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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34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成10年９月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月

売上高（千円） 5,085,416 5,578,502 5,855,079 6,152,817 6,853,184

経常利益（千円） 759,830 1,610,725 852,137 1,022,661 1,077,292

当期純利益（千円） 338,877 651,524 432,520 517,549 591,594

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） 14,350,000 14,350,000 13,932,000 13,432,000 12,870,000

純資産額（千円） 8,554,170 9,094,488 9,476,894 9,654,726 9,897,875

総資産額（千円） 10,891,365 11,999,366 11,938,955 12,364,938 12,657,155

１株当たり純資産額（円） 596.11 633.76 680.22 718.79 769.18

１株当たり配当額（円） 
(内１株当たり中間配当額)(円) 

7.75
(3.75)

7.50
(3.75)

7.50
(3.75)

7.75 
(3.75)

9.00
(4.00)

１株当たり当期純利益（円） 23.37 45.40 30.54 37.70 45.32

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益（円） 

－ － － － －

自己資本比率（％） 78.5 75.8 79.4 78.1 78.2

自己資本利益率（％） － － 4.7 5.4 6.1

株価収益率（倍） － － 12.11 10.48 10.59

配当性向（％） 32.96 16.52 24.40 20.40 19.58

営業活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － 483,503 474,950 136,200

投資活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － 3,865,481 85,900 △1,364,781

財務活動による 
キャッシュ・フロー（千円） 

－ － △325,677 △352,005 △340,281

現金及び現金同等物の期末残
高（千円） 

－ － 6,057,921 6,265,967 4,704,120

従業員数（人） 240 245 242 259 277

 （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については、第37期まで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、第38期は新株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 

４．第38期より自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たり純資産額及び１株当たり当

期純利益金額の各数値は発行済株式総数から自己株式数を控除して計算しております。 
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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 仙台市宮城野区に仙台支店を開設 

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 

平成14年５月 

外皮用薬「エルタシン軟膏」の輸入販売を開始 

富山工場敷地内に新注射剤棟を新設、稼動開始 
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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、当社には関係会社はありません。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

とおりであります。 

第38期 
区分 販売経路 

販売高比率（％） 

0.8 

80.2 

 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  

18.8 

国内 

小計 99.8 

輸出  ユーザー当 社 商 社  0.2 

合計 100.0 

 

４【関係会社の状況】 

 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14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 

    277人  33才１ヶ月 ９年３ヶ月 5,149,771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。 
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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、ＩＴ不況の長期化等による企業活動の停滞、雇用環境の悪化等による個人消費

の低迷などが重なって、極めて深刻な景気後退の様相で推移いたしました。 

 医薬品業界におきましては、逼迫する医療保険財政建て直しのために制度の改革が盛んに議論され、実施の

方向性が明確にされるなか、薬剤費の抑制傾向が更に強まり、本年４月には２年ぶりの薬価改定が実施され、

業界平均で6.3％の引き下げが行われました。これに加えて国内外製薬企業の合併や流通再編が加速化される

など、経営を取り巻く環境は一段と厳しく、不透明感を深めております。 

 このような状況のもとで、当社は産婦人科領域、放射線科領域市場を重点に営業活動を展開し、シェアの確

保、拡大を図る一方、原価低減、経費削減等にも十分意を配しつつ品質の一層の向上、製品の安定供給、将来

を見越した生産能力の拡大等に備えるべく、新工場の建設を柱とする生産設備の増強を積極的に実施するなど、

経営基盤の強化に取り組んで参りました。 

 その結果、当期の売上高は68億５千３百万円で、前期比11.4％増、経常利益は10億７千７百万円で5.3％増、

当期純利益が５億９千１百万円で14.3％増と増収増益になりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、注射剤工場の新設等設備投資に多額の資

金を支出したことにより、前期末に比べ15億６千１百万円減少いたしました。 

 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） 

 当期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10億４千１百万円に減価償却費２億８千４

百万円、仕入債務の増加額２億１千１百万円等を加える一方で、法人税等の支払５億１千９百万円、たな卸資

産の増加額２億８千７百万円、売上債権の増加額２億８千２百万円等がありましたので、１億３千６百万円

（対前期比71.3％減）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において投資活動の結果使用した資金は、定期預金の払戻による収入５億円、リース物件の売却による

収入９億７千４百万円、出資金の返戻による収入１億２千４百万円等がありましたが、有形固定資産の取得に

よる支出11億３千１百万円、リース物件の取得による支出９億５千３百万円、定期預金の預入による支出が５

億円、保証金の支出３億３千万円等がありましたので、13億６千４百万円（前期は８千５百万円の収入）とな

りました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当期において財務活動の結果使用した資金は、自己株式の取得による支出２億３千５百万円、配当金の支払

額１億５百万円で３億４千万円（前期比3.3％減）となりました。 
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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38期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

前年同期比（％） 

ホルモン剤（千円） 2,454,686 104.8 

診断用薬（千円） 1,810,126 106.3 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 476,146 108.0 

泌尿・生殖器官系用薬（千円） 349,465 127.6 

外皮用薬（千円） 334,565 155.2 

循環器官用薬（千円） 319,819 120.8 

その他（千円） 493,340 99.6 

合計（千円） 6,238,150 108.8 

 （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）商品仕入実績 

 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38期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

前年同期比（％） 

体外診断用医薬品（千円） 303,944 101.6 

外皮用薬（千円） 38,149 81.1 

ホルモン剤（千円） 10,962 99.3 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 4,179 － 

合計（千円） 357,235 100.0 

 （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38期 

（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

前年同期比（％） 

製品   

ホルモン剤（千円） 2,395,557 106.5 

診断用薬（千円） 1,867,297 120.8 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 479,357 105.0 

泌尿・生殖器官系用薬（千円） 337,508 103.1 

外皮用薬（千円） 306,367 122.2 

循環器官用薬（千円） 264,075 109.4 

その他（千円） 494,847 113.4 

小計（千円） 6,145,011 111.6 

商品   

体外診断用医薬品（千円） 569,138 108.7 

外皮用薬（千円） 103,515 111.3 

抗生物質及び化学療法剤（千円） 19,115 145.7 

ホルモン剤（千円） 16,403 100.6 

小計（千円） 708,173 109.6 

合計（千円） 6,853,184 111.4 

 （注）１．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37期 第38期 
相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

コニカ株式会社 775,898 12.6 1,000,353 14.6 

２．本表及び（注）１．の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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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。今後も引続きこの基本理念の下に、

特定疾患領域（ホルモン剤、血管造影剤等）における貢献を通して高い成果を創出し、顧客、株主、社員その他

会社を取り巻く多くの人々に対する責任を果たしていきたいと考えております。 

 厳しい経営環境のもと、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組織の改編、情報技術の積極的活用などを通して環境の変化に適応した経営管理システムを構築し、意思決定

の迅速化と質の向上を図って参ります。 

②ジェネリック医薬品を取り巻く環境変化に即応した営業体制（専門ＭＲの採用・育成、学術機能強化、製品戦

略の策定等）を確立することにより、当社の得意とする市場でのシェアを拡大し、企業の存在価値を確固たるも

のにしていきたいと考えております。 

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、生産設

備の増設、更新を進めて参ります。 

④設備投資や研究開発費等将来への投資を確保するため、より一層の事業の効率化、コスト削減に取り組み、利

益重視の経営を進めて参ります。 

⑤コンピテンシー評価制度を見直し、新たな運用のもと、人材の育成、組織の活性化に繋げていきたいと考えて

おります。 

 

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14年９月30日現在25名で活動しており、新製品（医薬品、体外診断薬）の開発と既

存製品の改良を中心としております。 

 これまでに蓄積されたノウハウをもとに、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３億３千８百万円となっております。 

 現在、研究開発グループでは、高度化する技術に対応するため、技術の専門性を軸とした３課体制をとり、開

発テーマに取り組んでおります。 

１課は、機器を用いた化学分析、血液中の薬物動態の分析及び解析、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（ドラッグデリバリーシステム）技術を

用いた付加価値のある製剤の開発を目指しております。 

 当期は、慢性動脈閉塞症の治療薬として、注射剤ではプロスタグランジンＥ１の脂肪乳剤である「アリプロス

ト注」を、経口剤ではプロスタグランジンＩ２の誘導体である「セナプロスト錠」を発売し、平成２年発売の

「注射用アピスタンディン」で築いた市場を拡充致しました。 

また、尿路・血管造影剤の「イオパーク300シリンジ」に80ml製剤を追加し、製品規格の充実を図り、既存製品

と併せて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及び生産力強化のため、富山工場の敷地内において注

射剤工場を新設したのをはじめ、販売管理の効率化を目的としたソフトウェアの導入、生産設備、工具器具備品

等の取得に11億１千５百万円の投資を行いました。また、注射剤工場の生産設備を中心に10億７千５百万円の

リース契約を開始しております。 

 なお、当期において重要な設備の除却、売却等はありません。 

 

２【主要な設備の状況】 

 平成14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 

1,374,880 444,492
179,227
(13,876)

75,793 2,074,394 127

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 

27,876 203
25,000

(212)
5,846 58,925 57

札幌支店 
（札幌市白石区） 

販売設備 － － － 299 299 8

仙台支店 
（仙台市宮城野区） 

販売設備 302 － － 259 562 9

富山支店 
（富山県富山市） 

販売設備 － － － 118 118 7

名古屋支店 
（名古屋市名東区） 

販売設備 87 － － 155 242 17

大阪支店 
（大阪府吹田市） 

販売設備 1,177 － － 1,364 2,542 35

福岡支店 
（福岡市早良区） 

販売設備 349 － － 279 628 17

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ます。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 
数量  
（台）

リース期間  
（年） 

年間リース料  
（千円） 

リース契約残高  
（千円） 

車両運搬具 
(所有権移転外ファイナンス・リース) 

 123台 ２～５ 46,512 130,820 

機械及び装置 
(所有権移転外ファイナンス・リース) 

一式 ７ 8,232 55,301 

機械及び装置 
(所有権移転外ファイナンス・リース) 

一式 ９ 42,075 866,745 

機械及び装置 
(オペレーティング・リース) 

一式 ９ 1,010 108,070 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２．リース契約残高には、残価保証額を含めております。 
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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】 

 当期末現在の重要な設備の改修は次のとおりであります。 

(1)重要な設備の改修 

投資予定金額 着手及び完了予定年月 
事業所名   
(所在地) 

設備の内容 
総額  

（千円） 
既支払額
（千円）

資金調達
方法 

着手 完了 

完成後の
増加能力

富山工場 
(富山県富山市) 

造影剤製造
設備の改修 

360,000 － 自己資金 平成14年９月 平成14年12月 
生産能力
100％増加

（注）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 28,220,000 

計 28,220,000 

 （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、定款記載の「会社が発行する株式の総数」は、28,782,000株となっておりますが、当期末までに

利益により562,000株を消却しております。 

２．平成14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、

28,220,000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14年９月30日） 

提出日現在発行数
（株） 

（平成14年12月20日）

上場証券取引所名
又は登録証券業協
会名 

内容 

普通株式 12,870,000 12,870,000 日本証券業協会   － 

計 12,870,000 12,870,000 －   － 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 該当事項はありません。 

 

(3）【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

平成14年９月30日 
（注）４ 

△562,000 12,870,000 － 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） 

４．利益による自己株式の消却による減少（自平成14年３月18日 至平成14年９月30日） 
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(4）【所有者別状況】 

      平成14年９月30日現在

株式の状況（１単元の株式数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
(うち個人)

個人その他 計 

単元未満株
式の状況
（株） 

株主数（人） － 10 4 41
12
(2)

1,249 1,316 － 

所有株式数 
（単元） 

－ 588 5 1,432
1,116

(3)
9,725 12,866 4,000

所有株式数の割
合（％） 

－ 4.57 0.04 11.13
8.67
(0.02)

75.59 100.00 － 

 （注）１．自己株式1,870株のうち、１単元は「個人その他」に、870株は「単元未満株式の状況」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24単元含まれております。 

 

(5）【大株主の状況】 

  平成14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 24.87 

今井 道子 富山県中新川郡舟橋村海老江84-1 2,389 18.56 

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目2-1 746 5.80 

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 株式会社みず
ほコーポレート銀行) 

英国ロンドン市コールマンストリートウー
ルゲートハウス 
（東京都中央区日本橋兜町６-７） 
 

722 5.61 

新井 規子 東京都練馬区桜台３丁目36-12-307 620 4.82 

富士製薬工業従業員持株会  東京都足立区鹿浜１丁目9-11 362 2.81 

株式会社あさひ銀行 東京都千代田区大手町１丁目1-2 239 1.86 

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） 
 

222 1.72 

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 

200 1.55 

佐々木 照光 富山県黒部市吉田576-3 122 0.95 

計 － 8,823 68.56 

 （注）株式会社富士銀行は、株式会社日本興業銀行及び株式会社第一勧業銀行との分割・合併により株式会社みず

ほ銀行及び株式会社みずほコーポレート銀行に変更となり、平成14年４月１日より常任代理人は株式会社み

ずほコーポレート銀行となっております。 
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(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 平成14年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式  1,000 － 
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式12,865,000 12,865 同上 

単元未満株式 普通株式  4,000 － 同上 

発行済株式総数 12,870,000 － － 

総株主の議決権 － 12,865 － 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が24,000株（議決権の数24個）

含まれております。 

２．「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式870株が含まれております。 

 

②【自己株式等】 

    平成14年９月30日現在

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）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合 

（％） 

（自己保有株式） 
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

 

(7）【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）【定時総会決議による買受けの状況】 

  平成14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13年12月19日決議） 

800,000 450,000,000 

前決議期間における取得自己株式 562,000 234,916,000 

残存授権株式の総数及び価額の総額 238,000 215,084,000 

未行使割合（％） 29.75 47.80 
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（ロ）【子会社からの買受けの状況】 

   該当事項はありません。 

 

（ハ)【再評価差額金による消却のための買受けの状況】 

   該当事項はありません。 

 

（ニ）【取得自己株式の処理状況】 

  平成14年12月19日現在

区分 
処分、消却又は移転株式数

（株） 
処分価額の総額（円） 

新株発行に関する手続きを準用する処分を行った取得
自己株式 

－ － 

消却の処分を行った取得自己株式 562,000 234,916,000 

合併、株式交換、会社分割に係る取得自己株式の移転 － － 

再評価差額金による消却を行った取得自己株式 － － 

 

（ホ）【自己株式の保有状況】 

 平成14年12月19日現在

区分 株式数（株） 

保有自己株式数 － 

再評価差額金による消却のための所有自己株式数 － 

 



－  － 
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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14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 1,300,000 750,000,000 

再評価差額金による消却のための買受けに係る決議 － － － 

計 － － 750,000,000 

 （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10.10％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５円とし、中間配当金（１株につき４円）

と併せて、年間の配当金は１株につき９円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19.6％

となりました。 

 内部留保金につきましては、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38期の中間配当についての取締役会決議は平成14年５月16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34期 第35期 第36期 第37期 第38期 

決算年月 平成10年９月 平成11年９月 平成12年９月 平成13年９月 平成14年９月 

最高（円） 415 760 660 564 850 

最低（円） 280 305 317 300 370 

 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

月別 平成14年４月 平成14年５月 平成14年６月 平成14年７月 平成14年８月 平成14年９月

最高（円） 510 540 540 850 670 530 

最低（円） 415 450 480 550 520 450 

 （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 
富山工場統括

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 

平成12年12月 取締役（現任） 

平成14年10月 富山工場統括マネー

ジャー（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） 

2,389

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



－  － 
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（千株）

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３年12月 国際情報共生機構㈱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 5,836

 （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）は改正前の財務諸表等規則に基づき、

第38期事業年度（平成13年10月１日から平成14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）及び第38期事業年度（平成13年10月１日から平成14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。 

 

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37期 

（平成13年９月30日） 
第38期 

（平成14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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,689,242  3,001,137

２．受取手形 ※２ 775,540  730,555

３．売掛金  1,898,925  2,226,712

４．有価証券  3,576,724  1,702,983

５．自己株式  600  －

６．商品  81,033  88,888

７．製品  565,272  685,246

８．原材料  552,436  524,076

９．仕掛品  294,723  482,920

10．貯蔵品  19,825  19,362

11．前渡金  10,400  16,159

12．前払費用  16,238  24,801

13．繰延税金資産  88,948  122,116

14．未収入金  66  150,084

15．未収収益  228  99

16．その他の流動資産  16,330  26,181

17．貸倒引当金  △10,042  △3,996

流動資産合計  10,576,494 85.5  9,797,329 77.4

Ⅱ 固定資産   

(1）有形固定資産   

１．建物  1,057,105 2,051,214 

減価償却累計額  587,176 469,928 666,539 1,384,674

２．構築物  65,346 66,896 

減価償却累計額  42,139 23,207 46,897 19,998

３．機械及び装置  1,710,728 1,815,766 

減価償却累計額  1,225,183 485,544 1,374,467 441,299

   



－  － 
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第37期 

（平成13年９月30日） 
第38期 

（平成14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
（％）

４．車両運搬具  2,525 6,436 

減価償却累計額  2,234 290 3,039 3,396

５．工具器具備品  384,808 428,748 

減価償却累計額  322,047 62,760 344,629 84,118

６．土地  185,652  210,190

７．建設仮勘定  273,975  －

有形固定資産合計  1,501,359 12.1  2,143,677 16.9

(2）無形固定資産   

１．商標権  －  487

２．ソフトウェア  61,267  79,919

３．電話加入権  7,976  7,976

無形固定資産合計  69,244 0.6  88,383 0.7

(3）投資その他の資産   

１．投資有価証券  46,033  40,105

２．出資金  199,682 125,945 

投資損失引当金  △199,312 370 △125,575 370

３．破産債権・更生債権
等 

 17,956  17,624

４．長期前払費用  2,962  63,805

５．繰延税金資産  138,824  160,969

６．差入保証金  28,793  359,946

７．保険積立金  856  2,568

８．貸倒引当金  △17,956  △17,624

投資その他の資産合計  217,839 1.8  627,765 5.0

固定資産合計  1,788,443 14.5  2,859,825 22.6

資産合計  12,364,938 100.0  12,657,155 100.0

   



－  － 
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第37期 

（平成13年９月30日） 
第38期 

（平成14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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  235,815  372,813

２．買掛金  809,419  883,432

３．未払金  287,844  239,939

 
４．一年以内返済長期未払 
  金 

 －  49,722

５．未払費用  52,164  55,915

６．未払法人税等  253,136  237,305

７．未払消費税等  28,221  －

８．預り金  12,066  11,765

９．賞与引当金  232,069  245,015

10．設備支払手形  24,475  6,475

流動負債合計  1,935,213 15.6  2,102,384 16.6

Ⅱ 固定負債   

１．長期未払金  170,411  －

２．受入保証金  198,130  202,847

３．繰延税金負債  1,340  －

４．退職給付引当金  344,410  384,203

５．役員退職慰労引当金  60,704  69,844

固定負債合計  774,998 6.3  656,894 5.2

負債合計  2,710,211 21.9  2,759,279 21.8

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 1,616,950 13.1  1,616,950 12.8

Ⅱ 資本準備金  2,226,020 18.0  2,226,020 17.6

Ⅲ 利益準備金  158,179 1.3  164,079 1.3

Ⅳ その他の剰余金   

１．任意積立金   

(1）別途積立金  4,800,000 4,800,000 5,000,000 5,000,000

２．当期未処分利益  851,733  893,314

 



－  － 

 

(21) ／ 2005/03/03 10:08 (2005/03/03 10:08) ／ 266064_01_060_2k_02086503／第５－１財務諸表等／富士製薬工業／有報 

21

  
第37期 

（平成13年９月30日） 
第38期 

（平成14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
（％）

その他の剰余金合計  5,651,733 45.7  5,893,314 46.5

Ⅴ その他有価証券評価差額金  1,843 0.0  △1,588 △0.0

Ⅵ 自己株式  － －  △899 △0.0

資本合計  9,654,726 78.1  9,897,875 78.2

負債資本合計  12,364,938 100.0  12,657,155 100.0
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②【損益計算書】 

  
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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  5,506,815 6,145,011 

２．商品売上高  646,002 6,152,817 100.0 708,173 6,853,184 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．商品製品期首たな卸高  562,289 646,305 

２．当期商品仕入高  357,194 357,235 

３．当期製品製造原価  2,723,342 3,417,187 

合計  3,642,825 4,420,729 

４．商品製品期末たな卸高  646,305 774,135 

５．他勘定振替高 ※１ 12,291 2,984,228 48.5 26,793 3,619,800 52.8

売上総利益  3,168,589 51.5  3,233,384 47.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．販売促進費  41,897 62,915 

２．販売手数料  217,231 240,670 

３．荷造運送費  133,706 133,443 

４．交際費  15,366 11,305 

５．貸倒引当金繰入額  1,326 － 

６．役員報酬  30,660 29,820 

７．給与賞与  750,003 719,666 

８．賞与引当金繰入額  93,478 159,343 

９．退職給付引当金繰入額  31,107 31,989 

10．役員退職慰労引当金繰
入額 

 9,290 9,139 

11．福利厚生費  133,547 136,669 

12．旅費交通費  102,006 105,311 

13．賃借料  132,346 140,106 

14．減価償却費  17,361 20,358 

15．研究開発費 ※２ 348,701 338,479 

16．その他  250,579 2,308,610 37.5 279,158 2,418,378 35.3

営業利益  859,979 14.0  815,005 11.9
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第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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  5,152 2,128 

２．有価証券利息  8,970 1,682 

３．受取配当金  674 272 

４．匿名組合投資利益  159,204 245,176 

５．有価証券売却益  76 － 

６．為替差益  － 21,796 

７．雑収入  3,704 177,782 2.9 11,674 282,730 4.1

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  280 282 

２．売上割引  757 1,045 

３．有価証券売却損  － 14,780 

４．為替差損  800 － 

５．雑損失  13,262 15,100 0.3 4,335 20,444 0.3

経常利益  1,022,661 16.6  1,077,292 15.7

Ⅵ 特別利益   

１．貸倒引当金戻入額  － － － 6,045 6,045 0.1

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産除却損 ※３ 36,100 1,616 

２．役員退職慰労金  45,125 － 

３．投資有価証券評価損  25,032 － 

４．たな卸資産評価損  21,619 127,878 2.1 40,171 41,788 0.6

税引前当期純利益  894,783 14.5  1,041,549 15.2

法人税、住民税及び事
業税 

 398,501 504,113 

法人税等調整額  △21,267 377,233 6.1 △54,157 449,955 6.6

当期純利益  517,549 8.4  591,594 8.6

前期繰越利益  625,690  588,110
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第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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  51,882  51,474

中間配当に伴う利益準
備金積立額 

 5,188  －

利益による自己株式消
却額 

 234,436  234,916

当期未処分利益  851,733  893,314
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製造原価明細書 

  
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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   2,068,355 71.3  2,543,544 70.4

Ⅱ 労務費 ※１  376,009 13.0  431,008 11.9

Ⅲ 経費      

減価償却費  228,033  242,881  

消耗品費  100,460  165,161  

その他  125,486 453,980 15.7 231,168 639,211 17.7

当期総製造費用   2,898,345 100.0  3,613,763 100.0

仕掛品期首たな卸高   165,453  294,723 

合計   3,063,798  3,908,487 

仕掛品期末たな卸高   294,723  482,920 

他勘定振替高 ※２  45,732  8,379 

当期製品製造原価   2,723,342  3,417,187 

 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 33,968千円

退職給付引当金繰入額 6,523千円
  

  
賞与引当金繰入額 62,895千円

退職給付引当金繰入額 8,135千円
  

※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
  

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

未収入金 8,379千円
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③【キャッシュ・フロー計算書】 

  
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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  894,783 1,041,549 

減価償却費  266,093 284,809 

退職給与引当金の減少
額 

 △312,523 － 

退職給付引当金の増加
額 

 344,410 39,792 

役員退職慰労引当金の
増加額（△は減少額） 

 △63,922 9,139 

貸倒引当金の増加額
（△は減少額） 

 1,326 △6,377 

賞与引当金の増加額  93,371 12,946 

受取利息及び受取配当
金 

 △14,797 △4,083 

為替差益  － △21,796 

有価証券売却益  △76 － 

有価証券売却損  － 14,780 

固定資産除却損  36,100 1,616 

投資有価証券評価損  25,032 － 

売上債権の増加額  △270,280 △282,470 

たな卸資産の増加額  △188,171 △287,203 

未収入金の減少額 
（△は増加額） 

 8,933 △607 

長期前払費用の増加額  － △60,842 

仕入債務の増加額  158,172 211,010 

未払金の増加額 
（△は減少額） 

 85,544 △10,886 

未払費用の増加額 
（△は減少額） 

 △71,098 3,750 

未払消費税等の減少額  － △28,221 

未収消費税等の増加額  － △19,465 

受入保証金の増加額  10,013 4,717 

長期未払金の減少額  △159,204 △245,176 

役員賞与の支払額  △3,000 △4,000 

その他  △14,720 △1,047 

小計  825,985 651,932 

利息及び配当金の受取
額 

 14,965 4,212 

法人税等の支払額  △366,000 △519,944 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 474,950 136,200 
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第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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 

   

定期預金の預入による
支出 

 － △500,000 

定期預金の払戻による
収入 

 － 500,000 

有価証券の売却等によ
る収入 

 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 

 △433,690 △1,131,081 

無形固定資産の取得等
による支出 

 △5,718 △47,446 

リース物件の取得等に
よる支出 

 － △953,313 

リース物件の売却等に
よる収入 

 － 974,284 

出資金の返戻による収
入 

 84,751 124,487 

保険積立金の返戻によ
る収入 

 135,039 － 

差入保証金の支出  － △330,000 

投資活動におけるその
他の収入純額 

 △4,759 △1,712 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 85,900 △1,364,781 

    

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 

 △13,188 － 

自己株式の取得による
支出 

 △234,786 △235,215 

配当金の支払額  △104,030 △105,066 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △352,005 △340,281 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 △800 7,015 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額（△は減少額） 

 208,045 △1,561,846 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 6,057,921 6,265,967 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 6,265,967 4,704,120 
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④【利益処分計算書】 

  
第37期 

株主総会承認日 
（平成13年12月19日） 

第38期 
株主総会承認日 

（平成14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   851,733  893,314 

Ⅱ 利益処分額      

１．利益準備金  5,900  －  

２．利益配当金  53,722  64,340  

３．役員賞与金  4,000  3,400  

（うち監査役分）  （650） （750） 

４．任意積立金      

(1）別途積立金  200,000 263,622 － 67,740 

Ⅲ 次期繰越利益   588,110  825,574 
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重要な会計方針 

項目 
第37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

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。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

      同左 

 

 

 

時価のないもの 

      同左 

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 

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

(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          ７～50年

機械装置           7年

 (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。 

(2)無形固定資産 

       同左 

 (3）長期前払費用 

定額法を採用しております。 

(3)長期前払費用 

       同左 

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、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。 

(1)貸倒引当金 

       同左 

 (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37期 

（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

 (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。 

(4)退職給付引当金 

        同左 

 (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37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

（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。 

（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「未払消費税等

の減少額」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、前期の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含まれている「未払消費税等の減少額」は

4,956千円であります。 
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追加情報 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

（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。 

────── 

────── （自己株式） 

 前期末において資産の部に計上しておりました「自己

株式」（流動資産600千円）は、財務諸表等規則の改正

により、当期末においては資本の部の末尾に表示してお

ります。 

────── （自己株式及び法定準備金取崩等会計） 

 当期から「企業会計基準第１号 自己株式及び法定準

備金の取崩等に関する会計基準」（平成14年２月21日 

企業会計基準委員会）を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第37期 
（平成13年９月30日） 

第38期 
（平成14年９月30日） 

  
※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
  

  
※１ 会社が発行する株式の総数 28,220,000株

発行済株式の総数 12,870,000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。 

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 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 71,063千円
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（損益計算書関係） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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。 

   販売費及び一般管理費       6,028千円 

   雑損失              2,196千円 

   たな卸資産評価損         18,568千円 

※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 348,701千円
  

  
一般管理費に含まれる研究開発費 338,479千円

  
※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。 

※３ 固定資産除却損は、建物581千円、工具器具備品 

   1,035千円であります。 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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13年９月30日現在） （平成14年９月30日現在）
  

現金及び預金勘定 2,689,242千円

有価証券 3,576,724 

現金及び現金同等物 6,265,967 

  

  
  

  
現金及び預金勘定 3,001,137千円

有価証券 1,702,983 

現金及び現金同等物 4,704,120 
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（リース取引関係） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

１．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 

 

 

 

 

 

 

 前期まで「支払利子込み法」により算定しておりまし

たが、当期に有形固定資産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が高まったことにより重要性が

増したため、当期から支払利息相当額を控除した方法に

より算定することに変更しております。 

 また、これに伴い、当期から維持管理費用相当額を控

除して算定することに変更しております。以下の「支払

利子込み法」による算定金額は、維持管理費用相当額も

含めております。 

（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 193,374 82,448 110,925

合計 193,374 82,448 110,925

  

  

 
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 92,295 33,372 58,922

機械及び装置 927,890 45,715 882,174

合計 1,020,185 79,088 941,097

  
（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。 

 なお、支払利子込み法により算定した金額は下記のと

おりであります。 

  

 
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 219,750 88,929 130,820

機械及び装置 972,353 50,307 922,046

合計 1,192,103 139,236 1,052,866

      

 

（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 42,718千円

１年超 68,207千円

合計 110,925千円
  

  
１年内 119,301千円

１年超 849,363千円

合計 968,664千円
  

（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。 

 なお、支払利子込み法により算定した金額は下記のと

おりであります。 

１年内 152,843千円

１年超 900,023千円

合計 1,052,866千円
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第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

（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 46,853千円

減価償却費相当額 46,853千円
  

  
支払リース料 96,819千円

減価償却費相当額 60,738千円

支払利息相当額 9,425千円
  

  なお、支払利子込み法により算定した金額は下記のと

おりであります。 

支払リース料 96,819千円

減価償却費相当額 96,819千円
 

（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。 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額について 

 は、リース契約上に残価保証の取決めがある場合 

 は当該残価保証額、それ以外は零とする定額法に 

 よっております。 

 

──────── 

 

 

 

 

──────── 

（5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額（維持管理費用相当額を除く）と

リース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については、利息法によっ

ております。 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年内 12,127千円

１年超 95,950千円

合計 108,077千円
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（有価証券関係） 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

第37期（平成13年９月30日） 第38期（平成14年９月30日） 

 種類 
取得原価 
（千円） 

貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）
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 26,022 28,799 2,776

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 26,022 28,799 2,776

株式 16,626 16,214 △411 16,626 11,106 △5,520

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 16,626 11,106 △5,520

合計 42,648 45,833 3,184 42,648 39,905 △2,743

 

２ 前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券 

第37期（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金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

 第38期 
（自 平成13年10月１日 

至 平成14年９月30日） 

売却額（千円） 3,644,818 

売却益の合計額（千円） － 

売却損の合計額（千円） 14,780 
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３ 時価のない主な有価証券の内容 

第37期（平成13年９月30日） 第38期（平成14年９月30日） 
種類 

貸借対照表計上額（千円） 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 

2,183,508 702,855 

フリー・ファイナンシャル・
ファンド 

1,193,017 1,000,127 

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） 

200 200 

 

（デリバティブ取引関係） 

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。 

 

第38期（自平成13年10月１日 至平成14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。 

 

（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。また、中小企業退職金共済事業団

及び総合設立型の東京薬業厚生年金基金に加入しております。従業員の退職等に際しては、割増退職金を

支払う場合があります。 

 

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） 
第38期 

（平成14年９月30日現在） 

(1)退職給付債務（千円） 555,113 606,423 

(2)中小企業退職金共済事業団の給付見込額
（千円） 

210,702 222,219 

(3)退職給付引当金 (1)－(2)（千円） 344,410 384,203 

 

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） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

(1)勤務費用（千円） 49,908 50,256 

(2)臨時に支払った割増退職金等（千円） 2,813 700 

(3)総合設立型の厚生年金基金への掛金  
（千円） 

30,031 32,312 

(4)退職給付費用（千円） 82,753 83,268 
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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。 

 

 ５ 東京薬業厚生年金基金に関する事項 

   同基金については、当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、上記

２の計算には含まれておりません。なお、当社の掛金拠出割合に基づき計算した同基金に係る期末の年金

資産の額は前期末においては738,565千円、当期末においては789,543千円であります。 

 

（税効果会計関係） 

第37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14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
  

  
（繰延税金資産） 

退職給付引当金繰入限度超過額 118,077千円

賞与引当金繰入限度超過額 68,035千円

役員退職慰労引当金繰入額否認 29,404千円

未払事業税等否認 26,146千円

その他 41,421千円

繰延税金資産合計 283,086千円
  

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 1,340千円
 

 

２．法定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。 

２．法定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 

 

          同左 

 

（持分法損益等） 

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。 

 

第38期（自平成13年10月１日 至平成14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 

（被所有）
直接 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．今井博文は、個人主要株主にも該当しております。 

２．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。 

３．取引金額には消費税等は含まれておりません。 

 

第38期（自平成13年10月１日 至平成14年９月30日） 

(1)役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 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   
（注１） 

今井 博文 － － 
当社代表取締役
社長 

（被所有）
直接 24.87%

－ － 
建物の賃借
（注２）

－ 差入保証金 1,200

役員 田口 佳史 － － 
当社監査役 

㈱イメージプラン
代表取締役 

－ － － 
コンサル
ティング  
（注３）

3,600 － －

役員 田口 佳史 － － 
当社監査役  

国際情報共生機
構㈱代表取締役

－ － － 
教育研修  
（注３）

8,400 未払金 420

 （注）取引条件ないし取引条件の決定方針等 

１．今井博文は、個人主要株主にも該当しております。 

２．建物の賃借契約は近隣の家賃等を参考にして、同等の価格によっております。 

３．田口佳史が第三者の代表者として行った取引であり、価格等は一般的取引条件によっております。 

４．上記金額のうち、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37期 
（自 平成12年10月１日 
至 平成13年９月30日） 

第38期 
（自 平成13年10月１日 
至 平成14年９月30日） 

  

１株当たり純資産額 718.79円

１株当たり当期純利益 37.70円

  

  

１株当たり純資産額 769.18円

１株当たり当期純利益 45.32円

  
 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。 

 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、新株予約権付社債等潜在株式がないため、記載

しておりません。 

 （注） 第38期の１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益金額は、発行済株式総数より自己株式数を控除し

て計算しております。 

 

（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 20,677 

㈱大和銀ホールディングス 117,350 10,678 

㈱アズウェル 5,097 1,998 

朝日印刷㈱ 2,050 1,640 

東和薬品㈱ 1,100 1,914 

沢井製薬㈱ 1,000 1,930 

日本証券代行㈱ 1,000 640 

イワキ㈱ 2,928 427 

投資有価証
券 

その他有
価証券 

財形住宅金融㈱ 1 200 

計  40,105 

 

【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） 

1,000,127,893 1,000,127 

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） 

502,786,172 502,786 有価証券 
その他 
有価証券 

野村マネー・マネージメント・ファン
ド（スパークス証券） 

200,069,095 200,069 

  1,702,983 
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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 1,057,105 995,428 1,320 2,051,214 666,539 80,102 1,384,674

構築物 65,346 1,550 － 66,896 46,897 4,758 19,998

機械及び装置 1,710,728 105,037 － 1,815,766 1,374,467 149,283 441,299

車両運搬具 2,525 3,911 － 6,436 3,039 804 3,396

工具器具備品 384,808 51,108 7,168 428,748 344,629 28,715 84,118

土地 185,652 24,537 － 210,190 － － 210,190

建設仮勘定 273,975 － 273,975 － － － －

有形固定資産計 3,680,141 1,181,573 282,464 4,579,251 2,435,573 263,664 2,143,677

無形固定資産    

商標権 － 500 － 500 12 12 487

ソフトウェア 95,076 39,785 9,000 125,861 45,942 21,133 79,919

電話加入権 7,976 － － 7,976 － － 7,976

無形固定資産計 103,053 40,285 9,000 134,338 45,955 21,145 88,383

長期前払費用 2,962 62,446 1,603 63,805 － － 63,805

繰延資産    

－ － － － － － － －

繰延資産計 － － － － － － －

 （注）当期増加額の主なものは下記のとおりであります。 

建物     富山工場注射剤工場新設    969,192千円 

 

【借入金等明細表】 

 
前期末残高 
（千円） 

当期末残高 
（千円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 － － － － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） － － － － 

その他の有利子負債 
受入保証金 198,130 202,847

 
0.1 

－ 

計 198,130 202,847 － － 

 （注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．「その他の有利子負債」の受入保証金は返済期限の定めのないものであります。 
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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 

普通株式 （注３・４） （株） 13,432,000 － 562,000 12,870,000 

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

計 （株） 13,432,000 －  12,870,000 

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） 158,179 5,900 － 164,079 

（任意積立金） 
別途積立金 （注２） 

 
（千円）

 
4,800,000 

 
200,000 

 
－ 

 
5,000,000 

利益準備金及
び任意積立金 

計 （千円） 4,958,179 205,900 － 5,164,079 

 （注）１．当期増加額は前期決算の利益処分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。 

４．期末日現在における自己株式数は1,870株であります。 

 

【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） 27,998 3,996 281 10,092 21,620

投資損失引当金（注２） 199,312 － － 73,736 125,575

賞与引当金 232,069 245,015 232,069 － 245,015

役員退職慰労引当金 60,704 9,139 － － 69,844

 （注）１．貸倒引当金の当期減少額（その他）のうち、9,693千円は一般債権の貸倒実績率による洗替額であり、

399千円は貸倒懸念債権等特定の債権の回収による取崩額であります。 

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 3,718 

預金の種類  

当座預金 266,591 

普通預金 1,282,570 

郵便貯金 2,670 

外貨預金 245,338 

定期預金 1,200,000 

別段預金 248 

小計 2,997,418 

合計 3,001,137 

 

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㈱ 84,880 

神戸医師協同組合 43,761 

榎本薬品㈱ 33,369 

㈱那覇薬品 29,026 

㈱日医工オオサカ 28,349 

その他 511,169 

合計 730,555 

 

(ロ)期日別内訳 

期日別 金額（千円） 

平成14年10月 183,609 

平成14年11月 187,844 

平成14年12月 200,479 

平成15年１月 132,030 

平成15年２月 26,592 

合計 730,555 
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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㈱ 477,233 

㈱スズケン 233,994 

東邦薬品㈱ 154,956 

㈱クラヤ三星堂 139,873 

㈱アズウェル 120,924 

その他 1,099,730 

合計 2,226,712 

 

(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 

1,898,925 7,195,843 6,868,057 2,226,712 75.5 104.6 

 （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 61,377 

外皮用薬 19,288 

抗生物質及び化学療法剤 4,390 

ホルモン剤 3,832 

合計 88,888 
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５）製品 

区分 金額（千円） 

診断用薬 216,467 

ホルモン剤 213,404 

抗生物質及び化学療法剤 58,019 

外皮用薬 45,628 

循環器官用薬 40,295 

泌尿・生殖器官用薬 27,622 

その他 83,808 

合計 685,246 

 

６）原材料 

区分 金額（千円） 

主要原材料 408,881 

副資材 115,194 

合計 524,076 

 

７）仕掛品 

区分 金額（千円） 

診断用薬 354,400 

ホルモン剤 83,688 

抗生物質及び化学療法剤 13,898 

外皮用薬 7,197 

泌尿・生殖器官系用薬 6,470 

循環器官用薬 4,008 

その他 13,257 

合計 482,920 

 

８）貯蔵品 

区分 金額（千円） 

研究用材料 14,853 

その他 4,509 

合計 19,362 
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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㈱ 74,322 

科研ファルマ㈱ 67,345 

㈱佐藤アンプル製作所 43,870 

新新薬品工業㈱ 31,178 

バイロン貿易㈱ 26,529 

その他 129,567 

合計 372,813 

 

(ロ)期日別内訳 

期日別 金額（千円） 

平成14年10月 76,722 

平成14年11月 131,641 

平成14年12月 96,372 

平成15年１月以降 68,076 

合計 372,813 

 

２）買掛金 

相手先 金額（千円） 

長瀬産業㈱ 424,839 

三井物産㈱ 156,827 

大洋薬品工業㈱ 63,795 

日本シイベルヘグナー㈱ 57,362 

白鳥薬品㈱ 28,720 

その他 151,886 

合計 883,432 

 

(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 

 該当事項はありません。 
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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 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単元の株式数 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 

単元未満株式の買取り  

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。 
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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）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） 

 

(2）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） 

 

(3）有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度（第37期）（自 平成12年10月１日 至 平成13年９月30日）平成13年12月20日関東財務局長に提出 

 

(4) 自己株券買付状況報告書 

平成14年１月９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12月19日 至 13年12月31日） 

 

(5) 自己株券買付状況報告書 

平成14年２月12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14年１月１日 至 14年１月31日） 

 

(6) 自己株券買付状況報告書 

平成14年３月11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14年２月１日 至 14年２月28日） 

 

(7) 自己株券買付状況報告書 

平成14年４月11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14年３月１日 至 14年３月31日） 

 

(8) 自己株券買付状況報告書 

平成14年５月８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14年４月１日 至 14年４月30日） 

 

(9) 自己株券買付状況報告書 

平成14年６月10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14年５月１日 至 14年５月31日） 

 

(10)半期報告書 

（第38期中）（自 平成13年10月１日 至 平成14年３月31日）平成14年６月21日関東財務局長に提出 

 

(11)自己株券買付状況報告書 

平成14年７月18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14年６月１日 至 14年６月30日） 
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(12)自己株券買付状況報告書 

平成14年８月８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14年７月１日 至 14年７月31日） 

 

(13)自己株券買付状況報告書 

平成14年９月３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14年８月１日 至 14年８月31日） 

 

(14)自己株券買付状況報告書 

平成14年10月７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14年９月１日 至 14年９月30日） 

 

(15)自己株券買付状況報告書 

平成14年11月６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14年10月１日 至 14年10月31日） 

 

(16)自己株券買付状況報告書 

平成14年12月４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14年11月１日 至 14年11月30日） 

 



－  － 

 

(49) ／ 2005/03/03 10:08 (2005/03/03 10:08) ／ 266064_01_110_2k_02086503／第６株式／富士製薬工業／有報 

49

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。 

 



 

 

 

(52) ／ 2005/03/03 10:08 (2005/03/03 10:08) ／ 266064_26_0109_2k_02086503／監査H13単体／富士製薬工業 

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。 

 



 

 

(53) ／ 2005/03/03 10:08 (2005/03/03 10:08) ／ 266064_26_0209_2k_02086503／監査H14単体／富士製薬工業 

監 査 報 告 書 

 

  平成14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13年10月１日から平成14年９月30日までの第38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14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。 

 

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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