 719,471 平成13年５月 平成14年５月 100％増加

東京本社 
ソフトウェ
ア 

販売管理の効
率化 

35,000 － 35,000 平成13年７月 平成13年12月 － 

合計 － － 1,015,400 260,929 754,471 － － － 

 （注）１.今後の所要資金754,471千円は、自己資金により充当する予定であります。 

２.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 
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第４【提出会社の状況】 
 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 28,782,000 

計 28,782,000 

 （注）１．「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減ずる」旨、定款に定めております。 

なお、当期末時点で定款記載の「会社が発行する株式の総数」は、29,282,000株となっておりますが、

当期末までに利益により500,000株を消却しております。 

２．平成13年12月19日の定時株主総会において定款変更を行い、会社が発行する株式の総数は、28,782,000

株となりました。 

 

②【発行済株式】 

種類 
事業年度末現在発行数（株）
(平成13年９月30日現在) 

提出日現在発行数（株） 
(平成13年12月20日現在) 

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

普通株式 13,432,000 13,432,000 日本証券業協会 

計 13,432,000 13,432,000 － 

 （注）発行済株式は、すべて議決権を有しております。 

 

(2）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（株） 

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円） 

資本金残高
（千円） 

資本準備金増
減額 

（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成10年９月30日 
（注）１ 

－300,000 14,350,000 － 1,616,950 － 2,226,020

平成12年９月30日 
（注）２ 

－418,000 13,932,000 － 1,616,950 － 2,226,020

平成13年９月30日 
（注）３ 

－500,000 13,432,000 － 1,616,950 － 2,226,020

 （注）１．利益による自己株式の消却による減少（自平成10年３月３日 至平成10年９月30日） 

２．利益による自己株式の消却による減少（自平成12年２月21日 至平成12年９月30日） 

３．利益による自己株式の消却による減少（自平成13年２月13日 至平成13年９月30日） 

 

(3）【所有者別状況】 

      平成13年９月30日現在

株式の状況（１単位の株式数1,000株） 

区分 政府及び地
方公共団体 

金融機関 証券会社
その他の
法人 

外国法人等
外国法人等
のうち個人

個人その他 計 

単位未満
株式の状
況（株）

株主数（人） － 10 4 42 12 2 1,308 1,376 － 

所有株式数
（単位） 

－ 976 5 863 772 3 10,812 13,428 4,000

所有株式数の
割合（％） 

－ 7.27 0.04 6.42 5.75 0.02 80.52 100.00 － 

 （注）１．自己株式1,410株のうち、1,000株は「個人その他」に、410株は「単位未満株式の状況」に含めて記載

しております。 

２．上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が15単位含まれております。 

３．当事業年度末が商法等の一部を改正する等の法律（平成13年法律第79号）の施行日（平成13年10月１

日）前であるため、「単位」として記載しております。 
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(4）【大株主の状況】 

  平成13年９月30日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

今井 博文 埼玉県川口市川口１丁目5-14-2903 3,201 23.83 

今井 道子 富山県中新川郡舟橋村海老江84-1 3,105 23.12 

新井 規子 東京都練馬区桜台３丁目36-12-307 620 4.62 

ザ チェース マンハッタン 
バンク エヌエイ ロンドン 
(常任代理人 株式会社富士
銀行) 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 
EC2P,2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６-７） 
 

522 3.89 

株式会社あさひ銀行 東京都千代田区大手町１丁目1-2 478 3.56 

富士製薬工業従業員持株会  東京都足立区鹿浜１丁目9-11 353 2.63 

ダイヤモンドキャピタル株式
会社 

東京都千代田区神田鍛冶町３丁目6-3 神
田三菱ビル 

300 2.23 

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目7-1 250 1.86 

佐々木 照光 富山県黒部市吉田576-3 126 0.94 

ロイヤル トラスト コープ 
オブ カナダ, クライアント 
アカウント 
(常任代理人 株式会社三井
住友銀行) 

英国ロンドン市クイーンヴィクトリアスト
リート71 
（東京都中央区丸の内１丁目３－２） 
 

113 0.84 

計 － 9,068 67.51 

 

(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

   平成13年９月30日現在

議決権のない株式数（株） 
議決権のある株式数
（自己株式等）（株） 

議決権のある株式数 
（その他）（株） 

単位未満株式数（株） 

－ 1,000 13,427,000 4,000 

 （注）１．単位未満株式数には、当社所有の自己株式が410株含まれております。 

２．上記「議決権のある株式数（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が15千株含まれており

ます。 

３．当事業年度末が商法等の一部を改正する等の法律（平成13年法律第79号）の施行日（平成13年10月１

日）前であるため、「単位」として記載しております。 

 

②【自己株式等】 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

富士製薬工業株式会社 
東京都足立区鹿浜 
一丁目９番11号 

1,000 － 1,000 0.01

計 － 1,000 － 1,000 0.01
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(6）【ストックオプション制度の内容】 

 該当事項はありません。 

 

２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時株主総会決議による自己株式の買受け等、子会社からの自己株式の買受け等又は再評価差額金による

消却のための自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

イ【株式の種類】普通株式 

(イ)【取締役又は使用人への譲渡のための取得の状況】 

 該当事項はありません。 

 

(ロ)【利益、資本準備金又は再評価差額金による消却のための買受けの状況】 

  平成13年12月19日現在

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

定時株主総会での決議状況 
（平成－年－月－日決議） 

－ － 

利益による消却の取締役会での決議状況 
(平成13年２月13日決議)（注） 

500,000 250,000,000 

資本準備金による消却の取締役会での決議状況 
(平成－年－月－日決議) 

－ － 

再評価差額金による消却の取締役会での決議状況 
(平成－年－月－日決議) 

－ － 

前決議期間における取得自己株式 500,000 234,436,000 

残存授権株式等の総数及び価額の総額 － 15,564,000 

未行使割合（％） － 6.23 

 （注）平成９年12月18日の定時株主総会において、株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律第３条第１

項の規定に基づき、平成９年12月19日以降取締役会の決議をもって、146万５千株を限度として、利益によ

る株式消却のための自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。 

 

(ハ)【取得自己株式の処理状況】 

  平成13年12月19日現在

区分 
譲渡株式数又は消
却株式数（株） 

処分価額の総額 
（円） 

所有自己株式数 
（株） 

取締役又は使用人への譲渡のための取得自己株式 － － － 

利益による消却のための取得自己株式 500,000 234,436,000 － 

資本準備金による消却のための取得自己株式 － － － 

再評価差額金による消却のための取得自己株式 － － － 

計 － － － 
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②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

  平成13年12月19日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円）

自己株式取得に係る決議 普通株式 800,000 450,000,000 

再評価差額金による消却のための買受けに係る決議 － － － 

計 － － 450,000,000 

 （注）当該授権株式数の定時株主総会終結日現在の発行済株式総数に対しての割合は5.96％であります。 

 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

３【配当政策】 

 当社は、利益配分につきましては、経営基盤の確保に留意しながら、安定的な配当の継続を基本に考えており

ます。 

 当期の利益配当金につきましては、上記方針に基づき、１株につき４円とし、中間配当金（１株につき３円75

銭）と併せて、年間の配当金は１株につき７円75銭とすることを決定いたしました。この結果、当期の配当性向

は20.4％となりました。 

 内部留保資金につきましては、製造設備の拡充をはじめ研究開発投資及び経営諸活動効率化のための投資に充

当し、これにより収益力の向上、株主価値の最大化に努めて参ります。 

 なお、第37期の中間配当についての取締役会決議は平成13年５月17日に行っております。 

 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

回次 第33期 第34期 第35期 第36期 第37期 

決算年月 平成９年９月 平成10年９月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 

最高（円） 981 415 760 660 564 

最低（円） 286 280 305 317 300 

 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 平成13年４月 平成13年５月 平成13年６月 平成13年７月 平成13年８月 平成13年９月

最高（円） 525 514 490 500 480 430 

最低（円） 425 456 450 455 440 340 

 （注） 最高・最低株価は、日本証券業協会の公表のものであります。 
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５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（千株）

代表取締役 

社長 
 今井 博文 昭和39年５月13日生

昭和62年４月 当社入社 

平成２年12月 取締役 

平成５年10月 企画室リーダー 

平成８年10月 管理部業務課リーダー 

平成10年５月 代表取締役専務 

平成10年12月 代表取締役社長（現任） 

3,201

取締役 
管理部 

マネージャー 
本郷 茂 昭和21年５月７日生

昭和44年４月 当社入社 

昭和51年10月 総務部リーダー 

平成９年６月 管理部業務課リーダー 

平成９年12月 取締役（現任） 

平成11年10月 管理部マネージャー（現

任） 

65

取締役 

富山工場品質 

管理グループ 

マネージャー 

山崎 由実子 昭和32年10月18日生

昭和55年４月 当社入社 

平成元年４月 富山工場品質管理課リー

ダー 

平成９年12月 取締役（現任） 

平成11年10月 富山工場品質管理グルー

プマネージャー（現任） 

4

取締役 
営業部統括 

マネージャー 
下堀 穂積 昭和25年１月５日生

昭和47年４月 当社入社 

昭和53年10月 東京支店営業２課リー

ダー 

平成６年10月 札幌支店リーダー 

平成10年10月 営業部統括マネージャー

（現任） 

平成10年12月 取締役（現任） 

24

取締役 
営業部統括 

マネージャー 
阿部 三郎 昭和31年６月28日生

昭和54年４月 当社入社 

平成元年10月 福岡支店病院担当リー

ダー 

平成９年10月 大阪支店営業４課リー

ダー 

平成10年10月 営業部統括マネージャー

（現任） 

平成10年12月 取締役（現任） 

2

取締役 
名古屋支店 

マネージャー 
八田 宏 昭和34年６月23日生

昭和58年４月 当社入社 

平成７年10月 名古屋支店営業３課リー

ダー 

平成10年10月 名古屋支店マネージャー

（現任） 

平成10年12月 取締役（現任） 

4

取締役 

富山工場研究

開発グループ

マネージャー 

原 哲 昭和32年11月28日生

平成９年４月 当社入社 

平成９年10月 富山工場研究開発２課

リーダー 

平成10年12月 取締役（現任） 

平成11年10月 富山工場研究開発グルー

プマネージャー（現任） 

3
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（千株）

取締役 

富山工場製造

グループマ

ネージャー 

本多 尚文 昭和18年８月21日生

昭和46年６月 当社入社 

昭和50年10月 富山工場製造部リーダー 

平成12年10月 富山工場製造グループマ

ネージャー（現任） 

平成12年12月 取締役（現任） 

80

取締役  今井 道子 昭和９年９月24日生

昭和36年４月 有限会社富士製薬工業入

社 

昭和40年４月 富士製薬工業株式会社設

立と同時に監査役 

昭和42年11月 取締役（現任） 

3,105

常勤監査役  中村 斉 昭和17年８月13日生
昭和40年４月 当社入社 

昭和43年11月 常勤監査役（現任） 
70

監査役  小沢 伊弘 昭和24年10月24日生

昭和54年10月 Ｄ.Ｍ.Ｊ.Ｍ.入社 

昭和58年４月 （財）富山県置県百年記

念財団主任研究員 

昭和61年６月 ㈱アイバック設立 

代表取締役社長（現任） 

平成５年10月 当社取締役 

平成６年12月 当社監査役（現任） 

－

監査役  田口佳史 昭和17年３月８日生

昭和39年４月 日本映画新社入社 

昭和47年４月 ㈱イメージプラン設立 

代表取締役社長（現任） 

平成12年12月 当社監査役（現任） 

3

    計 6,561

 （注）１．常勤監査役 中村 斉、監査役 小沢伊弘および監査役 田口佳史は株式会社の監査等に関する商法の

特例に関する法律第18条第１項に定める社外監査役であります。 

２．取締役 今井道子は代表取締役社長 今井博文の実母であります。 



－  － 
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第５【経理の状況】 
 

１．財務諸表の作成方法について 
 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、第36期事業年度（平成11年10月１日から平成12年９月30日まで）は改正前の財務諸表等規則に基づき、

第37期事業年度（平成12年10月１日から平成13年９月30日まで）は改正後の財務諸表等規則に基づいて作成して

おります。 

 

２．監査証明について 
 当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第36期事業年度（平成11年10月１日から平成12年９月30日

まで）及び第37期事業年度（平成12年10月１日から平成13年９月30日まで）の財務諸表について、朝日監査法人

による監査を受けております。 

 その監査報告書は、財務諸表に添付しております。 

 

３．連結財務諸表について 
 当社は子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。 

 



－  － 
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【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
第36期 

（平成12年９月30日現在） 
第37期 

（平成13年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  3,318,526  2,689,242

２．受取手形 ※2,3 868,148  775,540

３．売掛金  1,538,230  1,898,925

４．有価証券  3,049,277  3,576,724

５．自己株式  249  600

６．商品  34,584  81,033

７．製品  527,704  565,272

８．原材料  574,486  552,436

９．仕掛品  165,453  294,723

10．貯蔵品  22,891  19,825

11．前渡金  －  10,400

12．前払費用  12,709  16,238

13．繰延税金資産  84,870  88,948

14．未収入金  144,039  66

15．未収収益  396  228

16．その他の流動資産  17,263  16,330

17．貸倒引当金  －10,911  －10,042

流動資産合計  10,347,921 86.7  10,576,494 85.5

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  1,103,075 1,057,105 

減価償却累計額  597,971 505,103 587,176 469,928

２．構築物  61,356 65,346 

減価償却累計額  37,801 23,554 42,139 23,207

３．機械及び装置  1,728,505 1,710,728 

減価償却累計額  1,212,627 515,877 1,225,183 485,544
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第36期 

（平成12年９月30日現在） 
第37期 

（平成13年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

４．車両運搬具  3,425 2,525 

減価償却累計額  2,953 471 2,234 290

５．工具器具備品  413,961 384,808 

減価償却累計額  346,785 67,175 322,047 62,760

６．土地  139,700  185,652

７．建設仮勘定  64,305  273,975

有形固定資産合計  1,316,188 11.0  1,501,359 12.1

(2）無形固定資産   

１．ソフトウェア  48,532  61,267

２．電話加入権  7,976  7,976

無形固定資産合計  56,509 0.5  69,244 0.6

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  68,201  46,033

２．出資金  284,433 199,682 

投資損失引当金  －284,063 370 －199,312 370

３．破産債権・更生債権
等 

 15,761  17,956

４．長期前払費用  －  2,962

５．繰延税金資産  121,635  138,824

６．差入保証金  28,128  28,793

７．保険積立金  －  856

８．貸倒引当金  －15,761  －17,956

投資その他の資産合計  218,335 1.8  217,839 1.8

固定資産合計  1,591,033 13.3  1,788,443 14.5

資産合計  11,938,955 100.0  12,364,938 100.0
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第36期 

（平成12年９月30日現在） 
第37期 

（平成13年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形 ※３ 647,648  235,815

２．買掛金  239,414  809,419

３．未払金  138,976  287,844

４．未払費用  123,263  52,164

５．未払法人税等  220,635  253,136

６．未払消費税等  33,178  28,221

７．預り金  9,911  12,066

８．賞与引当金  138,697  232,069

９．設備支払手形  38,133  24,475

10．その他の流動負債  2,069  －

流動負債合計  1,591,928 13.3  1,935,213 15.6

Ⅱ 固定負債   

１．長期未払金  244,865  170,411

２．受入保証金  188,116  198,130

３．繰延税金負債  －  1,340

４．退職給与引当金  312,523  －

５．退職給付引当金  －  344,410

６．役員退職慰労引当金  124,627  60,704

固定負債合計  870,132 7.3  774,998 6.3

負債合計  2,462,061 20.6  2,710,211 21.9

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,616,950 13.6  1,616,950 13.1

Ⅱ 資本準備金  2,226,020 18.6  2,226,020 18.0

Ⅲ 利益準備金  147,290 1.2  158,179 1.3

Ⅳ その他の剰余金   

１．任意積立金   

(1）別途積立金  4,400,000 4,400,000 4,800,000 4,800,000

２．当期未処分利益  1,086,633  851,733
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第36期 

（平成12年９月30日現在） 
第37期 

（平成13年９月30日現在） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

その他の剰余金合計  5,486,633 46.0  5,651,733 45.7

Ⅴ その他有価証券評価差額金  － －  1,843 0.0

資本合計  9,476,894 79.4  9,654,726 78.1

負債資本合計  11,938,955 100.0  12,364,938 100.0
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②【損益計算書】 

  
第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   

１．製品売上高  5,347,029 5,506,815 

２．商品売上高  508,050 5,855,079 100.0 646,002 6,152,817 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．商品製品期首たな卸高  470,870 562,289 

２．当期商品仕入高  272,440 357,194 

３．当期製品製造原価  2,902,976 2,723,342 

合計  3,646,287 3,642,825 

４．商品製品期末たな卸高  562,289 646,305 

５．他勘定振替高 ※１ 20,877 3,063,120 52.3 12,291 2,984,228 48.5

売上総利益  2,791,958 47.7  3,168,589 51.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売促進費  64,077 41,897 

２．販売手数料  187,892 217,231 

３．荷造運送費  133,634 133,706 

４．交際費  14,736 15,366 

５．貸倒引当金繰入額  － 1,326 

６．役員報酬  47,420 30,660 

７．給与賞与  755,299 750,003 

８．賞与引当金繰入額  92,648 93,478 

９．退職給与引当金繰入額  37,384 － 

10．退職給付引当金繰入額  － 31,107 

11．役員退職慰労引当金繰
入額 

 10,348 9,290 

12．福利厚生費  134,774 133,547 

13．旅費交通費  93,977 102,006 

14．賃借料  136,845 132,346 

15．減価償却費  5,663 17,361 

16．研究開発費 ※２ 289,668 348,701 

17．その他  223,608 2,227,979 38.1 250,579 2,308,610 37.5

営業利益  563,979 9.6  859,979 14.0
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第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息及び割引料  2,942 5,152 

２．有価証券利息  28,481 8,970 

３．受取配当金  1,009 674 

４．匿名組合投資利益  149,994 159,204 

５．有価証券売却益  63,306 76 

６．雑収入  68,628 314,363 5.4 3,704 177,782 2.9

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息及び割引料  822 － 

２．支払利息  － 280 

３．売上割引  698 757 

４．有価証券評価損  356 － 

５．有価証券売却損  2,325 － 

６．為替差損  － 800 

７．雑損失  22,002 26,205 0.4 13,262 15,100 0.3

経常利益  852,137 14.6  1,022,661 16.6

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入額  3,258 3,258 0.0 － － －

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 6,225 36,100 

２．過年度退職給与引当金
繰入額 

 69,754 － 

３．役員退職慰労金  － 45,125 

４．投資有価証券評価損  － 25,032 

５．たな卸資産評価損  － 75,980 1.3 21,619 127,878 2.1

税引前当期純利益  779,414 13.3  894,783 14.5

法人税、住民税及び事
業税 

 329,305 398,501 

法人税等調整額  17,588 346,894 5.9 －21,267 377,233 6.1

当期純利益  432,520 7.4  517,549 8.4

前期繰越利益  651,747  625,690

過年度税効果調整額  224,094  －
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第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

中間配当額  53,287  51,882

中間配当に伴う利益準
備金積立額 

 5,328  5,188

利益による自己株式消
却額 

 163,113  234,436

当期未処分利益  1,086,633  851,733

   



－  － 

 

(24) ／ 2005/03/03 9:55 (2005/03/03 9:54) ／ 266064_01_060_2k_01030614／第５－１財務諸表等／富士製薬工業／有報 

24

製造原価明細書 

  
第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

Ⅰ 材料費   1,860,486 71.0  2,068,355 71.3

Ⅱ 労務費 ※１  353,108 13.5  376,009 13.0

Ⅲ 経費      

減価償却費  228,723  228,033  

その他  177,270 405,994 15.5 225,947 453,980 15.7

当期総製造費用   2,619,588 100.0  2,898,345 100.0

仕掛品期首たな卸高   448,841  165,453 

合計   3,068,429  3,063,798 

仕掛品期末たな卸高   165,453  294,723 

他勘定振替高 ※２  －  45,732 

当期製品製造原価   2,902,976  2,723,342 

 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

原価計算の方法は、実際原価に基づく単純総合原価計算

であります。 

同左 

※１．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりでありま

す。 

※１．労務費のうち引当金繰入額は次のとおりでありま

す。 
  

賞与引当金繰入額 31,783千円

退職給与引当金繰入額 9,400千円
  

  
賞与引当金繰入額 33,968千円

退職給付引当金繰入額 6,523千円
  

※２． 

────── 

 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

立替金 22,957千円

その他 22,775千円
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

   

税引前当期純利益  779,414 894,783 

減価償却費  262,850 266,093 

退職給与引当金の増加
額（減少額） 

 112,800 －312,523 

退職給付引当金の増加
額 

 － 344,410 

役員退職慰労引当金の
増加額（減少額） 

 10,347 －63,922 

貸倒引当金の増加額  4,597 1,326 

賞与引当金の増加額  － 93,371 

受取利息及び受取配当
金 

 －32,433 －14,797 

有価証券売却益  －63,306 －76 

有価証券売却損  2,325 － 

固定資産除却損  6,225 36,100 

投資有価証券評価損  － 25,032 

売上債権の増加額  －11,746 －270,280 

たな卸資産の減少額
（増加額） 

 132,880 －188,171 

未収入金の増加額 
（減少額） 

 －144,039 8,933 

抵当証券の減少額  200,000 － 

仕入債務の減少額 
（増加額） 

 －69,124 158,172 

未払金の増加額  22,410 85,544 

未払費用の減少額  －29,767 －71,098 

受入保証金の増加額  8,492 10,013 

長期未払金の減少額  －73,128 －159,204 

役員賞与の支払額  －4,000 －3,000 

その他  11,926 －14,720 

小計  1,126,724 825,985 

利息及び配当金の受取
額 

 36,664 14,965 

法人税等の支払額  －679,885 －366,000 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 483,503 474,950 
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第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

   

定期預金の払戻による
収入 

 2,300,000 － 

有価証券の取得等によ
る支出 

 －609,728 － 

有価証券の売却等によ
る収入 

 2,365,068 309,882 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 － 396 

有形固定資産の取得等
による支出 

 －273,640 －433,690 

無形固定資産の取得等
による支出 

 －35,983 －5,718 

出資金の返戻による収
入 

 － 84,751 

保険積立金の返戻によ
る収入 

 － 135,039 

投資活動におけるその
他の収入純額 

 119,764 －4,759 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 3,865,481 85,900 

    

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

   

固定資産に係る割賦債
務等の返済による支出 

 －55,125 －13,188 

自己株式の売却による
収入 

 370 － 

自己株式の取得による
支出 

 －163,332 －234,786 

配当金の支払額  －107,589 －104,030 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 －325,677 －352,005 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 － －800 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 4,023,307 208,045 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,034,614 6,057,921 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 6,057,921 6,265,967 
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④【利益処分計算書】 

  
第36期 

株主総会承認日 
（平成12年12月21日） 

第37期 
株主総会承認日 

（平成13年12月19日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,086,633  851,733 

Ⅱ 利益処分額      

１．利益準備金  5,700  5,900  

２．利益配当金  52,242  53,722  

３．役員賞与金  3,000  4,000  

（うち監査役分）  （600）  （650） 

４．任意積立金      

(1）別途積立金  400,000 460,942 200,000 263,622 

Ⅲ 次期繰越利益   625,690  588,110 
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重要な会計方針 

項目 
第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

取引所の相場のある有価証券 

移動平均法による低価法 

（洗替え方式） 

その他の有価証券 

移動平均法による原価法 

 

 

 

 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法にて

算定）を採用しております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

先入先出法による原価法 同左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

法人税法に規定する方法と同一の基

準による定率法 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（建物附属設備

は除く）については定額法）を採用

しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物          10～50年 

機械装置           7年 

 (2）無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。 

 (3）長期前払費用 

法人税法に規定する方法と同一の基

準による定額法 

(3)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、法人税法の規定による限度相当

額（法定繰入率）のほか、個別債権

の回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、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勘案

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

 (2）投資損失引当金 

匿名組合出資に伴う投資損失累計額

について、出資金額を限度として計

上しております。 

(2)投資損失引当金 

同左 

 (3）賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。 

(3)賞与引当金 

同左 
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項目 
第36期 

（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

 (4）退職給与引当金 

従業員の退職に備え、自己都合によ

る要支給額の100％を計上しており

ます。 

(4)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額

に基づき、当期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。 

 (5）役員退職慰労引当金 

役員に対する退職慰労金の支給に備

えて、規程に基づく期末要支給額を

計上しております。なお、当該引当

金は、商法287条ノ２に規定する引

当金であります。 

(5)役員退職慰労引当金 

同左 

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日から

３ヶ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。 

同左 

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

同左 

 

表示方法の変更 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

（損益計算書関係） 

 有価証券売却益は前期までは「雑収入」に含めて表示

しておりましたが、当期において営業外収益の100分の

10を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前期の

「雑収入」に含まれている有価証券売却益は41,131千円

であります。 

 役員退職慰労引当金繰入額は前期までは販売費及び一

般管理費の「その他」に含めて表示しておりましたが、

重要性が増したため、当期より区分掲記いたしました。

なお、前期の「その他」に含まれている役員退職慰労引

当金繰入額は11,071千円であります。 

（キャッシュ・フロー計算書） 

 前期において営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「賞与引当金の

増加額」及び「投資有価証券評価損」は、重要性が増し

たため、当期において区分掲記いたしました。 

 なお、前期の「その他」に含まれている「賞与引当金

の増加額」は782千円、「投資有価証券評価損」は109千

円であります。 
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追加情報 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

（税効果会計） 

 財務諸表等規則の改正により、当期から税効果会計を

適用して財務諸表を作成しております。これに伴い、従

来の税効果会計を適用しない場合と比較し、繰延税金資

産206,505千円（流動資産84,870千円、投資その他の資

産121,635千円）が、新たに計上されるとともに、当期

純利益は17,588千円少なく、当期未処分利益は206,505

千円多く計上されております。 

────── 

（ソフトウェア） 

 前期まで投資その他の資産の「長期前払費用」に計上

されていたソフトウェアについては、「研究開発費及び

ソフトウェアの会計処理に関する実務指針」（日本公認

会計士協会会計制度委員会報告書第12号 平成11年３月

31日）における経過措置の適用により、従来の会計処理

方法を継続して採用しております。ただし、同報告によ

り上記に係るソフトウェアの表示については、投資その

他の資産の「長期前払費用」から無形固定資産の「ソフ

トウェア」に科目名を変更し、減価償却の方法について

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。 

────── 

────── （金融商品会計） 

 金融商品については、当期より金融商品に係る会計基

準（「金融商品に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会平成11年１月22日））を適用し、有価

証券の評価基準及び評価方法並びに貸倒引当金の計上基

準について変更しております。この変更に伴い、従来の

方法によった場合に比べ、経常利益は411千円多く、税

引前当期純利益は411千円多く計上されております。 

────── （退職給付会計） 

 当期から退職給付に係る会計基準（「退職給付に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成

10年６月16日））を適用しております。これによる経常

利益、税引前当期純利益への影響はありません。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第36期 
（平成12年９月30日現在） 

第37期 
（平成13年９月30日現在） 

  
※１ 会社が発行する株式の総数 29,282,000株

発行済株式の総数 13,932,000株
  

  
※１ 会社が発行する株式の総数 28,782,000株

発行済株式の総数 13,432,000株
  

 ただし、定款の定めにより株式の消却が行われた

場合には、会社が発行する株式についてこれに相

当する株式数を減ずることとなっております。 
  
※２ 受取手形裏書譲渡高 68,511千円
  

  
※２ 受取手形裏書譲渡高 －千円
  

※３ 期末日満期手形の会計処理については、当事業年

度の末日は金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。期末日満期手形の金額は次のとおりでありま

す。 

※３ 期末日満期手形の会計処理については、当事業年

度の末日は金融機関の休日でありましたが、満期

日に決済が行われたものとして処理しておりま

す。期末日満期手形の金額は次のとおりでありま

す。 
  

受取手形 112,513千円

支払手形 17,733千円
  

  
受取手形 71,063千円

支払手形 －千円
  

 

（損益計算書関係） 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

※１ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

商品及び製品を販売費及び一般管理費に振替えた

ものであります。 

※１ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 

同左 

※２ 研究開発費の総額 ※２ 研究開発費の総額 
  

一般管理費に含まれる研究開発費 289,668千円
  

  
一般管理費に含まれる研究開発費 348,701千円

  
 

────── 

 

※３ 固定資産除却損は、建物21,282千円、構築物231

千円、機械装置12,034千円、車両運搬具45千円、工

具器具備品2,506千円であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係 

（平成12年９月30日現在） （平成13年９月30日現在）
 

現金及び預金勘定 3,318,526千円

有価証券 3,049,277 

計 6,367,803 

満期日までの期間が３ヶ月を
超える有価証券 

△309,882 

現金及び現金同等物 6,057,921 
  

  
現金及び預金勘定 2,689,242千円

有価証券 3,576,724 

計 6,265,967 

満期日までの期間が３ヶ月を
超える有価証券 

－ 

現金及び現金同等物 6,265,967 
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（リース取引関係） 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

車両運搬具 209,227 108,877 100,349

合計 209,227 108,877 100,349

  

  

 
取得価額相
当額 
（千円）

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円）

車両運搬具 193,374 82,448 110,925

合計 193,374 82,448 110,925

  
（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

（注）         同左 

 

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
  

１年内 40,077千円

１年超 60,272千円

合計 100,349千円
  

  
１年内 42,718千円

１年超 68,207千円

合計 110,925千円
  

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

（注）         同左 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 ３．支払リース料及び減価償却費相当額 
  

支払リース料 51,689千円

減価償却費相当額 51,689千円
  

  
支払リース料 46,853千円

減価償却費相当額 46,853千円
  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 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。 

同左 
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（有価証券関係） 

前事業年度（平成12年９月30日現在） 

有価証券の時価等 

前事業年度（平成12年９月30日現在） 

種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 評価損益（千円） 

(1）流動資産に属するもの    

株式 249 236 －13 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 249 236 －13 

(2）固定資産に属するもの    

株式 68,001 85,795 17,794 

債券 － － － 

その他 － － － 

小計 68,001 85,795 17,794 

合計 68,251 86,032 17,781 

 

 （注） 

第36期 
（平成12年９月30日現在） 

１．時価の算定方法 

(1）上場有価証券 

 主に、東京証券取引所の最終価格によっております。 

(2）店頭売買有価証券 

 日本証券業協会が公表する売買価格等によっております。 

２．流動資産に属する株式は全て自己株式であります。 

３．開示の対象から除いた有価証券の貸借対照表計上額 

流動資産に属するもの 
 

マネー・マネジメント・ファンド 2,047,450千円

フリー・ファイナンシャル・ファンド 490,995千円

公社債投資信託 210,949千円

コマーシャル・ペーパー 99,882千円

非上場の外国債券 200,000千円
  

固定資産に属するもの 
  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 200千円
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当事業年度（平成13年９月30日現在） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 26,022 29,618 3,596 

債券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 26,022 29,618 3,596 

株券 16,626 16,214 －411 

債券 － － － 

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 16,626 16,214 －411 

合計 42,648 45,833 3,184 

 

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券（自平成12年10月１日 至平成13年９月30日） 

   売却損益の合計額の重要性が乏しいため、注記を省略しております。 

 

３ 時価のない主な有価証券の内容（平成13年９月30日現在） 

種類 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

マネー・マネージメント・ファンド 2,183,508 

フリー・ファイナンシャル・ファンド 1,193,017 

マネー・リザーブ・ファンド 100,198 

 公社債投資信託 100,000 

非上場株式（店頭売買株式を除く） 200 

 

（デリバティブ取引関係） 

第36期（自平成11年10月１日 至平成12年９月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

第37期（自平成12年10月１日 至平成13年９月30日） 

 当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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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 

 当社は確定給付型の制度として退職一時金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

 第37期 
（平成13年９月30日現在） 

(1)退職給付債務（千円） 555,113 

(2)中小企業退職金共済事業団の給付見込額（千円） 210,702 

(3)退職給付引当金 (1)－(2)（千円） 344,410 

 

３ 退職給付費用の内訳 

 
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

(1)勤務費用（千円）     49,908 

(2)臨時に支払った割増退職金等（千円） 2,813 

(3)退職給付費用（千円） 52,722 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

   当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については記載しておりません。 
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（税効果会計関係） 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 
 
（繰延税金資産） 

退職給与引当金繰入限度超過額 88,153千円

役員退職慰労引当金繰入額否認 52,468千円

賞与引当金繰入限度超過額 27,095千円

未払事業税等否認 20,412千円

その他 18,376千円

繰延税金資産合計 206,505千円
  

  
（繰延税金資産） 

退職給付引当金繰入限度超過額 101,497千円

役員退職慰労引当金繰入額否認 25,556千円

賞与引当金繰入限度超過額 51,404千円

未払事業税等否認 21,887千円

その他 27,426千円

繰延税金資産合計 227,773千円
  

 （繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 1,340千円
 

２．実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

  の差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.10％

（調整）  

住民税等均等割 1.25 

交際費等永久に損金算入されない項目 0.83 

その他 0.32 

税効果会計適用後の法人税等負担率 44.50 
  

２．実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の差異の原因となった主な項目別の内訳 

 

 なお、当期については法定実効税率と税効果会計

適用後の法人税等の負担率の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため、記載を省略しておりま

す。 

 

（持分法損益等） 

第36期（自平成11年10月１日 至平成12年９月30日） 

 該当事項はありません。 

 

第37期（自平成12年10月１日 至平成13年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

第36期（自平成11年10月１日 至平成12年９月30日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

 

(2）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 
今井 精一 
（故人） 

－ － － － － － 建物の賃借 2,742 － －

役員 今井 博文 － － 
当社代表取
締役社長 

22.96% － － 建物の賃借 2,742 差入保証金 1,200

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１．建物の賃借契約は近隣の家賃を参考にして、同等の価格によっております。 

２．上記価格のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

(3）子会社等 

 該当事項はありません。 

 

(4）兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

 

第37期（自平成12年10月１日 至平成13年９月30日） 

(1）役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 会社等の名称 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員 今井 博文 － － 
当社代表取
締役社長 

23.83% － － 建物の賃借 1,350 差入保証金 1,200

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１．建物の賃借契約は近隣の家賃を参考にして、同等の価格によっております。 

２．上記価格のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 

（１株当たり情報） 

第36期 
（自 平成11年10月１日 
至 平成12年９月30日） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

  

１株当たり純資産額（円 銭） 680 22

１株当たり当期純利益（円 銭） 30 54

  

  

１株当たり純資産額（円 銭） 718 79

１株当たり当期純利益（円 銭） 37 70

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株引受権付社債及び転換社債を発行していな

いため記載しておりません。 

同左 

 

（重要な後発事象） 

    該当事項はありません。 
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⑤【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

㈱三菱東京フィナンシャルグループ 23 21,390 

㈱あさひ銀行 100,350 13,346 

㈱大和銀行 17,000 2,312 

㈱アズウェル 5,097 2,115 

朝日印刷紙器㈱ 2,050 1,906 

東和薬品㈱ 1,100 1,727 

沢井製薬㈱ 1,000 1,550 

日本証券代行㈱ 1,000 930 

イワキ㈱ 2,928 556 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

財形住宅金融㈱ 1 200 

計  46,033 

 

【その他】 

種類及び銘柄 投資口数等（口） 
貸借対照表計上額 

（千円） 

野村フリー・ファイナンシャル・ファ
ンド（野村證券） 

1,193,017,279 1,193,017 

日興マネー・マネージメント・ファン
ド（日興証券） 

900,474,423 900,474 

ダイワマネー・マネージメント・ファ
ンド（大和証券投資信託委託） 

652,235,985 652,235 

野村マネー・マネージメント・ファン
ド（野村證券） 

366,551,430 366,551 

野村マネー・マネージメント・ファン
ド（スパークス証券） 

200,002,560 200,002 

メリルリンチマネー・リザーブ・ファ
ンド（メリルリンチ日本証券） 

100,198,974 100,198 

スーパートラストスリー３号（大和証
券投資信託委託） 

10,000 100,000 

有価証券 
その他 
有価証券 

日興マネー・マネージメント・ファン
ド（東洋証券） 

64,243,637 64,243 

  3,576,724 
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【有形固定資産等明細表】 

資産の種類 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額
（千円） 

当期減少額
（千円） 

当期末残高
（千円） 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
（千円） 

当期償却額 
（千円） 

差引当期末
残高 
（千円） 

有形固定資産    

建物 1,103,075 28,242 74,212 1,057,105 587,176 51,425 469,928

構築物 61,356 4,990 1,000 65,346 42,139 5,105 23,207

機械及び装置 1,728,505 154,789 172,565 1,710,728 1,225,183 173,087 485,544

車両運搬具 3,425 － 900 2,525 2,234 136 290

工具器具備品 413,961 19,503 48,656 384,808 322,047 21,412 62,760

土地 139,700 45,952 － 185,652 － － 185,652

建設仮勘定 64,305 280,103 70,433 273,975 － － 273,975

有形固定資産計 3,514,328 533,581 367,767 3,680,141 2,178,781 251,167 1,501,359

無形固定資産    

ソフトウェア 90,337 27,659 22,920 95,076 33,809 14,925 61,267

電話加入権 7,976 － － 7,976 － － 7,976

無形固定資産計 98,313 27,659 22,920 103,053 33,809 14,925 69,244

長期前払費用 － 3,239 － 3,239 276 276 2,962

繰延資産    

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

 （注）１．当期増加額の主なものは下記のとおりであります。 

  機械及び装置    富山工場バイアル製造設備      88,660千円 

  建設仮勘定     富山工場注射剤工場新設      273,975千円 

２．当期減少額の主なものは下記のとおりであります。 

機械及び装置    新工場建設に伴う既存設備の除却  172,565千円 
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【資本金等明細表】 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（千円） 1,616,950 － － 1,616,950 

額面普通株式 （注３） （株） 13,932,000 － 500,000 13,432,000 

額面普通株式 （注３） （千円） 1,616,950 － － 1,616,950 

計 （株） 13,932,000 － 500,000 13,432,000 

資本金のうち
既発行株式 

計 （千円） 1,616,950 － － 1,616,950 

（資本準備金）      

株式払込剰余金 （千円） 2,226,020 － － 2,226,020 
資本準備金及
びその他の資
本剰余金 

計 （千円） 2,226,020 － － 2,226,020 

（利益準備金）（注１） （千円） 147,290 10,888 － 158,179 

（任意積立金）      

別途積立金 （注２） （千円） 4,400,000 400,000 － 4,800,000 

利益準備金及
び任意積立金 

計 （千円） 4,547,290 410,888 － 4,958,179 

 （注）１．当期増加額は前期決算の利益処分及び当期中間配当に伴う積立によるものです。 

２．当期増加額は前期決算の利益処分によるものです。 

３．当期減少額は利益による自己株式消却によるものです。 

 

【引当金明細表】 

区分 
前期末残高 
（千円） 

当期増加額 
（千円） 

当期減少額 
（目的使用）
（千円） 

当期減少額 
（その他） 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

貸倒引当金（注１） 26,672 12,237 － 10,911 27,998

投資損失引当金（注２） 284,063 － － 84,751 199,312

賞与引当金 138,697 232,069 138,697 － 232,069

役員退職慰労引当金 124,627 9,290 73,214 － 60,704

 （注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）は一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 

２．投資損失引当金の当期減少額（その他）は、匿名組合契約に基づく出資金の返戻に伴う取崩額でありま

す。 
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(2）【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

１）現金及び預金 

内訳 金額（千円） 

現金 4,402 

預金の種類  

当座預金 301,190 

普通預金 279,587 

郵便貯金 3,807 

定期預金 2,100,000 

別段預金 255 

小計 2,684,840 

合計 2,689,242 

 

２）受取手形 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

西部沢井薬品㈱ 84,870 

福神㈱ 36,331 

神戸医師協同組合 33,382 

㈱日医工オオサカ 31,168 

榎本薬品㈱ 31,080 

その他 558,707 

合計 775,540 

 

(ロ)期日別内訳 

期日別 金額（千円） 

平成13年10月 213,880 

平成13年11月 211,172 

平成13年12月 184,456 

平成14年１月 128,301 

平成14年２月 25,816 

平成14年３月 11,912 

合計 775,540 
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３）売掛金 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

コニカ㈱ 287,691 

㈱スズケン 240,605 

東邦薬品㈱ 191,304 

㈱クラヤ三星堂 160,537 

オオモリ薬品㈱ 157,082 

その他 861,704 

合計 1,898,925 

 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 

前期繰越高 
（千円） 

当期発生高 
（千円） 

当期回収高 
（千円） 

次期繰越高 
（千円） 

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D) 
(C) 

─────
(A) ＋ (B)

× 100 

(A) ＋ (D) 
───── 

２ 
────── 

(B) 
───── 

365 

1,538,230 6,470,821 6,110,126 1,898,925 76.3 96.9 

 （注） 当期発生高には消費税等が含まれております。 

 

４）商品 

区分 金額（千円） 

体外診断用医薬品 58,251 

外皮用薬 17,505 

ホルモン剤 3,488 

抗生物質及び化学療法剤 1,786 

合計 81,033 

 



－  － 
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５）製品 

区分 金額（千円） 

ホルモン剤 206,051 

診断用薬 159,524 

抗生物質及び化学療法剤 57,409 

泌尿・生殖器官系用薬 20,287 

外皮用薬 20,177 

循環器官用薬 12,582 

その他 89,239 

合計 565,272 

 

６）原材料 

区分 金額（千円） 

主要原材料 471,912 

副資材 80,524 

合計 552,436 

 

７）仕掛品 

区分 金額（千円） 

診断用薬 128,348 

ホルモン剤 93,822 

抗生物質及び化学療法剤 19,896 

外皮用薬 5,148 

泌尿・生殖器官系用薬 4,901 

循環器官用薬 782 

その他 41,824 

合計 294,723 

 

８）貯蔵品 

区分 金額（千円） 

研究用材料 19,825 

合計 19,825 
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② 負債の部 

１）支払手形 

(イ)相手先別内訳 

相手先 金額（千円） 

藤川㈱ 123,654 

㈱佐藤アンプル製作所 49,633 

南越ケミカル㈱ 23,474 

渡辺ケミカル㈱ 17,869 

コージンバイオ㈱ 10,479 

その他 10,704 

合計 235,815 

 

(ロ)期日別内訳 

期日別 金額（千円） 

平成13年10月 23,860 

平成13年11月 94,660 

平成13年12月 83,169 

平成14年１月以降 34,125 

合計 235,815 

 

２）買掛金 

相手先 金額（千円） 

長瀬産業㈱ 286,391 

三井物産㈱ 155,394 

伊藤ハム㈱ 128,373 

白鳥薬品㈱ 24,937 

科研ファルマ㈱ 21,920 

その他 192,401 

合計 809,419 

 

(3）【その他】 

① 決算日後の状況 

 特記すべき事項はありません。 

 

② 訴訟について 

 該当事項はございません。 

 



－  － 
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第６【提出会社の株式事務の概要】 
 

決算期 ９月３０日 

定時株主総会 12月中 

株主名簿閉鎖の期間（注２） なし 

基準日 ９月３０日 

株券の種類 
 1,000株券 
10,000株券 

中間配当基準日 ３月３１日 

１単位の株式数 １，０００株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 
日本証券代行株式会社本店 

代理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 
日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社全国各支店及び出張所 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 １枚につき印紙税相当額 

単位未満株式の買取り  

取扱場所 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 
日本証券代行株式会社本店 

代理人 
東京都中央区日本橋茅場町一丁目２番４号 
日本証券代行株式会社 

取次所 日本証券代行株式会社全国各支店及び出張所 

買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

 （注）１．平成13年10月１日から「単位」は「単元」に変更になりました。 

２．平成13年12月19日の定時株主総会において定款変更により「株主名簿閉鎖の期間」はなくなりました。 
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第７【提出会社の参考情報】 
 

 当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1）臨時報告書 

平成12年10月11日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容の開示に関する省令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規定に

基づき提出したものである。 

 

(2）自己株券買付状況報告書 

平成12年11月22日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成12年８月21日 至 12年11月20日） 

 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第36期）（自 平成11年10月１日 至 平成12年９月30日）平成12年12月25日関東財務局長に提出 

 

(4）自己株券買付状況報告書 

平成12年12月25日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成12年11月21日 至 12年12月21日） 

 

(5)自己株券買付状況報告書 

平成13年５月23日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成13年２月13日 至 13年５月12日） 

 

(6）半期報告書 

（第37期中）（自 平成12年10月１日 至 平成13年３月31日）平成13年６月22日関東財務局長に提出 

 

(7)自己株券買付状況報告書 

平成13年８月23日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成13年５月13日 至 13年８月12日） 

 

(8)臨時報告書 

平成13年９月６日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規

定に基づき提出したものである。 

 

(9)臨時報告書 

平成13年９月７日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の５第４項及び企業内容の開示に関する内閣府令第19条第２項第４号（主要株主の異動）の規

定に基づき提出したものである。 

 

(10)自己株券買付状況報告書 

平成13年11月13日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条の６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成13年８月13日 至 13年11月12日） 

 

(11)自己株券買付状況報告書 

平成13年12月20日関東財務局長に提出 

証券取引法第24条６第１項の規定に基づき提出したものである。 

報告期間（自 平成13年11月13日 至 13年12月19日） 
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】 
 

 該当事項はありません。 

 



 

 

(1) ／ 2005/03/03 9:55 (2005/03/03 9:54) ／ 266064_26_0009_2k／監査／平成12年度（単体）／富士製薬工業 

監 査 報 告 書 

 

  平成12年12月25日

富士製薬工業株式会社   

 

 代表取締役社長 今井 博文 殿  

 

 朝 日 監 査 法 人  

 

 
代表社員 

関与社員 

 

 
公認会計士 新藤 信之  印 

 

 
代表社員 

関与社員 

 

 
公認会計士 山口 和義  印 

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富

士製薬工業株式会社の平成11年10月１日から平成12年９月30日までの第36期事業年度の財務諸表、すなわち貸借対照

表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続

を実施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、

かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められ

た。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が富士製薬工業株式会社の平成12年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 （注） 会社は、当事業年度より重要な会計方針又は追加情報の注記に記載のとおり、研究開発費等に係る会計基

準及び税効果会計に係る会計基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成し

ている。 

以 上 

 

 （注） 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書

提出会社）が別途保管しております。 
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監 査 報 告 書 

 

  平成13年12月20日

富士製薬工業株式会社   

 

 代表取締役社長 今井 博文 殿  

 

 朝 日 監 査 法 人  

 

 
代表社員 

関与社員 

 

 
公認会計士 新藤 信之  印 

 

 
代表社員 

関与社員 

 

 
公認会計士 山口 和義  印 

 

 当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている富

士製薬工業株式会社の平成12年10月１日から平成13年９月30日までの第37期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。 

 この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべき監査手続

を実施した。 

 監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し、

かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示方法は、「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）の定めるところに準拠しているものと認められ

た。 

 よって、当監査法人は、上記の財務諸表が富士製薬工業株式会社の平成13年９月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示しているものと認める。 

 会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

 （注）会社は、当事業年度より追加情報の注記に記載のとおり、退職給付に係る会計基準及び金融商品に係る会計

基準が適用されることとなるため、これらの会計基準により財務諸表を作成している。 

以  上

 

 （注）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。 
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