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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124期

第３四半期
累計期間

第125期
第３四半期
累計期間

第124期

会計期間

自2018年
　４月１日
至2018年
　12月31日

自2019年
　４月１日
至2019年
　12月31日

自2018年
　４月１日
至2019年
　３月31日

売上高 （千円） 8,085,767 8,486,921 10,739,976

経常利益又は経常損失（△） （千円） 102,191 △818,225 △409,169

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失(△）
（千円） 191,845 △1,559,331 △181,280

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） 14,124,965 12,221,338 13,760,978

総資産額 （千円） 17,769,195 16,574,843 17,764,006

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失

（△）

（円） 5.53 △44.93 △5.22

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － －

自己資本比率 （％） 79.49 73.73 77.47

 

回次
第124期

第３四半期
会計期間

第125期
第３四半期
会計期間

会計期間

自2018年
　10月１日
至2018年
　12月31日

自2019年
　10月１日
至2019年
　12月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 6.43 1.83

　（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３四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３四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【経営者による財政状態、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判断したものであります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀による金融緩和策を背景に、企業収益や雇

用環境の改善等により緩やかな回復基調で推移しましたが、海外における中国景気の減速や長期化する米中間の貿

易摩擦等による政治・経済動向の不確実性が高まっており、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

　医薬品業界におきましては、後発品使用促進策や長期収載医薬品の薬価引下げなどの薬剤費抑制政策が継続的に

推し進められ、引き続き厳しい事業環境にあります。このような経済状況のもとで当社は、医薬事業、ヘルスケア

事業、国際事業を中心に事業を推進してまいりました。

　この結果、当事業年度の財政状態及び経営成績は以下のとおりとなりました。

 

ａ.財政状態

　当第３四半期会計期間末における総資産は、165億７千４百万円となり前事業年度末比11億８千９百万円（6.7％

減）の減少となりました。流動資産は89億７千４百万円となり６億４千９百万円（6.8％減）の減少、固定資産は75

億９千９百万円となり５億３千９百万円（6.6％減）の減少となりました。

　流動資産が減少いたしましたのは、現金及び預金、原材料及び貯蔵品が減少したことが主たる要因であります。

一方、固定資産が減少いたしましたのは、繰延税金資産が減少したことが主たる要因であります。

　一方、負債の部は、43億５千３百万円となり前事業年度末比３億５千万円（8.8％増）の増加となりました。流動

負債は26億７千５百万円となり３千２百万円（1.2％減）の減少、固定負債は16億７千７百万円となり３億８千３百

万円（29.6％増）の増加となりました。

　流動負債が減少いたしましたのは、賞与引当金が減少したことが主たる要因であります。一方、固定負債が増加

いたしましたのは、繰延税金負債が増加したことが主たる要因であります。

　純資産の部は、122億２千１百万円となり前事業年度末比15億３千９百万円（11.2％減）の減少となりました。繰

越利益剰余金が減少したことが主たる要因であります。

　この結果、自己資本比率は、前事業年度末の77.5％から73.7％となりました。

 

ｂ.経営成績

　当第３四半期累計期間の売上高は84億８千６百万円（前年同期比5.0％増）、営業損失８億５千９百万円（前年同

期は営業利益６千７百万円）、経常損失は８億１千８百万円（前年同期は経常利益１億２百万円）、四半期純損失

は15億５千９百万円（前年同期は四半期純利益１億９千１百万円）となりました。なお、WP-1303の緑内障・高眼圧

症を適応症とした開発を中止したことに伴い、繰延税金資産を取り崩しております。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

　医薬事業では「マキュエイド眼注用40㎎」、「カルテオロール塩酸塩ＬＡ点眼液」、「ドルモロール配合点眼

液」および「オプティエイド」シリーズの売上が増加いたしましたが、長期収載品である「ジクロード点眼液

0.1％」および「リズモンＴＧ点眼液」の売上が減少いたしました。その結果、売上高は50億２千４百万円（前年同

期比1.4％減）となりました。

 　ヘルスケア事業では、主力製品の「強力わかもと」、通販事業における「アバンビーズ オーラルタブレット」の

売上が増加いたしました。その結果、売上高は28億２千８百万円（前年同期比18.1％増）となりました。

 　国際事業では、輸出用原料薬品の売上が増加いたしました。その結果、売上高は４億９千５百万円（前年同期比

8.5％増）となりました。

 　不動産賃貸業の主たる収入はコレド室町関連の賃貸料であります。売上高は１億３千９百万円（前年同期比1.6％

増）となりました。
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（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

（3）研究開発活動

　当第３四半期累計期間における当社の研究開発活動の金額は15億９千７百万円であります。なお、2019年９月９

日にWP-1303の緑内障・高眼圧症を適応症とした開発の中止を決定いたしました。

　今後につきましては、引き続き永続的企業発展のために眼科領域の新薬開発を基本に、成長分野での長期的視点

に立った研究開発を推進してまいります。

 

３【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または締結等はありません。
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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 120,000,000

計 120,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2019年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（2020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 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100株であり

ます。

計 34,838,325 34,838,325 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の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）【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）

2019年10月１日～

2019年12月31日

　－ 34,838,325 － 3,395,887 　－ 2,675,826

 

（５）【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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（６）【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（2019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】

    2019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 130,500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 34,663,800 346,638 －

単元未満株式 普通株式 44,025 － －

発行済株式総数  34,838,325 － －

総株主の議決権  － 346,638 －

　（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3,700株（議決権の数37個）含まれ

ております。

②【自己株式等】

    2019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
（％）

わかもと製薬株式会社
中央区日本橋本町

二丁目２番２号
130,500 － 130,500 0.37

計 － 130,500 － 130,500 0.37

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第３四半期累計期間における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。

 

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（2019年10月１日から2019年12

月31日まで）及び第３四半期累計期間（2019年４月１日から2019年12月31日まで）に係る四半期財務諸表について、

仰星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、子会社がないため、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

(2019年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,261,813 2,494,970

受取手形及び売掛金 3,642,776 3,901,930

商品及び製品 1,379,604 1,352,231

仕掛品 420,277 511,581

原材料及び貯蔵品 674,191 537,296

未収還付法人税等 22,421 6,805

その他 224,532 170,176

貸倒引当金 △728 -

流動資産合計 9,624,888 8,974,992

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,822,381 7,816,204

減価償却累計額 △4,737,190 △4,857,374

建物（純額） 3,085,190 2,958,829

構築物 268,504 268,504

減価償却累計額 △221,287 △226,852

構築物（純額） 47,216 41,651

機械及び装置 8,034,589 8,041,199

減価償却累計額 △7,531,062 △7,613,775

機械及び装置（純額） 503,527 427,424

車両運搬具 45,455 50,273

減価償却累計額 △35,110 △39,385

車両運搬具（純額） 10,344 10,887

工具、器具及び備品 969,411 984,923

減価償却累計額 △846,202 △871,841

工具、器具及び備品（純額） 123,209 113,081

土地 82,947 82,947

建設仮勘定 55,035 53,200

有形固定資産合計 3,907,470 3,688,022

無形固定資産   

特許実施権 300,000 300,000

特許権 228 138

ソフトウエア 168,229 124,010

ソフトウエア仮勘定 - 48,494

その他 3,680 3,680

無形固定資産合計 472,138 476,323

投資その他の資産   

投資有価証券 2,634,497 2,665,247

保険積立金 498,817 463,748

繰延税金資産 310,990 -

その他 358,241 348,245

貸倒引当金 △43,036 △41,736

投資その他の資産合計 3,759,510 3,435,505

固定資産合計 8,139,118 7,599,851

資産合計 17,764,006 16,574,843
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(2019年３月31日)
当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※ 1,322,362 1,506,144

短期借入金 140,000 100,000

未払法人税等 19,794 20,706

未払消費税等 - 26,352

賞与引当金 141,600 46,990

返品調整引当金 4,000 3,000

その他 1,080,773 972,563

流動負債合計 2,708,530 2,675,757

固定負債   

退職給付引当金 1,123,035 1,078,355

長期預り金 169,327 169,820

繰延税金負債 - 425,597

その他 2,134 3,974

固定負債合計 1,294,496 1,677,747

負債合計 4,003,027 4,353,505

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,395,887 3,395,887

資本剰余金 2,675,828 2,675,828

利益剰余金 6,596,110 5,036,778

自己株式 △36,056 △36,123

株主資本合計 12,631,770 11,072,371

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,129,208 1,148,966

評価・換算差額等合計 1,129,208 1,148,966

純資産合計 13,760,978 12,221,338

負債純資産合計 17,764,006 16,574,843
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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）

 
前第３四半期累計期間
(自　2018年４月１日
　至　2018年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　2019年４月１日
　至　2019年12月31日)

売上高 8,085,767 8,486,921

売上原価 3,519,961 3,662,321

売上総利益 4,565,805 4,824,600

販売費及び一般管理費 4,498,632 5,683,673

営業利益又は営業損失（△） 67,173 △859,073

営業外収益   

受取利息 16 13

受取配当金 42,533 44,171

為替差益 - 708

その他 14,160 16,782

営業外収益合計 56,710 61,675

営業外費用   

支払利息 1,401 477

固定資産除却損 1,508 1,595

寄付金 15,576 15,319

為替差損 399 -

その他 2,806 3,434

営業外費用合計 21,691 20,827

経常利益又は経常損失（△） 102,191 △818,225

特別利益   

固定資産売却益 194,236 -

受取和解金 11,900 -

特別利益合計 206,136 -

特別損失   

事務所移転費用 9,804 -

特別損失合計 9,804 -

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 298,523 △818,225

法人税、住民税及び事業税 13,147 13,138

法人税等調整額 93,530 727,967

法人税等合計 106,678 741,106

四半期純利益又は四半期純損失（△） 191,845 △1,559,331
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

※四半期会計期間末日満期手形

　四半期会計期間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、

前事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の四半期会計期間末日満期手形が前事業年度末日残高に含

まれております。

 

 
 

　前事業年度
（2019年３月31日）

　当第３四半期会計期間
（2019年12月31日）

支払手形 3,673千円 －

 

（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。なお、第３四半期累計

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３四半期累計期間

（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31日）

減価償却費 345,024千円 349,373千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　2018年４月１日　至　2018年12月31日）

配当に関する事項

(1)配当金支払額

2018年６月21日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

①　配当金の総額　　　　　　　　　　104,124千円

②　１株当たり配当額　　　　　　　　　　　3.0円

③　基準日　　　　　　　　　　 2018年３月31日

④　効力発生日　　　　　　　　 2018年６月22日

⑤　配当の原資　　　　　　　　　　　 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　2019年４月１日　至　2019年12月31日）

配当に関する事項

配当金支払額

無配のため記載すべき事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自2018年４月１日 至2018年12月31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 合計 調整額

四半期
損益計算
書計上額
(注)１

 医薬事業
ヘルスケ
ア事業

国際事業
不動産賃
貸業

計

売上高          

外部顧客への売上高 5,096,346 2,395,361 456,383 137,677 8,085,767 － 8,085,767 － 8,085,767

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 5,096,346 2,395,361 456,383 137,677 8,085,767 － 8,085,767 － 8,085,767

セグメント利益又は

損失（△）
△280,890 257,033 35,017 56,013 67,173 － 67,173 － 67,173

（注）１．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自2019年４月１日 至2019年12月31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 合計 調整額

四半期
損益計算
書計上額
(注)１

 医薬事業
ヘルスケ
ア事業

国際事業
不動産賃
貸業

計

売上高          

外部顧客への売上高 5,024,004 2,828,066 495,003 139,847 8,486,921 － 8,486,921 － 8,486,921

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － － －

計 5,024,004 2,828,066 495,003 139,847 8,486,921 － 8,486,921 － 8,486,921

セグメント利益又は

損失（△）
△1,019,112 29,087 73,243 57,709 △859,073 － △859,073 － △859,073

（注）１．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。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

　（セグメント区分の変更）

　前第４四半期会計期間より、従来「その他」に区分していた「不動産賃貸業」については量的な重要性

が増したため、報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

　なお、前第３四半期累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメントの区分に基づき作成したも

のを記載しております。
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（１株当たり情報）

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

 
前第３四半期累計期間

（自　2018年４月１日
至　2018年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　2019年４月１日
至　2019年12月31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（△）
5円53銭 △44円93銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益又は四半期純損失（△）（千円） 191,845 △1,559,331

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（△）（千円）
191,845 △1,559,331

普通株式の期中平均株式数（千株） 34,708 34,707

（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。
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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  

 

2020年２月13日

わかもと製薬株式会社

取締役会　御中

 

仰 星 監 査 法 人

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 野口　哲生　　印

 

 
指 定 社 員
業務執行社員

 公認会計士 新島　敏也　　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2019年４月１日から2020年３月31日までの第125期事業年度の第３四半期会計期間（2019年10月１日から2019年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（2019年４月１日から2019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、わかもと製薬株式会社の2019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。
 
その他の事項

　会社の2019年３月31日をもって終了した前事業年度の第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間に係る四半期財務諸

表並びに前事業年度の財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査

人は、当該四半期財務諸表に対して2019年２月８日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該財務諸表に対して

2019年６月14日付けで無限定適正意見を表明している。
 
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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