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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79期

第３四半期連結累計期間
第80期

第３四半期累計期間
第79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) 9,985,596 10,089,327 12,177,567

経常利益 (千円) 1,742,922 2,146,958 2,097,554

四半期(当期)純利益 (千円) 1,013,410 1,072,054 1,615,467

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 4,449,844 4,449,844 4,449,844

発行済株式総数 (株) 22,547,140 22,547,140 22,547,140

純資産額 (千円) 24,249,607 24,637,361 24,354,920

総資産額 (千円) 27,207,133 27,196,628 27,544,764

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 45.25 47.86 72.13

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 11 13 24

自己資本比率 (％) 89.1 90.6 88.4

　

回次
第79期

第３四半期連結会計期間
第80期

第３四半期会計期間

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 (円) 17.31 21.33

(注) １　当社は平成23年４月１日付で連結子会社株式会社リスブランを吸収合併したことに伴い、第80期第１四半期累

計期間より四半期連結財務諸表を作成していないため、上記期間のうち第79期第３四半期連結累計期間は連

結経営指標等を、第80期第３四半期累計期間および第79期は提出会社個別の経営指標等を記載しております。

２　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、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３　持分法を適用した場合の投資利益については関連会社がないため記載しておりません。

４　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業の内容】

当第３四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について、重要な変更はありま
せん。
  また、主要な関係会社の異動について、連結子会社であった株式会社リスブランは平成23年４月１日付
で当社と合併しました。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項の

うち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又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】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が続く中、欧州の財政金融不安や円

高の長期化により、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

医薬品業界においては、医療保険財政の改善を目的とした後発品使用促進等の医療費抑制策が推し進

められ、また経済情勢の停滞により業種・業態を超えた競争が激化するなど、引き続き厳しい状況で推移

いたしました。

　このような状況のもと、当第３四半期累計期間の売上高は100億89百万円となりました。利益面におきま

しては、営業利益は18億99百万円、経常利益は21億46百万円となり、四半期純利益は退職給付制度改定益

及び抱合せ株式消滅差益の特別利益を計上した一方、投資有価証券評価損などにより特別損失を計上し

た結果10億72百万円となりました。

　セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。

　診断薬事業の売上高は62億99百万円となりました。分野別では、微生物学的診断用薬が32億３百万円、免

疫血清学的診断用薬が25億20百万円、精度管理用血清他が２億95百万円、検査用機器および器材他が２億

80百万円となりました。この事業の営業利益は16億81百万円であります。

　医薬事業の売上高は37億89百万円となりました。分野別では医薬品が18億31百万円、健康食品他が11億

61百万円、化粧品他が７億96百万円となりました。この事業の営業利益は７億53百万円であります。

　ただし、両事業に配賦できない支援部門に係る費用等５億34百万円が控除されておりません。

　なお、平成23年４月１日付で連結子会社であった株式会社リスブランを吸収合併いたしました。これに

より当社は連結財務諸表非作成会社となりましたので、前年同四半期との比較は行っておりません。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の資産合計は前事業年度末に比べ３億48百万円減少し271億96百万円となり

ました。

流動資産は前事業年度末に比べ９億86百万円増加し146億46百万円となりました。これは主に有価証券

が満期償還により13億97百万円減少した一方、関係会社預け金が26億66百万円増加したことによります。

固定資産は前事業年度末に比べ13億34百万円減少し125億49百万円となりました。これは主に関係会社

株式が12億87百万円減少したことによります。

当第３四半期会計期間末の負債合計は前事業年度末に比べ６億30百万円減少し25億59百万円となりま

した。

流動負債は前事業年度末に比べ２億70百万円減少し20億69百万円となりました。これは主に未払法人

税等が１億17百万円、賞与引当金が１億51百万円減少したことによります。

固定負債は前事業年度末に比べ３億60百万円減少し４億89百万円となりました。これは主に退職給付

引当金が退職給付制度改定に伴い３億99百万円減少したことによります。

当第３四半期会計期間末の純資産合計は前事業年度末に比べ２億82百万円増加し246億37百万円とな

りました。

この結果、自己資本比率は90.6％となりました。

　

(3) 研究開発活動

当第３四半期累計期間の研究開発費の総額は、４億68百万円であります。その内訳は診断薬事業２億94

百万円、医薬事業１億73百万円であります。

なお、当第３四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　

(4) 従業員数

当第３四半期累計期間において、連結子会社であった株式会社リスブランを吸収合併したことにより、

医薬事業の従業員数は前事業年度末に比べ60名増加し、当社の従業員数は358名となりました。なお、臨時

従業員数は（平均雇用人員）１名が増加し、71名となりました。

　

EDINET提出書類

日水製薬株式会社(E00971)

四半期報告書

 4/15



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 44,000,000

計 44,000,000

　

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 22,547,14022,547,140
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株です。

計 22,547,14022,547,140― ―

　

(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

─ 22,547,140 ─ 4,449,844 ─ 5,376,172

　

(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 149,600
　

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 22,365,700
　

223,657 ―

単元未満株式 普通株式 31,840
　

― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 22,547,140― ―

総株主の議決権 ― 223,657 ―

(注)  １「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の株式が500株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数５個が含まれております。

２「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式が７株および証券保管振替機構名義の株式が43株含まれてお

ります。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23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）
日水製薬株式会社

東京都台東区上野
３－23－９

149,600 ─ 149,600 0.66

計 ― 149,600 ─ 149,600 0.66

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
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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。

当社は、平成23年４月１日付で連結子会社であった株式会社リスブランを吸収合併したことにより連結

財務諸表非作成会社となり、前第３四半期累計期間（平成22年４月１日から平成22年12月31日まで）の四

半期財務諸表は作成していないため、記載しておりません。

　

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

半期財務諸表について、新日本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、平成23年４月１日付で、連結子会社であった株式会社リスブランを吸収合併したことにより連結

財務諸表非作成会社となったことから、四半期連結財務諸表は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23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,870,066 2,479,442

受取手形及び売掛金 2,951,026 3,139,517

有価証券 1,598,273 200,950

商品及び製品 1,470,841 1,552,771

仕掛品 306,272 338,053

原材料及び貯蔵品 466,644 564,266

繰延税金資産 150,303 94,358

関係会社預け金 3,491,118 6,158,000

その他 370,556 134,721

貸倒引当金 △14,720 △15,224

流動資産合計 13,660,383 14,646,857

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,973,685 2,216,713

機械装置及び運搬具（純額） 463,642 379,518

土地 2,006,879 2,281,579

建設仮勘定 － 13,685

その他（純額） 187,506 127,941

有形固定資産合計 4,631,713 5,019,439

無形固定資産

ソフトウエア 79,820 72,772

その他 6,984 12,984

無形固定資産合計 86,804 85,757

投資その他の資産

投資有価証券 7,252,120 6,903,796

繰延税金資産 411,348 335,146

その他 1,528,674 223,408

貸倒引当金 △26,280 △17,776

投資その他の資産合計 9,165,863 7,444,574

固定資産合計 13,884,381 12,549,771

資産合計 27,544,764 27,196,628
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(単位：千円)

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,112,436 1,150,414

未払法人税等 382,484 264,722

賞与引当金 205,868 53,876

役員賞与引当金 25,998 12,375

返品調整引当金 2,000 －

歩戻引当金 13,476 35,237

その他 597,799 553,107

流動負債合計 2,340,061 2,069,732

固定負債

長期未払金 66,408 104,852

退職給付引当金 404,857 5,285

その他 378,516 379,396

固定負債合計 849,781 489,534

負債合計 3,189,843 2,559,267

純資産の部

株主資本

資本金 4,449,844 4,449,844

資本剰余金 5,378,419 5,378,419

利益剰余金 14,903,439 15,393,155

自己株式 △96,587 △96,790

株主資本合計 24,635,115 25,124,628

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △280,194 △487,266

評価・換算差額等合計 △280,194 △487,266

純資産合計 24,354,920 24,637,361

負債純資産合計 27,544,764 27,196,628
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

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

売上高 10,089,327

売上原価 4,862,217

売上総利益 5,227,109

返品調整引当金戻入額 2,000

販売費及び一般管理費 3,329,223

営業利益 1,899,886

営業外収益

受取利息 80,558

受取配当金 123,276

その他 58,592

営業外収益合計 262,427

営業外費用

支払利息 102

デリバティブ評価損 14,037

その他 1,215

営業外費用合計 15,355

経常利益 2,146,958

特別利益

抱合せ株式消滅差益 64,285

退職給付制度改定益 199,076

特別利益合計 263,362

特別損失

固定資産処分損 3,126

投資有価証券売却損 10,469

投資有価証券評価損 397,452

災害による損失 12,013

特別損失合計 423,062

税引前四半期純利益 1,987,258

法人税、住民税及び事業税 671,454

法人税等調整額 243,749

法人税等合計 915,204

四半期純利益 1,072,054
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【継続企業の前提に関する事項】

　当第３四半期会計期間(自  平成23年10月１日  至  平成23年12月31日)

該当事項はありません。　

　

【追加情報】

当第３四半期累計期間
(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、平成23年10月１日に適格退職年金制度から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。 

当該制度改定に伴い、退職給付制度改定益199,076千円を特別利益に計上しております。

　

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　当第３四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。
　

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

減価償却費 358,978千円

　
　当社は、第１四半期累計期間から四半期財務諸表作成会社となったため、前第３四半期累計期間の（四半期
キャッシュ・フロー計算書関係）注記は記載しておりません。
　

(株主資本等関係)

当第３四半期累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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23年６月24日
定時株主総会

普通株式 291,170 13平成23年３月31日 平成23年６月27日 利益剰余金

平成23年10月28日
取締役会

普通株式 291,167 13平成23年９月30日 平成23年12月１日 利益剰余金

　

２．基準日が当第３四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３四半期会計期間の末

日後となるもの

該当事項はありません。　

　
　当社は、第１四半期累計期間から四半期財務諸表作成会社となったため、前第３四半期累計期間の（株主資
本等関係）注記は記載しておりません。　
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

  　当第３四半期累計期間(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

診断薬事業 医薬事業 計

売上高 　 　 　

  外部顧客への売上高 6,299,6683,789,65810,089,327

セグメント利益 1,681,455753,3722,434,827

　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項)

　 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,434,827

全社費用(注) △534,941

四半期損益計算書の営業利益 1,899,886

(注)  全社費用は主に支援部門に係る費用等であります。
　
　当社は、第１四半期累計期間から四半期財務諸表作成会社となったため、前第３四半期累計期間の（セグメ
ント情報等）注記は記載しておりません。　
　

(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並びに潜在株式調整後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
当第３四半期累計期間
(自  平成23年４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 47円86銭

    (算定上の基礎) 　

    四半期純利益金額(千円) 1,072,054

    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) 1,072,054

    普通株式の期中平均株式数(株) 22,397,585

(注) 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。
　
　当社は、第１四半期累計期間から四半期財務諸表作成会社となったため、前第３四半期累計期間の（１株当
たり情報）注記は記載しておりません。　
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２ 【その他】

第80期(平成23年４月１日から平成24年３月31日まで)中間配当については、平成23年10月28日開催の取

締役会において、平成23年９月30日現在の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うこ

とを決議し配当を行っております。

①　配当金の総額 291,167千円

②　１株当たりの金額 13円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成23年12月１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24年２月10日

日水製薬株式会社

取締役会  御中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    伊　　藤　　栄　　司    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    小　　林　　　　　宏    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」に掲げられている日水
製薬株式会社の平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第80期事業年度の第３四半期会計期間(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、日水製薬株式会社の平成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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