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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131期

第１四半期累計期間
第132期

第１四半期累計期間
第131期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日

自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日

売上高 (千円) 2,561,230 3,013,019 10,618,939

経常利益 (千円) 759,043 1,148,295 2,709,916

四半期(当期)純利益 (千円) 529,043 800,295 1,899,454

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) 24,238,698 25,814,379 25,517,519

総資産額 (千円) 26,958,036 28,917,809 28,671,870

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 44.30 67.01 159.05

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 66.90 158.82

１株当たり配当額 (円) ― ― 85

自己資本比率 (％) 89.8 89.1 88.8
 

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 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。

３　第131期の１株当たり配当額85円には、会社創立100周年記念配当25円を含んでおります。

 

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売上高は、主力製品である「新ビオフェルミンＳ」が18億円（前年同四半期比16.2％の

増加）の売上高となり、医薬品を含めた一般用製品全体で18億９千６百万円（前年同四半期比16.2％の増加）、医

療用医薬品全体では10億５千６百万円（前年同四半期比25.3％の増加）となりました。

食品原料等を含めた売上高全体では、30億１千３百万円（前年同四半期比17.6％の増加）となり、営業利益は11

億２千万円（前年同四半期比53.7％の増加）、経常利益は11億４千８百万円（前年同四半期比51.3％の増加）、四

半期純利益は８億円（前年同四半期比51.3％の増加）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２億４千５百万円増加し、当第１四半期会計期間末における残高は、289億１千

７百万円となりました。

流動資産は、売掛金の増加が主な要因となり、前事業年度末に比べて１億９千１百万円増加し、当第１四半期会

計期間末における残高は、170億１千６百万円となりました。

固定資産は、有形固定資産の減価償却による減少があったものの、当社保有株式の時価の増加があったこと等に

より、事業年度末に比べて５千４百万円増加し、当第１四半期会計期間末における残高は、119億１百万円となりま

した。

負債は、前事業年度末に比べて５千万円減少し、当第１四半期会計期間末における残高は、31億３百万円となり

ました。

純資産は、配当金の支払いによる減少があったものの、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加等により、

前事業年度末に比べて２億９千６百万円増加し、当第１四半期会計期間末における残高は、258億１千４百万円とな

り、自己資本比率は89.1％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、61,686千円であります。
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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29年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年８月９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29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29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29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 211,500
 

― ―

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 13,300
 

― 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61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29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

211,500 ― 211,500 1.7

計 ― 211,500 ― 211,500 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29年４月１日から平成29年

６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29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29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 12,800,116 12,442,475

  売掛金 2,739,856 3,257,396

  製品 550,625 546,847

  仕掛品 479,632 455,844

  原材料及び貯蔵品 114,838 152,955

  繰延税金資産 124,725 124,725

  その他 15,589 36,163

  流動資産合計 16,825,384 17,016,408

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 8,705,889 8,710,219

    減価償却累計額 △4,697,127 △4,761,407

    建物（純額） 4,008,761 3,948,811

   構築物 277,500 278,048

    減価償却累計額 △220,480 △222,260

    構築物（純額） 57,019 55,788

   機械及び装置 9,363,209 9,372,979

    減価償却累計額 △7,311,926 △7,446,719

    機械及び装置（純額） 2,051,282 1,926,260

   車両運搬具 16,582 16,582

    減価償却累計額 △12,315 △12,848

    車両運搬具（純額） 4,266 3,733

   工具、器具及び備品 692,338 702,096

    減価償却累計額 △622,057 △629,662

    工具、器具及び備品（純額） 70,281 72,434

   土地 3,338,574 3,338,574

   リース資産 - 7,584

    減価償却累計額 - △126

    リース資産（純額） - 7,457

   有形固定資産合計 9,530,186 9,353,059

  無形固定資産 100,768 112,591

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,195,795 2,416,831

   従業員に対する長期貸付金 4,520 4,370

   その他 15,215 14,548

   投資その他の資産合計 2,215,531 2,435,749

  固定資産合計 11,846,486 11,901,400

 資産合計 28,671,870 28,917,809
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 33,475 82,818

  未払金 1,020,921 1,042,120

  未払法人税等 536,568 383,342

  預り金 11,776 99,793

  リース債務 - 1,638

  販売促進引当金 93,000 49,000

  賞与引当金 175,503 89,924

  流動負債合計 1,871,245 1,748,637

 固定負債   

  リース債務 - 6,552

  繰延税金負債 849,968 917,605

  退職給付引当金 367,416 376,200

  その他 65,721 54,433

  固定負債合計 1,283,106 1,354,792

 負債合計 3,154,351 3,103,429

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 22,649,293 22,792,754

  自己株式 △320,997 △320,997

  株主資本合計 24,307,972 24,451,434

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,163,376 1,316,775

  評価・換算差額等合計 1,163,376 1,316,775

 新株予約権 46,169 46,169

 純資産合計 25,517,519 25,814,379

負債純資産合計 28,671,870 28,917,809
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 2,561,230 3,013,019

売上原価 1,035,194 1,118,261

売上総利益 1,526,035 1,894,758

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 51,689 51,896

 販売促進引当金繰入額 45,000 49,000

 発送費 13,350 16,963

 広告宣伝費 359,286 317,580

 役員報酬 46,500 42,900

 給料及び手当 90,321 100,776

 賞与引当金繰入額 32,911 35,720

 退職給付費用 4,750 4,108

 福利厚生費 17,762 23,731

 減価償却費 7,958 9,508

 研究開発費 72,321 61,686

 その他 55,010 60,394

 販売費及び一般管理費合計 796,862 774,265

営業利益 729,173 1,120,492

営業外収益   

 受取利息 284 178

 受取配当金 33,360 35,534

 雑収入 2,488 2,700

 営業外収益合計 36,133 38,413

営業外費用   

 寄付金 5,760 4,280

 固定資産除却損 0 366

 たな卸資産廃棄損 - 5,364

 雑損失 503 599

 営業外費用合計 6,263 10,611

経常利益 759,043 1,148,295

税引前四半期純利益 759,043 1,148,295

法人税等 230,000 348,000

四半期純利益 529,043 800,295
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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)

　

該当事項はありません。

　

(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29年４月１日 至 平成29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。
 

　

(四半期貸借対照表関係)

前事業年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

減価償却費 259,402千円 228,926千円
 

　

(株主資本等関係)

前第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。
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当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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29年5月12日
取締役会

普通株式 656,834 55 平成29年3月31日 平成29年6月29日 利益剰余金
 

(注)1株当たり配当額には、会社創立100周年記念配当25円を含んでおります。
　

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。

　

当第１四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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28年４月１日
至 平成28年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 44円30銭 67円01銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 529,043 800,295

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) 529,043 800,295

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 66円90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 20

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

― ―

 

 

(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131期（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）期末配当については、平成29年５月12日開催の取締役会

において、平成29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 656,834千円

   ② １株当たりの配当金 55円00銭

   ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成29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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成29年８月７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29年４月１日から平成30年３月31日までの第132期事業年度の第１四半期会計期間(平成29年４月１

日から平成29年６月30日まで)及び第１四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29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29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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