
２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成29年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 58,173 52,348 

受取手形及び売掛金 47,045 45,982 

有価証券 5,500 8,300 

商品及び製品 9,222 14,116 

仕掛品 751 1,057 

原材料及び貯蔵品 2,832 2,949 

繰延税金資産 2,899 3,427 

その他 2,267 2,432 

貸倒引当金 △45 △51 

流動資産合計 128,646 130,563 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 8,377 8,182 

機械装置及び運搬具（純額） 3,478 3,574 

工具、器具及び備品（純額） 1,407 1,348 

土地 3,552 3,576 

リース資産（純額） 628 583 

建設仮勘定 388 362 

有形固定資産合計 17,833 17,628 

無形固定資産    

のれん 4,729 3,907 

商標権 480 423 

ソフトウエア 962 856 

その他 1,051 949 

無形固定資産合計 7,223 6,135 

投資その他の資産    

投資有価証券 40,281 43,743 

長期貸付金 171 237 

繰延税金資産 383 465 

投資不動産（純額） 2,967 2,988 

その他 3,991 3,925 

貸倒引当金 △265 △330 

投資その他の資産合計 47,529 51,030 

固定資産合計 72,587 74,794 

資産合計 201,234 205,357 

 

- 4 -

小林製薬㈱（4967）　平成29年12月期　第３四半期決算短信



 

    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成28年12月31日) 
当第３四半期連結会計期間 

(平成29年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 8,169 9,506 

電子記録債務 7,849 8,396 

短期借入金 192 213 

未払金 20,191 19,534 

リース債務 56 54 

未払法人税等 3,357 3,000 

未払消費税等 1,090 811 

返品調整引当金 1,409 1,115 

賞与引当金 1,147 1,108 

資産除去債務 37 38 

その他 3,472 2,934 

流動負債合計 46,975 46,716 

固定負債    

リース債務 581 540 

繰延税金負債 3,841 4,182 

退職給付に係る負債 4,337 4,276 

役員退職慰労引当金 33 34 

資産除去債務 80 81 

その他 2,063 2,080 

固定負債合計 10,938 11,196 

負債合計 57,914 57,912 

純資産の部    

株主資本    

資本金 3,450 3,450 

資本剰余金 4,958 4,183 

利益剰余金 147,901 142,660 

自己株式 △21,088 △12,380 

株主資本合計 135,221 137,914 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 9,481 11,164 

繰延ヘッジ損益 40 14 

為替換算調整勘定 680 268 

退職給付に係る調整累計額 △2,171 △1,960 

その他の包括利益累計額合計 8,031 9,486 

新株予約権 67 44 

純資産合計 143,320 147,445 

負債純資産合計 201,234 205,357 
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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３四半期連結累計期間）

  （単位：百万円） 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年９月30日) 

売上高 107,653 

売上原価 40,103 

売上総利益 67,549 

販売費及び一般管理費 50,399 

営業利益 17,149 

営業外収益  

受取利息 192 

受取配当金 198 

不動産賃貸料 222 

その他 219 

営業外収益合計 832 

営業外費用  

支払利息 16 

売上割引 485 

不動産賃貸原価 62 

為替差損 180 

その他 244 

営業外費用合計 990 

経常利益 16,992 

特別利益  

固定資産売却益 0 

その他 3 

特別利益合計 4 

特別損失  

固定資産除売却損 57 

減損損失 333 

投資有価証券売却損 0 

その他 72 

特別損失合計 463 

税金等調整前四半期純利益 16,533 

法人税、住民税及び事業税 5,832 

法人税等調整額 △1,040 

法人税等合計 4,792 

四半期純利益 11,740 

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） － 

親会社株主に帰属する四半期純利益 11,740 
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

  （単位：百万円） 

 
当第３四半期連結累計期間 
(自 平成29年１月１日 

 至 平成29年９月30日) 

四半期純利益 11,740 

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 1,682 

繰延ヘッジ損益 △25 

為替換算調整勘定 △412 

退職給付に係る調整額 210 

その他の包括利益合計 1,455 

四半期包括利益 13,196 

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 13,196 

非支配株主に係る四半期包括利益 － 
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

 該当事項はありません。

 

（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29年２月１日開催の取締役会決議に基づき、平成29年２月17日付で、自己株式3,000,000株の消却を

実施し、資本剰余金が770百万円、利益剰余金が9,339百万円、自己株式が10,110百万円減少しました。また、平成29

年２月１日開催の取締役会で決議し、平成29年３月30日開催の第99期定時株主総会で承認されました、第三者割当に

よる自己株式の処分を行いました。この処分により自己株式は3,261百万円、利益剰余金は3,260百万円減少しまし

た。さらに、平成29年２月１日開催の取締役会決議に基づき自己株式の取得を行い、自己株式は4,999百万円増加し

ました。

 この結果等により、当第３四半期連結会計期間末において資本剰余金は4,183百万円、利益剰余金は142,660百万

円、自己株式は12,380百万円となりました。

 

（セグメント情報）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自 平成29年１月１日 至 平成29年９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：百万円） 

  報告セグメント 

その他

（注）１ 
合計 

調整額
（注）２ 

四半期連 
結損益計 
算書 
計上額 

（注）３ 

 

国内 
家庭用
品製造
販売事
業 

海外 
家庭用
品製造
販売事
業 

通信 
販売事
業 

計 

売上高                

外部顧客への売上高 85,786 13,503 7,448 106,738 914 107,653 － 107,653 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
4,542 829 － 5,371 3,874 9,246 △9,246 － 

計 90,329 14,332 7,448 112,110 4,789 116,899 △9,246 107,653 

セグメント利益又は損失

（△） 
16,039 391 △109 16,321 1,025 17,346 △353 16,992 

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、医療関連事業、運送

業、合成樹脂容器の製造販売、保険代理業、不動産管理、広告企画制作等を含んでおります。

   ２.セグメント利益又は損失の調整額△353百万円は、セグメント間取引消去及び各事業セグメントに配

分していない収益及び費用であります。

   ３.セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の経常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 

 （固定資産に係る重要な減損損失）

       「国内家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、投資額の回収が困難となった該当事業用資産につい

      て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上しております。

       当該事象による減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間においては、333百万円です。

 

     （のれんの金額の重要な変動） 

       「国内家庭用品製造販売事業」セグメントにおいて、投資額の回収が困難となったのれんについて、減損

      損失を計上しております。

       当該事象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間においては、227百万円であります。 

      なお、上記（固定資産に係る重要な減損損失）の中に当該のれんの減損も含めて記載しております。 

 

（重要な後発事象）

    該当事項はありません。
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