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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73期

第１四半期連結
累計期間

第74期
第１四半期連結

累計期間
第73期

会計期間
自平成26年６月１日
至平成26年８月31日

自平成27年６月１日
至平成27年８月31日

自平成26年６月１日
至平成27年５月31日

売上高 （千円） 7,422,417 8,734,294 34,058,658

経常利益 （千円） 715,500 1,007,883 3,452,541

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 456,610 678,707 2,246,122

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 563,130 900,397 3,193,978

純資産額 （千円） 19,402,751 22,565,887 21,854,620

総資産額 （千円） 40,029,101 42,276,587 42,305,155

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 40.00 54.23 183.51

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 47.6 52.4 50.7

（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。

３．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。

４．平成27年４月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割を行いましたが、第73期の期首に当該株

式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算出しております。

５.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号平成25年９月13日）等を適用し、当第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。

 

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１四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。

 

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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（１）業績の概況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、賃金上昇やインバウンド消費の拡大などに加え、設備投資も

堅調に推移した結果、全体としては緩やかな上昇傾向となりました。一方で、ギリシャや中国の国内経済不安など

が要因となり、景気上昇の伸びは鈍化しました。

　医薬品業界におきましては、平成25年４月に厚生労働省より「後発医薬品のさらなる使用促進のためのロード

マップ」が公表され、平成26年４月の薬価制度改定等により、長期収載品のジェネリックシフトが引き続き拡大し

ております。

　また平成27年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2015」（いわゆる骨太方針2015）にて、

「後発医薬品に係る数量シェアの目標値については、2017年（平成29年）央に70％以上とするとともに、2018年度

（平成30年度）から2020年度（平成32年度）末までの間のなるべく早い時期に80％以上とする。」と明記され、

ジェネリック医薬品の新たな使用促進策導入により今後一層数量シェアの拡大が見込まれます。一方で同基本方針

には「国民負担を軽減する観点から、後発医薬品の価格算定ルールの見直しを検討するとともに、後発医薬品の価

格等を踏まえた特許の切れた先発医薬品の保険制度による評価の仕組みや在り方等について検討する。」とも記載

されており、一層の経営効率化への努力が求められております。

　このような状況のもと、当社グループは引き続き生産基盤の充実を図りながら積極的な営業活動を展開し、その

結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高8,734,294千円（前年同期比17.7％増）、営業利益968,283千円

（前年同期比35.0％増）、経常利益1,007,883千円（前年同期比40.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

678,707千円（前年同期比48.6％増）となりました。

　販売品目ごとの状況をみますと、原薬では、高脂血症治療剤原薬及び消化性潰瘍剤原薬などのジェネリック医薬

品向け原薬の販売が堅調に推移いたしました。

　製剤では、医療用医薬品において自社開発ジェネリック医薬品の販売増加に加え、新薬や長期収載品の製造受託

の増加があり、順調に推移しました。

　健康食品他につきましては、個人消費の改善等もみられ、堅調に推移いたしました。

 

（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総資産は、前連結会計年度末より28,568千円減少し、42,276,587千円とな

りました。これは主に、商品及び製品の増加293,287千円、原材料及び貯蔵品の増加701,452千円並びに投資有価証

券の増加305,724千円などがあった一方で、現金及び預金の減少306,749千円、受取手形及び売掛金の減少727,299

千円並びに有形固定資産の減少222,910千円などがあったことによるものであります。

　負債は、前連結会計年度末より739,835千円減少し、19,710,699千円となりました。これは主に、支払手形及び

買掛金の増加290,154千円、短期借入金の増加1,590,000千円並びに引当金の増加162,268千円などがあった一方

で、未払法人税等の減少579,040千円、長期借入金の減少752,265千円並びに流動負債その他の減少1,556,959千円

などがあったことによるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末より711,267千円増加し、22,565,887千円となりました。これは主に、利益剰余金

の増加490,978千円並びにその他有価証券評価差額金の増加206,975千円などがあったことによるものであります。

　これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度より1.7ポイント増加し、52.4％となっております。

 

（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１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は358,422千円であります。

　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。
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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 30,800,000

計 30,800,000

 

 

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27年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成27年10月９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 12,519,064 12,519,064
東京証券取引所

市場第一部
 単元株式数100株

計 12,519,064 12,519,064 － －

 

 

 

（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27年６月１日～

平成27年８月31日
－ 12,519,064 － 4,367,774 － 4,253,965

 

 

（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。

 

EDINET提出書類

ダイト株式会社(E24187)

四半期報告書

 4/17



（７）【議決権の状況】

　当第１四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27年５月31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27年８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　　　3,800 － －

完全議決権株式（その他）  普通株式　12,449,300 124,493 －

単元未満株式  普通株式　　　65,964 － －

発行済株式総数 12,519,064 － －

総株主の議決権 － 124,493 －

 

 

②【自己株式等】

平成27年８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(％)

ダイト株式会社
富山県富山市

八日町326番地
3,800 － 3,800 0.03

計 － 3,800 － 3,800 0.03

　（注）当第１四半期会計期間末現在、自己株式を4,314株所有しております。

 

 

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）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27年６月１日から平

成27年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年６月１日から平成27年８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27年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,918,749 1,611,999

受取手形及び売掛金 9,864,970 9,137,671

電子記録債権 3,254,881 3,353,263

商品及び製品 835,982 1,129,269

仕掛品 2,250,379 2,348,033

原材料及び貯蔵品 2,265,943 2,967,396

その他 1,373,510 1,136,018

貸倒引当金 △47,664 △43,709

流動資産合計 21,716,752 21,639,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,335,340 7,237,600

機械装置及び運搬具（純額） 4,353,668 4,159,253

その他（純額） 4,751,588 4,820,832

有形固定資産合計 16,440,597 16,217,686

無形固定資産 521,893 497,844

投資その他の資産   

投資有価証券 3,358,453 3,664,178

その他 291,610 280,786

貸倒引当金 △24,153 △23,850

投資その他の資産合計 3,625,911 3,921,115

固定資産合計 20,588,402 20,636,645

資産合計 42,305,155 42,276,587

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,176,774 4,466,929

電子記録債務 464,734 489,303

短期借入金 3,050,000 4,640,000

1年内返済予定の長期借入金 2,472,456 2,146,009

未払法人税等 821,779 242,739

引当金 85,604 247,872

その他 4,914,538 3,357,578

流動負債合計 15,985,887 15,590,432

固定負債   

長期借入金 3,434,698 3,008,880

退職給付に係る負債 195,950 195,804

その他 833,998 915,582

固定負債合計 4,464,647 4,120,267

負債合計 20,450,535 19,710,699
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成27年５月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成27年８月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,367,774 4,367,774

資本剰余金 4,253,965 4,253,965

利益剰余金 11,138,297 11,629,276

自己株式 △8,775 △10,177

株主資本合計 19,751,262 20,240,838

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,339,798 1,546,774

為替換算調整勘定 356,091 372,998

退職給付に係る調整累計額 13,364 10,023

その他の包括利益累計額合計 1,709,254 1,929,795

非支配株主持分 394,103 395,252

純資産合計 21,854,620 22,565,887

負債純資産合計 42,305,155 42,276,587
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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26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年６月１日
　至　平成27年８月31日)

売上高 7,422,417 8,734,294

売上原価 5,856,534 6,805,574

売上総利益 1,565,882 1,928,720

返品調整引当金繰入額 - 567

返品調整引当金戻入額 1,041 -

差引売上総利益 1,566,924 1,928,152

販売費及び一般管理費 849,710 959,868

営業利益 717,213 968,283

営業外収益   

受取利息 6,084 256

受取配当金 30,205 31,788

為替差益 - 15,870

その他 15,817 11,694

営業外収益合計 52,107 59,609

営業外費用   

支払利息 19,091 12,993

株式交付費 19,499 -

為替差損 9,490 -

その他 5,739 7,016

営業外費用合計 53,820 20,009

経常利益 715,500 1,007,883

特別損失   

固定資産除却損 6,695 2,059

特別損失合計 6,695 2,059

税金等調整前四半期純利益 708,805 1,005,824

法人税等 251,956 333,417

四半期純利益 456,848 672,407

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主

に帰属する四半期純損失（△）
237 △6,299

親会社株主に帰属する四半期純利益 456,610 678,707
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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26年６月１日
　至　平成26年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成27年６月１日
　至　平成27年８月31日)

四半期純利益 456,848 672,407

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 116,355 206,975

為替換算調整勘定 △18,652 24,355

退職給付に係る調整額 8,578 △3,341

その他の包括利益合計 106,281 227,990

四半期包括利益 563,130 900,397

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 568,541 899,249

非支配株主に係る四半期包括利益 △5,411 1,148
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【注記事項】

（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）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成25年９月13日。以下「連結会計基準」と

いう。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持

分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更しております。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務

諸表に反映させる方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株

主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び前連

結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業

分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期首時点から

将来にわたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

債務保証

　次の会社の武田薬品工業㈱からの買掛債務に対して債務保証を行っております。

前連結会計年度
（平成27年５月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成27年８月31日）

㈱富士薬品 25,700千円 ㈱富士薬品 65,727千円

アボットジャパン㈱ 12,422 日医工㈱ 45,223

テイカ製薬㈱ 8,383 ㈱パナケイア製薬 25,933

東洋製薬化成㈱ 8,188 キョーリンリメディオ㈱ 17,059

キョーリンリメディオ㈱ 6,561 アボットジャパン㈱ 12,422

第一薬品工業㈱ 2,843 東洋製薬化成㈱ 6,847

佐藤薬品工業㈱ 1,877 佐藤薬品工業㈱ 6,420

日医工㈱ 804 内外薬品㈱ 2,683

常盤薬品工業㈱ 536 常盤薬品工業㈱ 769

㈱パナケイア製薬 482 ㈱廣貫堂 691

富山薬品㈱ 134   

合計 67,935 合計 183,774

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

　該当事項はありません。

 

 

（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(のれんを除く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26年６月１日

　至　平成26年８月31日)

当第１四半期連結累計期間

(自　平成27年６月１日

　至　平成27年８月31日)

減価償却費 564,018千円 603,070千円
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（株主資本等関係）

　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年８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26年８月28日

定時株主総会
普通株式 296,566 30 平成26年５月31日 平成26年８月29日 利益剰余金

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　当社は、平成26年７月29日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本剰余金がそれぞれ

1,084,759千円増加しております。また、平成26年８月27日を払込期日とする第三者割当による新株式発行によ

り、資本金及び資本剰余金がそれぞれ162,713千円増加しております。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間において資本金及び資本剰余金がそれぞれ1,247,472千円増加し、当

第１四半期連結会計期間末において資本金が4,367,774千円、資本剰余金が4,253,965千円となっております。

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年６月１日　至　平成27年８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27年７月10日

取締役会
普通株式 187,728 15 平成27年５月31日 平成27年８月６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】

　前第１四半期連結累計期間（自　平成26年６月１日　至　平成26年８月31日）

　当社の報告セグメントは、「医薬品事業」のみであり、その他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

 

　当第１四半期連結累計期間（自　平成27年６月１日　至　平成27年８月31日）

　当社の報告セグメントは、「医薬品事業」のみであり、その他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記

載を省略しております。

 

（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は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成27年６月１日
至　平成27年８月31日）

１株当たり四半期純利益金額 40円00銭 54円23銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（千

円）
456,610 678,707

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（千円）
456,610 678,707

普通株式の期中平均株式数（千株） 11,414 12,514

(注)１．平成27年４月１日付で普通株式１株につき1.1株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、前連

　　　結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　　２．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。
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２【その他】

　平成27年７月10日開催の取締役会において、期末配当に関し、次のとおり決議いたしました。

 

　（イ）配当金の総額　　187,728千円

　（ロ）１株当たりの金額　　15円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成27年８月６日

 

（注）平成27年５月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行いました。
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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27年10月９日

ダイト株式会社

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 近藤　久晴　　印

 

 
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

 公認会計士 安藤　眞弘　　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」に掲げられているダイト株式会社

の平成27年６月１日から平成28年５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27年６月１日から平成27

年８月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成27年６月１日から平成27年８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、ダイト株式会社及び連結子会社の平成27年８月31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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