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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】
 

回次
第130期

第１四半期累計期間
第131期

第１四半期累計期間
第130期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日

売上高 (千円) 2,693,120 2,561,230 9,666,222

経常利益 (千円) 941,750 759,043 2,326,434

四半期(当期)純利益 (千円) 649,086 529,043 1,589,635

持分法を適用した場合の
投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 1,227,000 1,227,000 1,227,000

発行済株式総数 (千株) 12,154 12,154 12,154

純資産額 (千円) 23,891,802 24,238,698 24,248,485

総資産額 (千円) 27,033,657 26,958,036 26,989,017

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 54.35 44.30 133.11

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 44.26 133.03

１株当たり配当額 (円) ― ― 60

自己資本比率 (％) 88.4 89.8 89.8
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 第130期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

３  当社は関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資損益を記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社及び親会社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

 

当第１四半期累計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等または、前

事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

 
２ 【経営上の重要な契約等】

 

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

 
３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

（1）経営成績の分析

当第１四半期累計期間の止瀉整腸薬市場においては、一般用製品の外国人観光客による消費増加に陰りが見える

など、事業環境は厳しいものとなっています。

当社においても、主力製品である「新ビオフェルミンＳ」が15億４千９百万円（前年同四半期比6.6％の減少）の

売上高となり、医薬品を含めた一般用製品全体で16億３千１百万円（前年同四半期比6.9％の減少）、医療用医薬品

全体では８億４千２百万円（前年同四半期比0.4％の減少）となりました。

食品原料等を含めた売上高全体では、25億６千１百万円（前年同四半期比4.9％の減少）となり、営業利益は７億

２千９百万円（前年同四半期比19.0％の減少）、経常利益は７億５千９百万円（前年同四半期比19.4％の減少）、

四半期純利益は５億２千９百万円（前年同四半期比18.5％の減少）となりました。

 

（2）財政状態の分析

総資産は、前事業年度末に比べて３千万円減少し、当第１四半期会計期間末における残高は、269億５千８百万円

となりました。

流動資産は、現金及び預金の増加が主な要因となり、前事業年度末に比べて４億２千２百万円増加し、当第１四

半期会計期間末における残高は、150億５千８百万円となりました。

固定資産は、当社保有株式の時価の減少や有形固定資産の減価償却による減少があったこと等により、前事業年

度末に比べて４億５千３百万円減少し、当第１四半期会計期間末における残高は、118億９千９百万円となりまし

た。

負債は、前事業年度末に比べて２千１百万円減少し、当第１四半期会計期間末における残高は、27億１千９百万

円となりました。

純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加があったものの、配当金の支払いによる減少や当社保有

株式の時価の減少等により、前事業年度末に比べて９百万円減少し、当第１四半期会計期間末における残高は、242

億３千８百万円となり、自己資本比率は89.8％となりました。

 

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当会社の事業上及び財政上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた

課題はありません。

 

（4）研究開発活動

当第１四半期累計期間の研究開発費の総額は、72,321千円であります。
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第３ 【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 発行可能株式総数(株)

普通株式 30,000,000

計 30,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月８日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,154,000 12,154,000
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株であります。

計 12,154,000 12,154,000 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

 

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

 

該当事項はありません。

 

(5) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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28年６月30日 ― 12,154 ― 1,227,000 ― 734,457
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

 

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載する

ことができませんので、直前の基準日である平成28年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成28年３月31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)
(自己保有株式)
普通株式 211,400
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,929,200
 

119,292 ―

単元未満株式 普通株式 13,400
 

― 一単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 12,154,000 ― ―

総株主の議決権 ― 119,292 ―
 

(注) １ 「単元未満株式」の欄の普通株式には当社所有の自己株式76株が含まれております。

２ 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が100株(議決権１個)含ま

れております。

 

② 【自己株式等】

平成28年３月31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)      
ビオフェルミン製薬
株式会社

神戸市長田区三番町
五丁目５番地

211,400 ― 211,400 1.7

計 ― 211,400 ― 211,400 1.7
 

 

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第63

号)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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間(平成28年４月１日から平成28年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期財務諸表につい

て、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１ 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 10,484,292 11,005,423

  売掛金 2,833,063 2,786,040

  製品 411,325 352,828

  仕掛品 669,407 640,012

  原材料及び貯蔵品 92,430 133,634

  繰延税金資産 99,080 99,080

  その他 46,623 41,567

  流動資産合計 14,636,224 15,058,586

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 7,935,532 7,949,254

    減価償却累計額 △4,404,359 △4,472,887

    建物（純額） 3,531,172 3,476,367

   構築物 255,967 255,967

    減価償却累計額 △211,095 △213,052

    構築物（純額） 44,872 42,914

   機械及び装置 9,253,452 9,262,745

    減価償却累計額 △6,620,300 △6,796,981

    機械及び装置（純額） 2,633,152 2,465,763

   車両運搬具 11,372 12,772

    減価償却累計額 △11,113 △11,236

    車両運搬具（純額） 258 1,535

   工具、器具及び備品 664,024 677,269

    減価償却累計額 △612,986 △617,981

    工具、器具及び備品（純額） 51,037 59,288

   土地 3,338,574 3,338,574

   建設仮勘定 516,170 541,070

   有形固定資産合計 10,115,238 9,925,513

  無形固定資産 113,269 107,926

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,100,946 1,840,790

   従業員に対する長期貸付金 3,510 5,370

   その他 19,829 19,848

   投資その他の資産合計 2,124,286 1,866,008

  固定資産合計 12,352,793 11,899,449

 資産合計 26,989,017 26,958,036
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 32,048 63,512

  未払金 1,022,345 1,052,347

  未払法人税等 202,456 252,232

  預り金 10,860 59,962

  販売促進引当金 90,000 45,000

  賞与引当金 149,806 82,747

  流動負債合計 1,507,517 1,555,801

 固定負債   

  繰延税金負債 842,434 762,826

  退職給付引当金 323,021 334,988

  その他 67,558 65,721

  固定負債合計 1,233,014 1,163,536

 負債合計 2,740,532 2,719,338

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,227,000 1,227,000

  資本剰余金 752,676 752,676

  利益剰余金 21,466,389 21,637,157

  自己株式 △320,748 △320,755

  株主資本合計 23,125,317 23,296,078

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,097,551 917,003

  評価・換算差額等合計 1,097,551 917,003

 新株予約権 25,616 25,616

 純資産合計 24,248,485 24,238,698

負債純資産合計 26,989,017 26,958,036
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(2) 【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 2,693,120 2,561,230

売上原価 1,008,560 1,035,194

売上総利益 1,684,560 1,526,035

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 35,849 51,689

 販売促進引当金繰入額 43,000 45,000

 発送費 12,560 13,350

 広告宣伝費 425,772 359,286

 役員報酬 29,430 46,500

 給料及び手当 81,461 90,321

 賞与引当金繰入額 28,501 32,911

 退職給付費用 5,169 4,750

 福利厚生費 15,469 17,762

 減価償却費 4,818 7,958

 研究開発費 59,149 72,321

 その他 42,966 55,010

 販売費及び一般管理費合計 784,149 796,862

営業利益 900,410 729,173

営業外収益   

 受取利息 1,251 284

 受取配当金 33,589 33,360

 雑収入 8,415 2,488

 営業外収益合計 43,256 36,133

営業外費用   

 寄付金 300 5,760

 固定資産除却損 1,121 0

 雑損失 494 503

 営業外費用合計 1,916 6,263

経常利益 941,750 759,043

税引前四半期純利益 941,750 759,043

法人税等 292,663 230,000

四半期純利益 649,086 529,043
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対

応報告第32号　平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。
 

　

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

税金費用の計算

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
 

　

(追加情報)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

第１四半期会計期間から適用しております。
 

　

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

──── ────

 

　

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

──── ────

 

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期

累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

 
前第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

減価償却費 309,633千円 259,402千円
 

　

(株主資本等関係)

前第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年5月11日
取締役会

普通株式 358,284 30 平成27年3月31日 平成27年6月25日 利益剰余金
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２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

　

当第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年5月13日
取締役会

普通株式 358,275 30 平成28年3月31日 平成28年6月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日後となる

もの

該当事項はありません。

 

(持分法損益等)

関連会社がありませんので、該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

当社は単一セグメント(医薬品製造業)であるため、セグメント情報につきましては記載を省略しております。

　

当第１四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

当社は単一セグメント(医薬品製造業)であるため、セグメント情報につきましては記載を省略しております。

 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期累計期間

(自 平成27年４月１日
至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 54円35銭 44円30銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 649,086 529,043

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(千円) 649,086 529,043

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,942 11,942

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 44円26銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） ― ―

普通株式増加数（千株） ― 10

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、
前事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(注) 前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため

記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第130期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）期末配当については、平成28年５月13日開催の取締役会

において、平成28年３月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り期末配当を行うことを決議いたし

ました。

   ① 配当金の総額 358,275千円

   ② １株当たりの配当金 30円00銭

   ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成28年６月29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。

 

EDINET提出書類

ビオフェルミン製薬株式会社(E00960)

四半期報告書

13/14



独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成28年８月４日

ビオフェルミン製薬株式会社

取締役会  御中

太陽有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士     大　村   　茂　   印   

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士     児　玉   秀　康   印   

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているビオフェルミン

製薬株式会社の平成28年４月１日から平成29年３月31日までの第131期事業年度の第１四半期会計期間(平成28年４月１

日から平成28年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成28年４月１日から平成28年６月30日まで)に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適

正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ビオフェルミン製薬株式会社の平成28年６月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点におい

て認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、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）１．上記は四半期レビュー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（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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