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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65期
第３四半期
連結累計期間

第66期
第３四半期
連結累計期間

第65期

会計期間
自平成22年４月１日
至平成22年12月31日

自平成23年４月１日
至平成23年12月31日

自平成22年４月１日
至平成23年３月31日

売上高（千円） 3,654,950 4,858,589 4,619,424

経常利益又は経常損失（△）

（千円）
△492,116 843,335 △1,192,323

四半期純利益又は四半期（当期）純

損失（△）（千円）
△923,513 702,971 △2,228,208

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
△972,966 684,757 △2,280,022

純資産額（千円） 9,593,747 8,965,237 8,293,204

総資産額（千円） 11,949,278 11,679,613 11,253,312

１株当たり四半期純利益金額又は１

株当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円）

△72.06 54.32 △173.55

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 53.30 －

自己資本比率（％） 80.3 76.6 73.6

　

回次
第65期
第３四半期
連結会計期間

第66期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成22年10月１日
至平成22年12月31日

自平成23年10月１日
至平成23年12月31日

１株当たり四半期純利益金額又は１

株当たり四半期純損失金額（△）

（円）

△16.64 22.98

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の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、消費税等は含んでおりません。

３．第65期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．第65期第３四半期連結累計期間及び第65期連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利

益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失金額であるため記載してお

りません。

　

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、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。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

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）業績の状況

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により低下した生産活動が回復に向かった

ものの、欧州債務問題の長期化や円高の影響が当面懸念される等、依然先行き不透明な状況で推移致しました。

　この様な状況の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結経営成績は、以下の通りとなりました。

　医薬品事業におきましては、堅調な店頭販売を背景に国内向け出荷が前年同四半期に比して増加したことに加え、

中国市場での販売回復により海外向け出荷も堅調であったことから、医薬品事業全体の売上高は前年同四半期を上

回って推移致しました。

　感染管理事業におきましても、著しい返品により売上高が大幅に落ち込んだ前年同四半期に比し、返品の縮小と出

荷の増加により、売上高が顕著に回復致しました。

　これらにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は、対前年同四半期比1,203百万円増（32.9％増）の4,858百万

円と大幅に増加し、売上総利益も対前年同四半期比833百万円増（33.3％増）となる3,335百万円となりました。

　また、広告媒体見直し等による広告宣伝費の減少に加え、前連結会計年度より開始した事業構造改善施策（感染管

理事業の自社在庫圧縮や既に実施した希望退職者の募集等）による在庫保管料の減少や一時的な人件費の減少、ス

ケジュールの見直しによる研究開発費の減少等から、販売費及び一般管理費は、対前年同四半期比518百万円減

（17.2％減）の2,503百万円となりました。

　これらの結果、当第３四半期連結累計期間の営業損益は対前年同四半期比1,352百万円増の832百万円の利益（前年

同四半期は519百万円の損失）となり、経常損益も対前年同四半期比1,335百万円増の843百万円の利益（前年同四半

期は492百万円の損失）となったことから、損益面につきましても顕著に回復致しました。一方、確定拠出年金制度へ

の移行等に伴う退職給付制度改定損や営業拠点（東京）移転に伴う所有不動産の売却契約に係る減損損失等の特別

損失140百万円を計上致しましたが、前年同四半期におきましても投資有価証券評価損や減損損失、たな卸資産処分

損等の特別損失126百万円を計上したこと、また、前年同四半期は法人税等調整額299百万円を計上したこと等もあ

り、当第３四半期連結累計期間の四半期純損益は対前年同四半期比1,626百万円増の702百万円の利益（前年同四半

期は923百万円の損失）となりました。

　セグメント別の業績につきましては以下の通りであります。

（医薬品事業）

　国内向け売上高につきましては、前年同四半期に比して、流通在庫が減少して推移したことに加え、例年以上に店頭

販売促進策を強化し、当社製品の陳列スペース拡充を図ったこと等から、主力製品『正露丸』及び『セイロガン糖衣

Ａ』の店頭販売が増加し、当社の出荷も堅調に推移致しました。また、口中溶解タイプの新たな止瀉薬『ピシャット

錠』の販売開始や、小児五疳薬『樋屋奇応丸』の独占国内販売権を取得したこと等もあり、当第３四半期連結累計期

間の売上高は前年同四半期を上回って推移致しました。

　海外向け売上高につきましても、全般的に円高影響を受けつつも、重点エリアとする中国市場での出荷が回復（前

年同四半期は主に現地での販売ライセンス更新手続きに伴う出荷停止の影響から、出荷が大幅に減少）したことか

ら、前年同四半期を上回って推移致しました。また、中国市場で初めて『セイロガン糖衣Ａ』の販売も開始致しまし

た。

　これらにより、当第３四半期連結累計期間の医薬品事業の売上高は、対前年同四半期比435百万円増（12.2％増）と

なる4,008百万円となりました。また、損益面につきましては増収に伴う売上総利益の増加に加え、前年同四半期に比

して新聞広告を削減したこと等による広告宣伝費の減少や、感染管理事業の売上高増加に伴う医薬品事業の営業関

連費用の配賦割合低下等により、セグメント損益は対前年同四半期比435百万円増（29.7％増）となる1,898百万円

の利益となりました。
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（感染管理事業）

　前年同四半期に比して、流通在庫の減少による返品の縮小に加え、店頭製品陳列の演出強化やＴＶコマーシャル放

映等の効果もあり、一般用『クレベリン ゲル』を中心とする主力製品の出荷が顕著に回復し、当第３四半期連結累

計期間の感染管理事業の売上高は、対前年同四半期比769百万円増の831百万円（前年同四半期は62百万円の売上

高）と大幅に増加致しました。また、当第３四半期連結会計期間には、無人状態での車室内の除菌・消臭を目的とし

た新製品「車両用クレベリン」を株式会社デンソーと共同開発する等、業務用における新たな戦略も開始しており

ます。一方、損益面につきましては、事業構造改善効果による在庫保管料等の減少に加え、広告宣伝費や研究開発費等

も減少したものの、セグメント損益におきましては、利益計上までには至らず、23百万円の損失（前年同四半期は865

百万円の損失）となりました。

（その他事業）

　その他事業につきましては、主に木酢液を配合した入浴液や園芸用木酢液等の製造販売を行いましたが、売上高は

対前年同四半期比１百万円減（6.5％減）の17百万円となりました。セグメント損益は前年同四半期に比し、研究開

発費等の費用減少により損失幅は縮小したものの13百万円の損失となりました。

　

（2）財政状態の分析

　当第３四半期連結会計期間における資産合計は11,679百万円（前連結会計年度比426百万円増）となりました。ま

た、負債合計は2,714百万円（同245百万円減）、純資産合計は8,965百万円（同672百万円増）となりました。前連結

会計年度からの主な変動要因は、売上債権の増加を主とする流動資産684百万円の増加、営業拠点（東京）移転に伴

う所有不動産の売却等による固定資産258百万円の減少、退職金支払いや広告宣伝に係る未払金の減少等による流動

負債367百万円の減少、退職給付制度改定に伴う退職給付引当金の増加等による固定負債121百万円の増加、また、四

半期純利益の計上等による利益剰余金638百万円の増加であります。なお、自己資本比率は前連結会計年度から3.0ポ

イント上昇し、76.6％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３四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

（4）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、142百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

（5）主要な設備

　新設、休止、大規模改修、除却、売却等について、当第３四半期連結累計期間に著しい変動があったものは、次の通り

であります。

（売却）

会社名事業所名 所在地
セグメントの
名称

設備の内容
帳簿価額
（千円）

売却年月

当社

東京オフィス

東京都

品川区

医薬品事業

感染管理事業

その他事業

営業業務施設 182,141平成23年12月

　（注）当社は関東営業所を平成23年５月24日付で東京オフィスに名称変更しております。
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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 51,024,000

計 51,024,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年２月13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 12,984,000 12,984,000
東京証券取引所

（市場第一部）

完全議決権株式であり権利

内容に何ら限定のない当社

の標準となる株式

１単元の株式数　100株

計 12,984,000 12,984,000 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成24年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれておりません。

　

（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
（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23年10月１日～

平成23年12月31日

（注）

37,20012,984,0009,653 155,437 9,653 66,666

　（注）新株予約権の行使による増加であります。

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四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３四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

することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

　

①【発行済株式】

平成23年12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） 普通株式　　　　100 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 12,944,000 129,440

完全議決権株式であり

権利内容に何ら限定の

ない当社の標準となる

株式

１単元の株式数 100株

単元未満株式 普通株式　　　2,700 － －

発行済株式総数 12,946,800 － －

総株主の議決権 － 129,440 －

　

②【自己株式等】

　 平成23年12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（％）

大幸薬品株式会社
大阪府吹田市内本

町三丁目34番14号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

大幸薬品株式会社(E22560)

四半期報告書

 7/17



第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64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３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,185,590 3,830,473

受取手形及び売掛金 1,322,082 2,639,188

商品及び製品 619,447 625,712

仕掛品 597,929 476,786

原材料及び貯蔵品 309,289 305,427

その他 406,105 258,242

貸倒引当金 △9,217 △19,727

流動資産合計 7,431,226 8,116,103

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,110,914 1,090,450

機械装置及び運搬具（純額） 212,721 237,563

土地 1,552,337 1,397,788

その他（純額） 298,855 141,908

有形固定資産合計 3,174,828 2,867,711

無形固定資産 77,470 70,893

投資その他の資産 569,786 624,904

固定資産合計 3,822,085 3,563,509

資産合計 11,253,312 11,679,613

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 314,443 360,756

未払法人税等 5,781 25,159

返品調整引当金 246,000 300,453

賞与引当金 123,940 60,731

その他 1,350,815 926,874

流動負債合計 2,040,980 1,673,975

固定負債

退職給付引当金 309,830 442,311

役員退職慰労引当金 6,400 8,000

長期未払金 565,700 565,700

その他 37,196 24,388

固定負債合計 919,126 1,040,400

負債合計 2,960,107 2,714,375

純資産の部

株主資本

資本金 137,064 155,437

資本剰余金 48,293 66,666

利益剰余金 8,212,800 8,851,206

自己株式 △204 △204

株主資本合計 8,397,954 9,073,105

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 11,313 14,328

為替換算調整勘定 △121,331 △142,560

その他の包括利益累計額合計 △110,017 △128,231

新株予約権 5,268 20,364

純資産合計 8,293,204 8,965,237

負債純資産合計 11,253,312 11,679,613
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 3,654,950 4,858,589

売上原価 1,194,564 1,468,808

売上総利益 2,460,385 3,389,781

返品調整引当金戻入額 97,000 246,000

返品調整引当金繰入額 55,540 300,453

差引売上総利益 2,501,845 3,335,328

販売費及び一般管理費 3,021,668 2,503,071

営業利益又は営業損失（△） △519,823 832,256

営業外収益

受取利息 2,702 1,381

受取配当金 2,077 1,513

受取賃貸料 12,143 3,747

受取保険金 － 7,980

保険解約返戻金 63,605 －

その他 10,654 12,549

営業外収益合計 91,184 27,173

営業外費用

為替差損 57,047 14,954

その他 6,430 1,140

営業外費用合計 63,477 16,094

経常利益又は経常損失（△） △492,116 843,335

特別損失

固定資産除却損 1,698 －

減損損失 ※
 48,718

※
 35,298

投資有価証券評価損 65,585 －

災害による損失 － 5,432

たな卸資産処分損 10,559 －

退職給付制度改定損 － 100,017

特別損失合計 126,562 140,747

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△618,679 702,587

法人税、住民税及び事業税 5,666 14,870

法人税等調整額 299,167 △15,254

法人税等合計 304,834 △383

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△923,513 702,971

四半期純利益又は四半期純損失（△） △923,513 702,971
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　平成22年４月１日
　至　平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△923,513 702,971

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,474 3,014

為替換算調整勘定 △55,928 △21,228

その他の包括利益合計 △49,453 △18,214

四半期包括利益 △972,966 684,757

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △972,966 684,757

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

　第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。

（退職給付引当金）

　当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成23年10月１日に適格退職年金制度を廃止するとともに、退職一時金制度の一

部について確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１

号）を適用しております。

　本移行に伴う影響額は、当第３四半期連結累計期間の特別損失として100,017千円計上されております。

（法人税率の変更等による影響）

　「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第114

号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年

法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及

び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法

定実効税率は従来の41％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年

度に解消が見込まれる一時差異については38％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込まれる

一時差異については36％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）

は31,176千円減少し、法人税等調整額は32,295千円増加しております。

　

【注記事項】

（四半期連結損益計算書関係）

前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　減損損失

当第３四半期連結累計期間において、当社は以下の資

産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

大阪府

吹田市

共用資産

（賃貸不動産

を含む。）

土地 48,718

当社グループの減損会計適用に当たっての資産のグ

ルーピングは、事業用資産については「医薬品事業」、

「感染管理事業」、「その他事業」の各報告セグメント

を基準として行っております。また、配賦不能資産及び独

立したキャッシュ・フローを生み出さない資産について

は、共用資産としております。なお、遊休資産及び賃貸物

件については、物件ごとにグルーピングを行っておりま

す。

当該資産については、譲渡契約の締結に伴い、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

回収可能価額は譲渡契約に基づく正味売却価額により

算定しております。

※　減損損失

当第３四半期連結累計期間において、当社は以下の資

産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

東京都

品川区

医薬品事業

感染管理事業

（営業所）

建物及び構

築物

土地

35,298

当社グループの減損会計適用に当たっての資産のグ

ルーピングは、事業用資産については「医薬品事業」、

「感染管理事業」、「その他事業」の各報告セグメント

を基準として行っております。また、配賦不能資産及び独

立したキャッシュ・フローを生み出さない資産について

は、共用資産としております。なお、遊休資産及び賃貸物

件については、物件ごとにグルーピングを行っておりま

す。

当該資産については、譲渡契約の締結に伴い、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失とし

て特別損失に計上しております。

回収可能価額は譲渡契約に基づく正味売却価額により

算定しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期

連結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、次の通りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

減価償却費 175,941千円 188,622千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

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22年６月29日

定時株主総会
普通株式 127,558 10平成22年３月31日平成22年６月30日利益剰余金

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

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23年６月29日

定時株主総会
普通株式 64,565 5 平成23年３月31日平成23年６月30日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　
報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

医薬品事業 感染管理事業 その他事業

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 3,573,45762,264 19,2273,654,950 － 3,654,950
セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － －

計 3,573,45762,264 19,2273,654,950 － 3,654,950

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△）
1,463,250△865,907△19,294578,047△1,097,871△519,823

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△1,097,871千円には、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△1,097,871千円が含まれております。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

各報告セグメントに配分していない全社資産において、土地等の譲渡契約の締結に伴い、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当

第３四半期連結累計期間においては48,718千円であります。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

　
報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

医薬品事業 感染管理事業 その他事業

売上高 　 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 4,008,708831,90417,9764,858,589 － 4,858,589
セグメント間の内部売上
高又は振替高

－ － － － － －

計 4,008,708831,90417,9764,858,589 － 4,858,589

セグメント利益又はセグメ

ント損失（△）
1,898,290△23,112△13,3561,861,821△1,029,564832,256

（注）１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△1,029,564千円には、各報告セグメントに配分してい

ない全社費用△1,029,564千円が含まれております。

２．セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

「医薬品事業」及び「感染管理事業」セグメントの資産において、土地等の譲渡契約の締結に伴い、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の

計上額は、当第３四半期連結累計期間においては35,298千円であります。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額（△）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、以下の通りであります。

　
前第３四半期連結累計期間
（自　平成22年４月１日
至　平成22年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

(1）１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四

半期純損失金額（△）
△72円6銭 54円32銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△923,513 702,971

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又は四半期純

損失金額（△）（千円）
△923,513 702,971

普通株式の期中平均株式数（千株） 12,815 12,941

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 53円30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） － 248

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、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－ －

　（注）前第３四半期連結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、潜在株式は存在するもの

の１株当たり四半期純損失金額である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。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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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24年２月13日

大幸薬品株式会社

取締役会　御中
　

有限責任 あずさ監査法人

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 後藤　研了　　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 谷口　誓一　　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」に掲げられている大幸薬品株式会社
の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成
23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連結財
務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ
ビューを行った。
　
四半期連結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連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財
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連結財務諸表を
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連結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、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら
れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大幸薬品株式会社及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する第３四半期連結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。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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