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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118期

第２四半期
累計期間

第119期
第２四半期
累計期間

第118期

会計期間

自平成24年
４月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
４月１日

至平成25年
９月30日

自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日

売上高（千円） 4,719,763 4,931,709 9,927,168

経常利益又は経常損失（△）（千

円）
△240,935 36,789 179,504

四半期（当期）純利益又は純損失

（△）（千円）
△241,468 5,373 183,344

持分法を適用した場合の投資利益

（千円）
－ － －

資本金（千円） 3,395,887 3,395,887 3,395,887

発行済株式総数（千株） 34,838 34,838 34,838

純資産額（千円） 11,925,244 12,808,502 12,638,731

総資産額（千円） 16,695,048 17,288,705 17,552,183

１株当たり四半期（当期）純利益

又は純損失（△）（円）
△6.94 0.15 5.27

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） － － －

自己資本比率（％） 71.43 74.09 72.01

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
543,438 528,525 1,199,890

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△214,278 △385,509 69,195

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△98,775 △113,042 △199,625

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
2,100,479 2,969,529 2,939,555
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回次
第118期

第２四半期
会計期間

第119期
第２四半期
会計期間

会計期間

自平成24年
７月１日

至平成24年
９月30日

自平成25年
７月１日

至平成25年
９月30日

１株当たり四半期純損失（△）

（円）
△4.89 △0.87

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式が存在していないため記載しておりませ

ん。

　

２【事業の内容】

　当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。　
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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、新たな事業等のリスクの発生、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の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】

 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２四半期累計期間における医薬品業界は、引き続き医療費抑制策の基調は変わらず、また、一般用医薬品市場も低

迷が続いており、厳しい環境下で推移いたしました。

　そのなかにあって当社の医薬事業では、主力製品である「ジクロード点眼液0.1％」、「ゼペリン点眼液0.1％」「リズ

モンＴＧ点眼液」等の点眼剤、緑内障・高眼圧症治療点眼後発薬「ラタノプロスト点眼液0.005％わかもと」・「ラタノ

プロスト点眼液0.005％ＮＰ」、眼科手術補助剤・硝子体内注用副腎皮質ホルモン剤「マキュエイド硝子体内注用40mg」

および共同販売医家向けサプリメント「オキュバイト」シリーズ等の販売促進を行ってまいりました。

　薬粧事業では、主力製品である「強力わかもと」に加え、薬用歯磨き（医薬部外品）「アバンビーズ」シリーズをリ

ニューアルした「アバンビーズＤＸ」シリーズとして「アバンビーズＤＸ歯周病予防」「アバンビーズＤＸ口臭予防」

「アバンビーズＤＸダンブランシュ美白」「アバンビーズＤＸ知覚過敏予防」「アバンビーズＤＸ　コーラルε（イプシ

ロン）」の５製品および新発売した「わかもと整腸薬ビナチュラ」の販売促進を行ってまいりました。

　特販事業では、国内向けに医薬品原料の販売と他社受託品を、海外向けに「わかもと」、乳酸菌および点眼剤の製造販

売に努めてまいりました。
　
　その結果、当第２四半期累計期間の売上高は49億３千１百万円（前年同期比4.5％増）、営業損失１億２千２百万円

（前年同期は営業損失３億２千２百万円）、経常利益は３千６百万円（前年同期は経常損失２億４千万円）、四半期純利

益は５百万円（前年同期は四半期純損失２億４千１百万円）となりました。
 
セグメントごとの業績は、次のとおりであります。

　セグメント別の売上高の状況につきましては、医薬事業では「マキュエイド硝子体内注用40mg」、「オキュバイト」の

売上が増加しましたが、「ジクロード点眼液0.1％」、「ゼペリン点眼液0.1％」、「リズモンＴＧ点眼液」が減少いたし

ました。その結果、売上高は28億円（前年同期比0.8％減）となりました。

　薬粧事業では、主力製品の「強力わかもと」の売上が増加し、その結果、売上高は９億５千２百万円（前年同期比

1.9％増）となりました。　

　特販事業では、国内向他社受託品が増加し、また輸出用「わかもと」が堅調に推移いたしました。その結果、売上高は

11億７千６百万円（前年同期比23.3％増）となりました。

　　　

（2）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。）は、前事業年度末から２千９百万円

増加し、29億６千９百万円となりました。その内容の主なものは次のとおりであります。

（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いて営業活動により増加した資金は５億２千８百万円となりました。

　この主な要因は、税引前四半期純利益が３千５百万円、非資金支出項目である減価償却費が３億２千９百万円、売上債

権の減少額が４億８千９百万円あった一方、仕入債務の減少額が３億８千万円あったためであります。　

（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いて投資活動により減少した資金は３億８千５百万円となりました。

　この主な要因は、有形固定資産の取得による支出が４億９百万円あったためであります。　
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（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いて財務活動により減少した資金は１億１千３百万円となりました。

　この主な要因は、長期借入金の返済による支出が１億１千万円あったためであります。

　

（3）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、当社が対応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２四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は４億５千９百万円であります。なお、当第２四半期累計期

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。
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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 120,000,000

計 120,000,000

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25年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年11月14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 34,838,325 34,838,325
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら

限定のない当社

における標準と

なる株式であ

り、単元株式数

は1,000株であ

ります。

計 34,838,325 34,838,325 － －

（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25年７月１

日～　

平成25年９月30日　

　－ 34,838,325 －　 3,395,887 　－ 2,675,826
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（６）【大株主の状況】

 平成25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（％）

キッセイ薬品工業株式会社　 長野県松本市芳野19番48号　 3,778 10.84

株式会社ブレストシーブ 大阪府茨木市西駅前町５番10号　 2,500 7.17

朝日生命保険相互会社 東京都千代田区大手町２丁目６番１号　 1,720 4.93

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿１丁目26番１ 1,690 4.85

株式会社千葉銀行 千葉県千葉市中央区千葉港１番２号 1,322 3.79

日本ゼトック株式会社 東京都千代田区九段南２丁目３番26号 1,201 3.44

アクサ生命保険株式会社 東京都港区白金１丁目17番３号 1,128 3.23

株式会社みずほ銀行　 東京都千代田区丸の内１丁目３番３号 1,093 3.13

大正製薬ホ－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　 1,000 2.87

新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷２丁目４番地 750 2.15

計 － 16,182 46.45
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（７）【議決権の状況】

 ①【発行済株式】

 平成25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） 普通株式      65,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,228,000 34,228 －

単元未満株式
普通株式    545,325

　
－ －

発行済株式総数           34,838,325 － －

総株主の議決権 － 34,228 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株（議決権の数３個）含まれ

ております。

②【自己株式等】

 平成25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

（％）

わかもと製薬株式会社
中央区日本橋本町

二丁目１番６号
65,000 － 65,000 0.18

計 － 65,000 － 65,000 0.18

　

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25年７月１日から平成25

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、京橋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

　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）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金の項目から見て、当社グループの財政状態及び経営成績に関する

合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、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25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,533,559 2,563,407

受取手形及び売掛金
※ 3,793,239 3,304,190

有価証券 405,995 406,121

商品及び製品 1,374,749 1,374,314

仕掛品 395,302 361,217

原材料及び貯蔵品 511,353 421,075

繰延税金資産 332,523 309,975

その他 142,030 149,737

流動資産合計 9,488,753 8,890,041

固定資産

有形固定資産

建物 6,464,961 6,683,948

減価償却累計額 △3,642,020 △3,761,865

建物（純額） 2,822,940 2,922,082

構築物 272,592 272,589

減価償却累計額 △187,264 △194,153

構築物（純額） 85,328 78,436

機械及び装置 7,179,602 7,365,427

減価償却累計額 △6,195,971 △6,330,958

機械及び装置（純額） 983,630 1,034,468

車両運搬具 39,046 33,301

減価償却累計額 △36,097 △31,118

車両運搬具（純額） 2,948 2,183

工具、器具及び備品 796,206 806,807

減価償却累計額 △729,517 △742,793

工具、器具及び備品（純額） 66,688 64,014

土地 341,552 341,552

建設仮勘定 311,418 375,479

有形固定資産合計 4,614,507 4,818,218

無形固定資産

特許権 942 882

特許実施権 300,000 300,000

ソフトウエア 70,588 143,165

ソフトウエア仮勘定 73,781 －

その他 5,943 5,893

無形固定資産合計 451,255 449,942

投資その他の資産

投資有価証券 1,971,059 2,206,211
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成25年９月30日)

保険積立金 592,805 558,768

関係会社出資金 1,777 －

繰延税金資産 341,164 277,694

その他 90,859 87,829

投資その他の資産合計 2,997,666 3,130,503

固定資産合計 8,063,429 8,398,664

資産合計 17,552,183 17,288,705

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※ 1,111,387 747,783

短期借入金 332,000 890,000

未払法人税等 56,745 20,361

未払消費税等 39,635 －

賞与引当金 262,100 211,100

返品調整引当金 13,000 10,000

その他 579,759 759,589

流動負債合計 2,394,628 2,638,834

固定負債

退職給付引当金 1,406,908 1,397,452

役員退職慰労引当金 9,600 9,600

長期借入金 1,102,000 434,000

その他 316 316

固定負債合計 2,518,824 1,841,368

負債合計 4,913,452 4,480,203

純資産の部

株主資本

資本金 3,395,887 3,395,887

資本剰余金 2,675,826 2,675,826

利益剰余金 6,085,089 6,090,463

自己株式 △15,956 △18,538

株主資本合計 12,140,846 12,143,638

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 497,884 664,863

評価・換算差額等合計 497,884 664,863

純資産合計 12,638,731 12,808,502

負債純資産合計 17,552,183 17,288,705
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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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

売上高 4,719,763 4,931,709

売上原価 2,357,159 2,304,813

売上総利益 2,362,603 2,626,895

販売費及び一般管理費
※ 2,685,317 ※ 2,749,664

営業損失（△） △322,713 △122,768

営業外収益

受取利息 309 371

受取配当金 19,118 20,671

受取地代家賃 12,534 12,869

受取技術料 66,749 84,449

受取補償金 － 46,000

その他 37,406 39,422

営業外収益合計 136,118 203,785

営業外費用

支払利息 14,105 12,233

固定資産除却損 700 4,195

寄付金 12,497 15,183

その他 27,036 12,614

営業外費用合計 54,340 44,226

経常利益又は経常損失（△） △240,935 36,789

特別利益

役員退職慰労引当金戻入額 136,300 －

固定資産売却益 － 139

特別利益合計 136,300 139

特別損失

投資有価証券評価損 158,622 －

関係会社清算損 － 1,777

特別損失合計 158,622 1,777

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △263,257 35,152

法人税、住民税及び事業税 9,000 10,100

法人税等調整額 △30,789 19,678

法人税等合計 △21,789 29,778

四半期純利益又は四半期純損失（△） △241,468 5,373
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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24年４月１日
　至　平成24年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25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又は税引前四半期純損失
（△）

△263,257 35,152

減価償却費 386,366 329,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） △15,179 △9,455

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,900 △51,000

受取利息及び受取配当金 △19,427 △21,043

支払利息 14,105 12,233

有形固定資産除却損 700 4,195

有形固定資産売却損益（△は益） － △139

投資有価証券評価損益（△は益） 158,622 －

関係会社清算損益（△は益） － 1,777

売上債権の増減額（△は増加） 92,681 489,048

たな卸資産の増減額（△は増加） 150,397 124,797

仕入債務の増減額（△は減少） 73,193 △380,836

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,910 △39,635

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △136,300 －

その他 87,302 71,643

小計 553,016 566,249

利息及び配当金の受取額 19,427 21,043

利息の支払額 △14,347 △12,445

法人税等の還付額 4,487 －

法人税等の支払額 △19,145 △46,321

営業活動によるキャッシュ・フロー 543,438 528,525

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △280,027 △409,215

有形固定資産の売却による収入 － 522

無形固定資産の取得による支出 △26,071 △16,000

投資有価証券の取得による支出 △1,728 △1,832

投資その他の資産の増減額（△は増加） 93,548 41,016

投資活動によるキャッシュ・フロー △214,278 △385,509

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △98,000 △110,000

自己株式の処分による収入 517 －

自己株式の取得による支出 △856 △2,581

配当金の支払額 △436 △460

財務活動によるキャッシュ・フロー △98,775 △113,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 230,384 29,973

現金及び現金同等物の期首残高 1,870,094 2,939,555

現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,100,479 ※ 2,969,529
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

前事業年度
（平成25年３月31日）

当第２四半期会計期間
（平成25年９月30日）

　　※期末日満期手形

　　　期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

　　　をもって決済処理をしております。なお、当期末日

　　　が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

　　　形が期末残高に含まれております。

──────

　

受取手形 7,993千円

支払手形 50,815千円

　     

　     

　

（四半期損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
前第２四半期累計期間

（自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

発送費 63,047千円 59,446千円

広告宣伝費 128,097 150,636

販売促進費 456,164 448,565

給料手当及び賞与 817,481 774,401

退職給付引当金繰入額 78,922 77,176

福利厚生費 119,693 120,414

賃借料 45,047 42,903

減価償却費 20,805 26,138

旅費及び交通費 129,571 113,176

研究開発費 351,417 459,042

賞与引当金繰入額は給料手当及び賞与に含めて表示しております。

　

（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24年４月１日
至 平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

現金及び預金勘定 1,694,623千円 2,563,407千円

有価証券勘定 405,855 406,121

現金及び現金同等物 2,100,479 2,969,529
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年９月30日）

配当に関する事項

無配のため記載すべき事項はありません。　

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

配当に関する事項

無配のため記載すべき事項はありません。　

　　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年９月30日）

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
その他
(注)１

合計
　

調整額
　

四半期
損益計算
書計上額
(注)２　

医薬事業 薬粧事業 特販事業 計

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 2,824,082 934,739 954,326 4,713,147 6,615 4,719,763 － 4,719,763

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 2,824,082 934,739 954,326 4,713,147 6,615 4,719,763 － 4,719,763

セグメント利益又は

損失（△）
△245,148 △99,323 22,538 △321,934 △779 △322,713 － △322,713

（注）１．報告セグメントに含まれない「その他」の内容は、不動産賃貸業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

　　　　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30日）

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
その他
(注)１

合計
　

調整額
　

四半期
損益計算
書計上額
(注)２　

医薬事業 薬粧事業 特販事業 計

売上高      　 　  

外部顧客への売上高 2,800,737 952,721 1,176,503 4,929,963 1,746 4,931,709 － 4,931,709

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 2,800,737 952,721 1,176,503 4,929,963 1,746 4,931,709 － 4,931,709

セグメント利益又は

損失（△）
△281,382 △39,862 196,886 △124,358 1,589 △122,768 － △122,768

（注）１．報告セグメントに含まれない「その他」の内容は、不動産賃貸業であります。

　　　２．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成24年４月１日
至　平成24年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失金額（△）
△6円94銭 0円15銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失金額（△）（千

円）
△241,468 5,373

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又は四半期純損失

金額（△）（千円）
△241,468 5,373

普通株式の期中平均株式数（千株） 34,791 34,776

 （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。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　　

EDINET提出書類

わかもと製薬株式会社(E00928)

四半期報告書

16/19



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。

　

EDINET提出書類

わかもと製薬株式会社(E00928)

四半期報告書

18/19



 独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成25年11月８日

わかもと製薬株式会社

取締役会　御中

京橋監査法人

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 小宮山 　司 　印

 業務執行社員  公認会計士 荒木　 勝己 　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」に掲げられているわかもと製薬株

式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第119期事業年度の第２四半期会計期間（平成25年７月１日から

平成25年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25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、わかもと製薬株式会社の平成25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。

　　　　２．四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。

　

EDINET提出書類

わかもと製薬株式会社(E00928)

四半期報告書

19/19


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（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
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期財務諸表
	（１）四半期貸借対照表
	（２）四半期損益計算書
	第２四半期累計期間

	（３）四半期キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

