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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２四半期累計期間
第132期

第２四半期累計期間
第131期

会計期間
自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日
至 平成29年９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) 5,110,717 5,894,968 10,618,939

経常利益 (千円) 1,328,655 1,919,732 2,709,916

四半期(当期)純利益 (千円) 926,232 1,337,732 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) 24,844,893 26,442,635 25,517,519

総資産額 (千円) 27,783,227 30,041,924 28,671,870

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 77.56 111.98 159.05

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 77.46 111.80 158.82

１株当たり配当額 (円) 30.00 30.00 85.00

自己資本比率 (％) 89.3 87.9 88.8

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 1,842,214 1,572,816 3,618,119

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △504,049 △65,547 △585,828

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △358,605 △655,911 △716,468

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 9,563,852 11,751,473 10,900,116
 

 

回次
第131期

第２四半期会計期間
第132期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日
至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 33.26 44.97
 

(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２四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２四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２四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２四半期累計期間の売上高は、当社一般用製品の国内販売が武田薬品工業株式会社から大正製薬株式会社へ

変更となる影響をうけ、主力製品である新ビオフェルミンＳが36億５千９百万円(前年同四半期比19.1％の増加)と

なり、一般用製品全体で38億７千７百万円(前年同四半期比19.8％の増加)となりました。医療用医薬品は18億８千

７百万円(前年同四半期比11.2％の増加)となり、食品原料を含めた売上高全体では58億９千４百万円(前年同四半期

比15.3％の増加)となりました。

その結果、営業利益が18億９千８百万円(前年同四半期比45.2％の増加)、経常利益が19億１千９百万円(前年同四

半期比44.5％の増加)、四半期純利益は13億３千７百万円(前年同四半期比44.4％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13億７千万円増加し、当第２四半期会計期間末における残高は、300億４千１百

万円となりました。

流動資産は、現金及び預金や売掛金の増加が主な要因となり、前事業年度末に比べて14億２千５百万円増加し、

当第２四半期会計期間末における残高は、182億５千１百万円となりました。

固定資産は、当社保有株式の時価の増加があったものの、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５千５百万円減少し、当第２四半期会計期間末における残高は、117億９千万円となり

ました。

負債は、前事業年度末に比べて４億４千４百万円増加し、当第２四半期会計期間末における残高は、35億９千９

百万円となりました。

純資産は、配当金の支払い等による減少要因があったものの、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９億２千５百万円増加し、当第２四半期会計期間末における残高は、264億４千２百万

円となり、自己資本比率は87.9％となりました。
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（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、117億５千１百万円

(前年同四半期は95億６千３百万円）となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次の通りであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は、15億７千２百万円(前年同四半期は18億４千２百万

円の増加）となりました。

これは、税引前四半期純利益が19億１千９百万円であったこと等を反映したものであります。

　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、６千５百万円（前年同四半期は５億４百万円の減

少）となりました。

これは、有形固定資産の取得により４千２百万円の支出（前年同四半期は４億１千２百万円の支出）があったこ

と等によるものであります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、６億５千５百万円（前年同四半期は３億５千８百

万円の減少）となりました。

これは、未払配当金のうち６億５千５百万円の支払（前年同四半期は３億５千８百万円の支払）を行ったこと等

によるものであります。

 

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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。

 

（5）研究開発活動

当第２四半期累計期間の研究開発費の総額は、133,080千円であります。
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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２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成29年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年11月10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】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

決議年月日 平成29年6月28日

新株予約権の数(個) 55(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株） 5,500(注)２

新株予約権の行使時の払込金額(円)
新株予約権を行使することにより交付を受けることが
できる株式1株当たりの行使価額を1円とし、これに付
与株式数を乗じた金額とする。

新株予約権の行使期間 平成29年7月14日～平成59年7月13日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

　　発行価格　　　　　　　　1,985(注)３　　
　　資本組入額　　　　　　　　993

新株予約権の行使の条件 (注)４

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の議決による承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)５
 

(注) １　新株予約権の数

新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は100株とする。

２　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権を割り当てる日（以下、「割当日」という）以降、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株

式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ）又は株式併合を行う場合には、次の算式によ

り付与株式数の調整を行い、調整の結果生じる1 株未満の端数は、これを切り捨てる。

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割・株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日（基準日を定めないときはその効力

発生日）以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資

本金又は準備金を増加する議案が株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、

当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総

会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。また、割当日以降、当社が合併又は

会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な

範囲で付与株式数を適切に調整することができる。付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数

を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者（以下、

「新株予約権者」という）に通知又は公告する。ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うこと

ができない場合には、以後速やかに通知又は公告する。

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

 5/18



３　新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格

発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額（１株当たり１円）と割当日における新株予約権の公正価額

（１株当たり1,984円）を合算しております。なお、当社の取締役（以下、「新株予約権者」という。）に割

り当てられた新株予約権の公正価額相当額については、当該新株予約権者のこれと同額の報酬債権をもって、

割当日において合意相殺しております。

４　新株予約権の行使の条件

（1）新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができる。

（2）上記（1）は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。

（3）新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。

５　組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割

会社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以

上を総称して以下、「組織再編行為」という）をする場合には、組織再編行為の効力発生日（吸収合併につき

吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割

がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効

力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）の直前において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236 条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という）の新株予

約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨

を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定

めることを条件とする。

（1）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（2）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（3）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案の上、上記(注)２ に準じて決定する。

（4）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる再編後行使価額に

上記（3）に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額

とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再

編対象会社の株式１株当たり１円とする。

（5）新株予約権を行使することができる期間

新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

（6）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17 条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。

②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金

等増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。　

（7）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。

（8）新株予約権の行使の条件

上記(注)４ に準じて決定する。

（9）新株予約権の取得条項

以下の①、②、③、④又は⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合

は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、当社取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権

を取得することができる。

①当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

②当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案

③当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案

④当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついての定めを設ける定款の変更承認の議案

⑤新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認

を要すること若しくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得すること

についての定めを設ける定款の変更承認の議案
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(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９月30日 ― 12,154 ― 1,227,000 ― 734,457
 

 

(6) 【大株主の状況】

平成29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(％)

大正製薬ホールディングス株式会社 東京都豊島区高田３丁目24番１号 7,632 62.7

CHASE MANHATTAN BANK GTS CLIENTS
ACCOUNT ESCROW
(常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営
業部)

5TH FLOOR, TRINITY TOWER 9, THOMAS
MORE STREET LONDON, E1W 1YT, UNITED
KINGDOM
(東京都港区港南２丁目15番１号　品川
インターシティＡ棟)

190 1.5

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社(信託口)

東京都中央区晴海１丁目８番11号 179 1.4

大 西 章 史 兵庫県西宮市 121 0.9

寺 谷 一 憲 兵庫県芦屋市 100 0.8

BBH FOR FIDELITY PURITAN TR:
FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTUNITIES
FUND
(常任代理人 株式会社三菱東京UFJ銀行)

245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210
U.S.A.
(東京都千代田区丸の内２丁目７番１号)

100 0.8

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町２丁目11番３号 99 0.8

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 94 0.7

城 戸 顯 子 東京都武蔵野市 89 0.7

久金属工業株式会社 大阪市西成区北津守３丁目８番31号 87 0.7

計 ― 8,693 71.5
 

(注) １ 平成29年９月30日現在で当社が所有している自己株式は203千株で、実質上２位にあたりますが、上記の表

には含めておりません。

　　　　 なお、所有している自己株式の発行済株式総数に対する割合は、1.6％であります。

２ 当第２四半期会計期間末現在における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社及び日本マスタートラス

ト信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載して

おりません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成29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)
(自己保有株式)
普通株式 203,100
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 11,937,800
 

119,378 ―

単元未満株式 普通株式 13,100
 

― 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 ― 119,378 ―
 

(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18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)      
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

203,100 ― 203,100 1.6

計 ― 203,100 ― 203,100 1.6
 

　

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２四半期会計期間(平成29年７月１日から平成29年

９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年９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り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２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 12,800,116 13,651,473

  売掛金 2,739,856 3,114,761

  製品 550,625 642,854

  仕掛品 479,632 541,226

  原材料及び貯蔵品 114,838 150,483

  繰延税金資産 124,725 124,725

  その他 15,589 25,678

  流動資産合計 16,825,384 18,251,204

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 8,705,889 8,711,919

    減価償却累計額 △4,697,127 △4,834,956

    建物（純額） 4,008,761 3,876,962

   構築物 277,500 278,048

    減価償却累計額 △220,480 △224,045

    構築物（純額） 57,019 54,003

   機械及び装置 9,363,209 9,374,898

    減価償却累計額 △7,311,926 △7,585,430

    機械及び装置（純額） 2,051,282 1,789,468

   車両運搬具 16,582 16,582

    減価償却累計額 △12,315 △13,381

    車両運搬具（純額） 4,266 3,200

   工具、器具及び備品 692,338 703,287

    減価償却累計額 △622,057 △637,582

    工具、器具及び備品（純額） 70,281 65,704

   土地 3,338,574 3,338,574

   リース資産 - 7,584

    減価償却累計額 - △505

    リース資産（純額） - 7,078

   有形固定資産合計 9,530,186 9,134,992

  無形固定資産 100,768 104,951

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,195,795 2,532,207

   従業員に対する長期貸付金 4,520 4,020

   その他 15,215 14,548

   投資その他の資産合計 2,215,531 2,550,775

  固定資産合計 11,846,486 11,790,719

 資産合計 28,671,870 30,041,924
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           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 33,475 60,084

  未払金 1,020,921 1,195,684

  未払法人税等 536,568 634,321

  預り金 11,776 11,008

  リース債務 - 1,638

  販売促進引当金 93,000 94,000

  賞与引当金 175,503 183,978

  流動負債合計 1,871,245 2,180,714

 固定負債   

  リース債務 - 6,006

  繰延税金負債 849,968 952,910

  退職給付引当金 367,416 405,223

  その他 65,721 54,433

  固定負債合計 1,283,106 1,418,573

 負債合計 3,154,351 3,599,288

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 1,227,000 1,227,000

  資本剰余金 752,676 758,984

  利益剰余金 22,649,293 23,330,191

  自己株式 △320,997 △308,273

  株主資本合計 24,307,972 25,007,903

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金 1,163,376 1,396,846

  評価・換算差額等合計 1,163,376 1,396,846

 新株予約権 46,169 37,885

 純資産合計 25,517,519 26,442,635

負債純資産合計 28,671,870 30,041,924
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 5,110,717 5,894,968

売上原価 1,942,924 2,018,582

売上総利益 3,167,792 3,876,385

販売費及び一般管理費   

 販売促進費 146,985 179,537

 販売促進引当金繰入額 92,000 94,000

 発送費 28,887 34,647

 広告宣伝費 925,964 981,692

 役員報酬 89,400 73,950

 給料及び手当 175,316 200,441

 賞与引当金繰入額 64,091 73,473

 退職給付費用 9,559 13,610

 福利厚生費 36,596 48,005

 株式報酬費用 20,553 10,912

 減価償却費 16,415 19,965

 研究開発費 140,821 133,080

 その他 113,559 114,128

 販売費及び一般管理費合計 1,860,151 1,977,443

営業利益 1,307,641 1,898,941

営業外収益   

 受取利息 511 316

 受取配当金 33,360 35,534

 雑収入 4,414 4,760

 営業外収益合計 38,287 40,611

営業外費用   

 寄付金 6,090 4,580

 固定資産除却損 1,223 366

 たな卸資産廃棄損 8,408 13,767

 雑損失 1,551 1,107

 営業外費用合計 17,272 19,821

経常利益 1,328,655 1,919,732

税引前四半期純利益 1,328,655 1,919,732

法人税等 402,423 582,000

四半期純利益 926,232 1,337,732
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 1,328,655 1,919,732

 減価償却費 532,960 459,443

 株式報酬費用 20,553 10,912

 賞与引当金の増減額（△は減少） 13,626 8,475

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,651 37,806

 その他の引当金の増減額（△は減少） 2,000 1,000

 受取利息及び受取配当金 △33,872 △35,850

 固定資産除却損 1,223 366

 たな卸資産廃棄損 8,408 13,767

 売上債権の増減額（△は増加） 59,428 △374,905

 たな卸資産の増減額（△は増加） △5,677 △203,236

 仕入債務の増減額（△は減少） 2,175 26,608

 未払金の増減額（△は減少） △14,612 108,350

 未払消費税等の増減額（△は減少） 25,378 71,530

 その他 32,869 △27,002

 小計 1,995,768 2,016,997

 利息及び配当金の受取額 28,505 35,850

 法人税等の支払額 △182,059 △480,031

 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,842,214 1,572,816

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 △1,700,000 △1,900,000

 定期預金の払戻による収入 1,700,000 1,900,000

 有形固定資産の取得による支出 △412,753 △42,380

 無形固定資産の取得による支出 △94,974 △24,335

 その他 3,678 1,167

 投資活動によるキャッシュ・フロー △504,049 △65,547

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 リース債務の返済による支出 - △505

 ストックオプションの行使による収入 - 8

 自己株式の取得による支出 △119 △172

 配当金の支払額 △358,486 △655,241

 財務活動によるキャッシュ・フロー △358,605 △655,911

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 979,559 851,357

現金及び現金同等物の期首残高 8,584,292 10,900,116

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  9,563,852 ※  11,751,473
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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２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

──── ────

 

 

(四半期損益計算書関係)

前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

──── ────

 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

現金及び預金 11,463,852千円 13,651,473千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,900,000千円 △1,900,000千円

現金及び現金同等物 9,563,852千円 11,751,473千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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２四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２四半期会計期間の末日後となる

もの

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10月28日
取締役会

普通株式 358,274 30 平成28年9月30日 平成28年12月９日 利益剰余金
 

　

当第２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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２四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２四半期会計期間の末日後となる

もの

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10月27日
取締役会

普通株式 358,526 30 平成29年9月30日 平成29年12月８日 利益剰余金
 

 
(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２四半期累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年９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２四半期累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29年９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。
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(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２四半期累計期間

(自 平成28年４月１日
至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年９月30日)

（１）１株当たり四半期純利益金額 77円56銭 111円98銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(千円) 926,232 1,337,732

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) 926,232 1,337,732

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,942 11,946

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 77円46銭 111円80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） 14 18

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。

 
２ 【その他】

 

第132期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）中間配当については、平成29年10月27日開催の取締役会に

おいて、平成29年９月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次の通り中間配当を行うことを決議いたしま

した。

   ① 配当金の総額 358,526千円

   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29年12月8日
 

 

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

16/18



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11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２四半期会計期間(平成29年７月１

日から平成29年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成29年４月１日から平成29年９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、四半期キャッシュ・フロー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９月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する第２四半期累計期間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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