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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39期

第１四半期
連結累計期間

第40期
第１四半期
連結累計期間

第39期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 (千円) 3,399,859 3,811,486 15,705,912

経常利益 (千円) 378,790 339,473 1,680,884

四半期(当期)純利益 (千円) 249,062 269,128 1,296,206

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 360,584 253,269 1,544,574

純資産額 (千円) 23,680,595 24,766,899 24,580,813

総資産額 (千円) 31,991,679 33,783,436 33,464,268

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 7.84 8.47 40.79

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 7.79 8.41 40.52

自己資本比率 (％) 73.6 72.8 73.0
 

(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、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四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）が営んで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１四半期連結累計期間において、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１四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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間の概況は次のとおりであります。

本年４月に薬価改定が実施されるなど事業環境は厳しさを増しておりますが、ヒト成長ホルモン製剤「グロウ

ジェクト」の東日本における物流拠点として越谷物流センターを開設するとともに、「エポエチンアルファＢＳ」

のプロモーション強化を目的としてＥＳＡ営業推進部の開設準備を進めるなど販売面での施策に取り組みました。

研究開発面におきましては、ヒト間葉系幹細胞（ＭＳＣ）を利用した細胞性医薬品（開発番号：ＪＲ－０３１）

の製造販売承認申請の準備を進めるとともに、ＭＳＣの製造拠点となる西神工場を増築いたしました。また、ライ

ソゾーム病治療薬のひとつとして開発を進めているファブリー病治療酵素製剤（開発番号：ＪＲ－０５１）につい

て、昨年開設した神戸原薬工場において治験薬製造を開始するなど各テーマの研究開発を推進させました。

これらの結果、医薬品事業における売上高は36億72百万円（前年同期比３億94百万円増）となり、医療用・研究

用機器事業の売上高１億39百万円（前年同期比17百万円増）を合わせた当社グループ全体の売上高は38億11百万円

（前年同期比４億11百万円増）となりました。

利益面におきましては、上記のとおり売上高は増収となりましたが、研究開発テーマの進捗に伴い研究開発費が

５億81百万円（前年同期比１億55百万円増）となったことなどにより、営業利益は２億12百万円（前年同期比１億

52百万円減）となりました。このほか、営業外収益に平成25年度経済産業省委託事業「再生医療等産業化促進事

業」の受入委託金などを計上した結果、経常利益は３億39百万円（前年同期比39百万円減）、四半期純利益は２億

69百万円（前年同期比20百万円増）となりました。

セグメント別の状況は以下のとおりであります。

① 医薬品事業

医薬品事業におきましては、「グロウジェクト」の売上高は薬価改定の影響により22億76百万円（前年同期比99

百万円減）となりましたが、「エポエチンアルファＢＳ」は７億67百万円（前年同期比１億16百万円増）となりま

した。このほか、尿由来製品およびパクリタキセル原体も増収となったことにより、医薬品事業における売上高は

36億72百万円（前年同期比３億94百万円増）を計上することが出来ました。セグメント利益（営業利益）につきま

しては、売上高は増収となりましたが、主として研究開発費の増加などにより、１億92百万円（前年同期比１億66

百万円減）となりました。

② 医療用・研究用機器事業

医療用・研究用機器事業の売上高は１億39百万円（前年同期比17百万円増）、セグメント利益（営業利益）は19

百万円（前年同期比14百万円増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は337億83百万円（前連結会計年度末比３億19百万円増）、負債合

計は90億16百万円（前連結会計年度末比１億33百万円増）、純資産合計は247億66百万円（前連結会計年度末比１億

86百万円増）となりました。

流動資産は、有価証券が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ３億44百万円減少して170億28百万円

となりました。固定資産につきましては、投資有価証券および退職給付に係る資産が増加したことなどにより、前

連結会計年度末に比べ６億63百万円増加して167億54百万円となりました。

流動負債は、未払法人税等が減少した一方で賞与引当金および未払金が増加したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ５億92百万円増加して62億56百万円となりました。固定負債は、長期借入金および退職給付に係る負債

が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ４億59百万円減少して27億60百万円となりました。

純資産につきましては、配当金の支払いがあった一方、四半期純利益を計上したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ１億86百万円増加して247億66百万円となりました。

これらの結果、第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイント低下し

て72.8％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１四半期連結累計期間において、当社グループの事業上および財務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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は581,497千円（前年同期実績426,398千円）であります。

なお、当第１四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) 従業員の状況

当第１四半期連結累計期間において、連結会社または提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

 

(6) 生産、受注及び販売の実績

当第１四半期連結累計期間において、生産、受注および販売実績の著しい変動はありません。

 

(7) 主要な設備

当第１四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動および新たに確定した重要な設備の新設、除却等

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 80,000,000

計 80,000,000
 

 

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26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月12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 32,421,577 32,421,577
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 32,421,577 32,421,577 ― ―
 

(注) 提出日現在の発行数には、平成26年８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26年６月30日 ― 32,421,577 ― 9,061,866 ― 7,827,788
 

 

(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】

① 【発行済株式】

平成26年６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 528,700
 

― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

31,880,800
318,808 ―

単元未満株式 普通株式 12,077
 

― ―

発行済株式総数 32,421,577 ― ―

総株主の議決権 ― 318,808 ―
 

(注) １．「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が1,200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12個が含まれておりま

す。

２．「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）が所有する

100,000株が含まれております。また、「議決権の数」欄には、同社名義の完全議決権株式に係る議決権の

数1,000個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

  平成26年６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）
ＪＣＲファーマ株式会社

兵庫県芦屋市春日町
３番19号

528,700 ― 528,700 1.63

計 ― 528,700 ― 528,700 1.63
 

(注)　当社は、「株式給付信託（Ｊ－ＥＳＯＰ）」の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行㈱（信託Ｅ口）（東京

都中央区晴海１丁目８番12号）へ自己株を拠出しております。なお、自己名義所有株式数については、平成26

年６月30日現在において信託Ｅ口が所有する当社株式100,000株を自己株式数に含めておりません。

 

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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１四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、有限責任監査法人トーマツ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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,047,494 1,162,917

  受取手形及び売掛金 3,869,221 4,143,633

  有価証券 6,196,819 5,338,176

  商品及び製品 1,472,119 1,093,768

  仕掛品 734,570 1,489,004

  原材料及び貯蔵品 2,898,682 2,569,529

  その他 1,153,918 1,231,764

  貸倒引当金 △21 △20

  流動資産合計 17,372,805 17,028,774

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 4,199,931 4,240,315

   土地 3,882,338 3,882,338

   建設仮勘定 277,754 370,615

   その他（純額） 3,032,047 3,058,063

   有形固定資産合計 11,392,071 11,551,333

  無形固定資産 94,579 84,305

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,296,291 3,701,104

   その他 1,510,558 1,436,599

   貸倒引当金 △202,037 △18,679

   投資その他の資産合計 4,604,812 5,119,023

  固定資産合計 16,091,462 16,754,662

 資産合計 33,464,268 33,783,436

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 697,061 667,358

  短期借入金 1,875,260 2,075,260

  未払法人税等 501,658 55,569

  賞与引当金 351,510 586,939

  役員賞与引当金 81,500 101,875

  その他 2,156,914 2,769,402

  流動負債合計 5,663,903 6,256,404

 固定負債   

  長期借入金 1,256,540 940,225

  債務保証損失引当金 86,460 86,460

  退職給付に係る負債 577,817 410,507

  その他 1,298,732 1,322,939

  固定負債合計 3,219,551 2,760,132

 負債合計 8,883,454 9,016,537
 

 

EDINET提出書類

ＪＣＲファーマ株式会社(E00973)

四半期報告書

 8/19



 

           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 9,061,866 9,061,866

  資本剰余金 10,932,987 10,935,332

  利益剰余金 4,445,285 4,638,686

  自己株式 △649,076 △645,600

  株主資本合計 23,791,063 23,990,285

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 568,234 567,414

  繰延ヘッジ損益 1,558 94

  為替換算調整勘定 178,727 156,594

  退職給付に係る調整累計額 △121,841 △113,377

  その他の包括利益累計額合計 626,678 610,725

 新株予約権 162,487 165,209

 少数株主持分 584 678

 純資産合計 24,580,813 24,766,899

負債純資産合計 33,464,268 33,783,436
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 3,399,859 3,811,486

売上原価 1,094,091 1,446,511

売上総利益 2,305,767 2,364,974

販売費及び一般管理費   

 販売費及び一般管理費合計 1,940,764 2,152,355

営業利益 365,003 212,619

営業外収益   

 受取利息 7,456 8,786

 受取配当金 10,424 13,386

 為替差益 4,254 798

 補助金収入 - 60,354

 貸倒引当金戻入額 58 48,947

 その他 8,354 5,995

 営業外収益合計 30,548 138,270

営業外費用   

 支払利息 11,366 9,915

 持分法による投資損失 3,560 -

 その他 1,834 1,500

 営業外費用合計 16,760 11,416

経常利益 378,790 339,473

特別損失   

 固定資産処分損 4,230 384

 投資有価証券評価損 1,316 -

 その他 500 -

 特別損失合計 6,047 384

税金等調整前四半期純利益 372,743 339,089

法人税、住民税及び事業税 163,021 38,270

法人税等調整額 △39,390 31,596

法人税等合計 123,630 69,867

少数株主損益調整前四半期純利益 249,113 269,222

少数株主利益 50 93

四半期純利益 249,062 269,128
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 249,113 269,222

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 71,134 △819

 繰延ヘッジ損益 6,021 △1,463

 為替換算調整勘定 34,314 △22,133

 退職給付に係る調整額 - 8,463

 その他の包括利益合計 111,470 △15,952

四半期包括利益 360,584 253,269

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 360,533 253,175

 少数株主に係る四半期包括利益 50 93
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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。

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日)

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　平成24年５月17日）および「退職給付に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成24年５月17日）を、当該会計基準第35項本文および同適用

指針第67項本文に掲げられた定めについて当第１四半期連結会計期間から適用し、退職給付債務および勤務費用

の計算方法を見直しております。退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更し、

また、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について、従業員の平均残存勤務期間に近似した

年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平

均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

当該会計基準等の適用については、当該会計基準第37項に定める経過的な扱いに従い、当第１四半期連結会計

期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しており

ます。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が377,572千円減少し、利益剰余金が

243,156千円増加しております。なお、当第１四半期連結累計期間における営業利益、経常利益および税金等調整

前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

(追加情報)

該当事項はありません。

 

(四半期連結貸借対照表関係)

保証債務

関係会社の金融機関からの借入金について、次のとおり債務保証を行っております。

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

㈱バイオマトリックス研究所 267,719千円 261,459千円
 

また、上記以外に同社の金融機関からの借入金について、定期預金45,000千円を担保に供しております。

 

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四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１四半

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、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日)

減価償却費 222,662千円 310,925千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25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25年５月10日
取締役会

普通株式 190,535 6.00 平成25年３月31日 平成25年６月20日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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26年５月９日
取締役会

普通株式 318,883 10.00 平成26年３月31日 平成26年６月25日 利益剰余金
 

(注) １．配当金の総額には、株式給付信託制度における信託が保有する自社の株式に対する配当金1,000千円が含ま

れております。

２．１株当たり配当額には、記念配当３円が含まれております。

 

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30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
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
医療用・研究用

機器事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 3,277,631 122,227 3,399,859 － 3,399,859

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 12,219 12,219 △12,219 －

計 3,277,631 134,447 3,412,078 △12,219 3,399,859

セグメント利益 358,700 4,855 363,556 1,446 365,003
 

(注) １　セグメント利益の調整額1,446千円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、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

該当事項はありません。

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30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
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
医療用・研究用

機器事業
計

売上高      

  外部顧客への売上高 3,672,046 139,440 3,811,486 － 3,811,486

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 12,711 12,711 △12,711 －

計 3,672,046 152,152 3,824,198 △12,711 3,811,486

セグメント利益 192,685 19,131 211,816 802 212,619
 

(注) １　セグメント利益の調整額802千円は、セグメント間取引消去であります。

２　セグメント利益は、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

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記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
前第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 ７円84銭 ８円47銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額(千円) 249,062 269,128

   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) 249,062 269,128

    普通株式の期中平均株式数(株) 31,765,573 31,791,205

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ７円79銭 ８円41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(株) 207,651 211,866

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)　株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託制度における信託が保有する自社の株式は、１

株当たり四半期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式数に含めております。

１株当たり四半期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第１四半期連結累計期間

100,000株であります。

 

(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】

平成26年５月９日開催の取締役会において、平成26年３月31日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期

末配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額 318,883千円

② １株当たりの金額 10円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 平成26年６月25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26年８月６日

ＪＣＲファーマ株式会社

 取　締　役　会　 御　中

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ  
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　　松　尾　雅　芳　　　印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士　　　　矢　倉　幸　裕　　　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ＪＣＲファーマ

株式会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(平成26年４月１日か

ら平成26年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成26年４月１日から平成26年６月30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、ＪＣＲファーマ株式会社及び連結子会社の平成26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．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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