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1. 2021年3月期の業績（2020年4月1日～2021年3月31日）

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年3月期 10,811 △9.3 2,058 △32.9 2,120 △32.4 1,548 △30.9

2020年3月期 11,924 3.3 3,068 △3.7 3,139 △4.1 2,240 △2.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年3月期 129.45 129.20 5.2 6.4 19.0

2020年3月期 187.33 187.08 7.8 9.9 25.7

（参考） 持分法投資損益 2021年3月期 ―百万円 2020年3月期 ―百万円

(2) 財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

2021年3月期 33,384 30,441 91.1 2,541.33

2020年3月期 32,417 29,407 90.6 2,455.72

（参考） 自己資本 2021年3月期 30,397百万円 2020年3月期 29,373百万円

(3) キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年3月期 1,922 △4,591 △717 12,512

2020年3月期 3,743 △680 △719 15,899

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

2020年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 717 32.0 2.5

2021年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00 717 46.3 2.4

2022年3月期(予想) ― 30.00 ― 30.00 60.00 49.2

3. 2022年 3月期の業績予想（2021年 4月 1日～2022年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 5,400 0.6 1,190 △17.8 1,230 △17.1 880 △17.6 73.57

通期 11,100 2.7 1,970 △4.3 2,040 △3.8 1,460 △5.7 122.06



※ 注記事項

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年3月期 12,154,000 株 2020年3月期 12,154,000 株

② 期末自己株式数 2021年3月期 192,725 株 2020年3月期 192,567 株

③ 期中平均株式数 2021年3月期 11,961,356 株 2020年3月期 11,961,512 株

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業
績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P.2「経
営成績等の概況」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当期の売上高は、主力製品である新ビオフェルミンＳが64億８千２百万円(前期比14.1％減)となり、医薬品を

含めた一般用製品全体で72億４千３百万円(前期比12.2％減)、医療用医薬品全体では32億３千８百万円(前期比

3.6％減)となりました。その結果、売上高全体では108億１千１百万円(前期比9.3％減)となり、営業利益が20億

５千８百万円(前期比32.9％減)、経常利益が21億２千万円(前期比32.4％減)、当期純利益は15億４千８百万円(前

期比30.9％減)となりました。

（２）当期の財政状態の概況

(流動資産)

当事業年度末における流動資産の残高は、195億１百万円(前年同期比28億４千万円減)となりました。その要因

は、現金及び預金の減少(前年同期比33億８千７百万円減)があったこと等によるものであります。

(固定資産)

当事業年度末における固定資産の残高は、138億８千３百万円(前年同期比38億８百万円増)となりました。その

要因は、新工場建設による建設仮勘定の増加(前年同期比30億８千万円増)及び土地の増加(前年同期比11億６千４

百万円増)があったこと等によるものであります。

(負債)

当事業年度末における負債合計の残高は、29億４千３百万円(前年同期比６千６百万円減)となりました。その

要因は、未払法人税等の減少(前年同期比２億１千９百万円減)があったこと等によるものであります。

(純資産)

当事業年度末における純資産の残高は、304億４千１百万円(前年同期比10億３千３百万円増)となりました。そ

の要因は、当期純利益の計上による利益剰余金の増加(前年同期比８億３千万円増)があったこと等によるもので

あります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べ33億８千７百万円

減少し、125億１千２百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における営業活動による資金の増加は、19億２千２百万円(前事業年度は37億４千３百万円の増加)

となりました。

これは、税引前当期純利益が21億２千万円であったこと等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における投資活動による資金の減少は、45億９千１百万円(前事業年度は６億８千万円の減少)とな

りました。

これは、有形固定資産の取得によって45億４千２百万円の支出(前事業年度は８億９千３百万円の支出)があっ

たこと等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当事業年度における財務活動による資金の減少は、７億１千７百万円（前事業年度は７億１千９百万円の減

少）となりました。

これは、取締役会決議による配当金並びに中間配当金の支払が７億１千５百万円であったこと等によるもので

あります。
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（４）今後の見通し

次期の業績の見通しについては次の通りであります。

予想金額 対前期

売上高 11,100百万円 +288百万円（+2.7％）

営業利益 1,970百万円 △88百万円（△4.3％）

経常利益 2,040百万円 △80百万円（△3.8％）

当期純利益 1,460百万円 △88百万円（△5.7％）

新型コロナウイルスによる業績への影響は、市場動向を勘案し予想しております。

また、予想数値は「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号平成30年３月30日）を適用し

た数値になっております。当該基準の適用により売上高は減少しますが、営業利益、経常利益、当期

純利益には影響はありません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

日本の会計基準は、国際的な会計基準とのコンバージェンスの結果、高品質かつ国際的に遜色のないものとな

っており、欧州より国際会計基準と同等との評価を受けていることから、当社は会計基準につきましては日本基

準を適用しております。

なお、当社は、将来における国際会計基準の適用に備え、外国人株主比率の推移及び国内の同業他社の国際会

計基準の適用動向等を踏まえつつ、国際会計基準の知識の習得、日本基準とのギャップ分析、導入における影響

度調査等の取組みを実施しておりますが、国際会計基準の適用時期は未定であります。
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３．財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,799,743 14,412,558

売掛金 2,852,329 2,970,142

製品 565,044 736,979

仕掛品 849,180 892,295

原材料及び貯蔵品 187,361 200,351

前払費用 83,988 28,792

その他 4,924 260,602

流動資産合計 22,342,573 19,501,722

固定資産

有形固定資産

建物 8,382,017 8,403,317

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,170,439 △5,419,040

建物（純額） 3,211,577 2,984,277

構築物 278,279 245,679

減価償却累計額及び減損損失累計額 △239,964 △218,219

構築物（純額） 38,314 27,459

機械及び装置 10,179,573 10,282,173

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,838,594 △9,432,967

機械及び装置（純額） 1,340,978 849,205

車両運搬具 16,582 16,582

減価償却累計額及び減損損失累計額 △16,581 △16,581

車両運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品 974,612 1,069,398

減価償却累計額及び減損損失累計額 △664,836 △757,523

工具、器具及び備品（純額） 309,776 311,874

土地 3,247,305 4,411,795

リース資産 7,584 7,584

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,297 △5,814

リース資産（純額） 3,286 1,769

建設仮勘定 212,549 3,293,349

有形固定資産合計 8,363,787 11,879,731

無形固定資産

特許権 28,171 36,255

商標権 2,543 4,792

ソフトウエア 55,512 58,220

その他 0 0

無形固定資産合計 86,227 99,268

投資その他の資産

投資有価証券 1,552,541 1,831,137

従業員に対する長期貸付金 2,210 3,630

その他 69,963 69,449

投資その他の資産合計 1,624,715 1,904,216

固定資産合計 10,074,730 13,883,216

資産合計 32,417,303 33,384,939
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当事業年度
(2021年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 44,061 12,479

未払金 1,194,847 1,287,743

未払法人税等 462,985 243,402

預り金 11,066 11,386

リース債務 1,638 1,638

販売促進引当金 111,910 107,615

賞与引当金 219,517 221,448

流動負債合計 2,046,026 1,885,714

固定負債

リース債務 1,911 273

繰延税金負債 459,889 518,981

退職給付引当金 489,030 525,766

その他 12,871 12,696

固定負債合計 963,702 1,057,717

負債合計 3,009,728 2,943,431

純資産の部

株主資本

資本金 1,227,000 1,227,000

資本剰余金

資本準備金 734,457 734,457

その他資本剰余金 32,093 32,093

資本剰余金合計 766,550 766,550

利益剰余金

利益準備金 126,750 126,750

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 1,188,158 1,187,049

別途積立金 18,192,500 18,892,500

繰越利益剰余金 7,448,494 7,580,309

利益剰余金合計 26,955,902 27,786,609

自己株式 △292,492 △292,878

株主資本合計 28,656,961 29,487,281

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 716,958 910,303

評価・換算差額等合計 716,958 910,303

新株予約権 33,655 43,922

純資産合計 29,407,574 30,441,507

負債純資産合計 32,417,303 33,384,939
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

売上高 11,924,796 10,811,181

売上原価

製品期首たな卸高 741,139 565,044

当期製品製造原価 4,427,926 4,677,101

合計 5,169,065 5,242,146

他勘定振替高 ※1 2,655 ※1 7,932

製品期末たな卸高 565,044 736,979

売上原価合計 4,601,365 4,497,234

売上総利益 7,323,430 6,313,947

販売費及び一般管理費

販売促進費 390,609 479,290

販売促進引当金繰入額 71,965 107,615

発送費 52,083 52,937

広告宣伝費 2,037,562 1,961,855

役員報酬 95,263 113,411

給料及び手当 565,913 550,276

賞与引当金繰入額 78,653 77,423

退職給付費用 20,661 16,207

福利厚生費 107,535 109,868

株式報酬費用 10,878 11,011

減価償却費 37,986 37,835

研究開発費 ※2 467,473 ※2 436,385

その他 318,723 301,619

販売費及び一般管理費合計 4,255,310 4,255,737

営業利益 3,068,120 2,058,209

営業外収益

受取利息 435 191

受取配当金 73,598 74,075

その他 11,189 9,719

営業外収益合計 85,222 83,986

営業外費用

たな卸資産廃棄損 1,306 3,170

固定資産除却損 2,879 14,847

減価償却費 3,966 ―

固定資産売却損 2,973 ―

その他 3,067 3,264

営業外費用合計 14,193 21,282

経常利益 3,139,148 2,120,914

税引前当期純利益 3,139,148 2,120,914

法人税、住民税及び事業税 886,532 598,684

法人税等調整額 11,893 △26,158

法人税等合計 898,425 572,525

当期純利益 2,240,722 1,548,388
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製造原価明細書

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 原材料費 1,200,459 26.0 1,146,705 24.3

Ⅱ 労務費 937,739 20.3 986,539 20.9

Ⅲ 経費

　１ 減価償却費 936,015 919,201

　２ その他 1,538,027 2,474,043 53.6 1,667,771 2,586,972 54.8

　 当期総製造費用 4,612,242 100 4,720,217 100

　 期首仕掛品たな卸高 664,863 849,180

　 合計 5,277,106 5,569,397

　 期末仕掛品たな卸高 849,180 892,295

　 当期製品製造原価 4,427,926 4,677,101

(注) 前事業年度 当事業年度

１ 原価計算の方法：総合原価計算による実際原価計

算であります。

１ 原価計算の方法：同左

２ 原価に算入した引当金は、賞与引当金112,170千

円、退職給付引当金26,822千円であります。

２ 原価に算入した引当金は、賞与引当金119,381千

円、退職給付引当金25,939千円であります。
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 1,227,000 734,457 32,093 766,550

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

特別償却準備金の取

崩

別途積立金の積立

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 1,227,000 734,457 32,093 766,550

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
特別償却準備金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 126,750 1,221,177 4,312 17,492,500 6,588,134 25,432,874

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△33,019 33,019 ―

特別償却準備金の取

崩
△4,312 4,312 ―

別途積立金の積立 700,000 △700,000 ―

剰余金の配当 △717,694 △717,694

当期純利益 2,240,722 2,240,722

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― △33,019 △4,312 700,000 860,360 1,523,028

当期末残高 126,750 1,188,158 ― 18,192,500 7,448,494 26,955,902
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(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △292,103 27,134,321 1,089,529 1,089,529 22,777 28,246,627

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

特別償却準備金の取

崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △717,694 △717,694

当期純利益 2,240,722 2,240,722

自己株式の取得 △388 △388 △388

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― △372,571 △372,571 10,878 △361,693

当期変動額合計 △388 1,522,639 △372,571 △372,571 10,878 1,160,946

当期末残高 △292,492 28,656,961 716,958 716,958 33,655 29,407,574
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当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 1,227,000 734,457 32,093 766,550

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩

別途積立金の積立

剰余金の配当

当期純利益

自己株式の取得

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 ― ― ― ―

当期末残高 1,227,000 734,457 32,093 766,550

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産

圧縮積立金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 126,750 1,188,158 18,192,500 7,448,494 26,955,902

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
△1,109 1,109 ―

別途積立金の積立 700,000 △700,000 ―

剰余金の配当 △717,682 △717,682

当期純利益 1,548,388 1,548,388

自己株式の取得 ―

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

―

当期変動額合計 ― △1,109 700,000 131,815 830,706

当期末残高 126,750 1,187,049 18,892,500 7,580,309 27,786,609
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(単位：千円)

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券

評価差額金

評価・換算

差額等合計

当期首残高 △292,492 28,656,961 716,958 716,958 33,655 29,407,574

当期変動額

固定資産圧縮積立金

の取崩
― ―

別途積立金の積立 ― ―

剰余金の配当 △717,682 △717,682

当期純利益 1,548,388 1,548,388

自己株式の取得 △385 △385 △385

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

― 193,345 193,345 10,267 203,612

当期変動額合計 △385 830,320 193,345 193,345 10,267 1,033,933

当期末残高 △292,878 29,487,281 910,303 910,303 43,922 30,441,507
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 2019年４月１日
　至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 3,139,148 2,120,914

減価償却費 1,069,176 1,051,459

株式報酬費用 10,878 11,011

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,360 1,931

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27,732 36,736

その他の引当金の増減額（△は減少） △49,190 △4,294

受取利息及び受取配当金 △74,033 △74,266

固定資産除却損 2,879 14,847

たな卸資産廃棄損 1,306 3,170

売上債権の増減額（△は増加） 270,741 △117,812

たな卸資産の増減額（△は増加） △30,915 △231,210

仕入債務の増減額（△は減少） 23,960 △31,581

未払金の増減額（△は減少） 172,882 216,387

未払消費税等の増減額（△は減少） 66,877 △127,544

その他 △55,836 △216,826

小計 4,591,969 2,652,921

利息及び配当金の受取額 74,033 74,266

法人税等の支払額 △922,468 △805,186

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,743,533 1,922,001

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △3,800,000 △3,800,000

定期預金の払戻による収入 3,800,000 3,800,000

有形固定資産の取得による支出 △893,308 △4,542,853

有形固定資産の売却による収入 243,410 ―

無形固定資産の取得による支出 △31,435 △47,623

その他 596 △919

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,737 △4,591,396

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △1,516 △1,516

自己株式の取得による支出 △388 △385

配当金の支払額 △717,096 △715,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △719,001 △717,790

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,343,794 △3,387,185

現金及び現金同等物の期首残高 13,555,949 15,899,743

現金及び現金同等物の期末残高 15,899,743 12,512,558
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（５）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。

(重要な会計方針)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

・時価のないもの

移動平均法による原価法

　

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・仕掛品…総平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

原材料…移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

　

３ 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに

2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物および構築物 ３～50年

機械及び装置 ８年

工具、器具及び備品 ２～20年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　

４ 引当金の計上基準

(1) 販売促進引当金

販売した製品について、取引先が実施した販売奨励策に伴う販売促進費の支出のうち、当社負担見込額を計上

しています。

(2) 賞与引当金

従業員に対する賞与の支給にあてるためのものであり、支給見込額基準により計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法

を用いた簡便法を適用しております。

　

５ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)は、手許現金・随時引出し可能な預金からなってお

ります。

　



ビオフェルミン製薬株式会社(4517) 2021年３月期 決算短信

― 14 ―

６ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(損益計算書関係)

※１ 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

販売費及び一般管理費
(販売促進費)

2,601千円 2,261千円

たな卸資産廃棄損 53千円 5,670千円

合計 2,655千円 7,932千円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

467,473千円 436,385千円

(セグメント情報等)

前事業年度(自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)

当社は単一セグメント(医薬品製造業)であるため、セグメント情報につきましては記載を省略しております。

当事業年度(自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)

当社は単一セグメント(医薬品製造業)であるため、セグメント情報につきましては記載を省略しております。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり純資産額 2,455.72円 2,541.33円

１株当たり当期純利益 187.33円 129.45円

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

187.08円 129.20円

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益(千円) 2,240,722 1,548,388

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,240,722 1,548,388

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,961 11,961

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

　 当期純利益調整額(千円) ― ―

　 普通株式増加数(千株) 15 23

　 (うち新株予約権(千株)) (15) (23)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概
要

― ―

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

（１）製品別売上高内訳

前事業年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)

当事業年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)

増 減

製 品 名 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 構成比(％) 金額（千円） 増減率(％)

新ビオフェルミンＳ 7,548,315 63.3 6,482,558 60.0 △1,065,756 △14.1

新ビオフェルミンＳプラス 242,059 2.0 253,422 2.3 11,363 4.7

ビオフェルミン止瀉薬 86,518 0.7 65,484 0.6 △21,034 △24.3

ビオフェルミン下痢止め 172,441 1.4 151,181 1.4 △21,260 △12.3

ビオフェルミン健胃消化薬錠 18,019 0.2 △8,990 △0.1 △27,010 △149.9

ビオフェルミンＶＣ 49,598 0.4 114,789 1.1 65,190 131.4

ビオフェルミン便秘薬 35,681 0.3 48,107 0.4 12,425 34.8

ぽっこり整腸チュアブル 101,558 0.9 137,318 1.3 35,759 35.2

ビオフェルミンＲ 569,338 4.8 380,512 3.5 △188,826 △33.2

ビオフェルミン配合散 651,312 5.5 599,469 5.5 △51,843 △8.0

ビオフェルミン錠剤 2,131,140 17.9 2,252,414 20.8 121,273 5.7

ビオスミン配合散 8,502 0.1 5,913 0.1 △2,588 △30.4

食品原料 303,683 2.5 310,299 2.9 6,616 2.2

その他 6,624 0.1 18,701 0.2 12,076 182.3

合計 11,924,796 100.0 10,811,181 100.0 △1,113,614 △9.3

（うち輸出） (590,415) (5.0) (583,183) (5.4) (△7,232) (△1.2)

(注) ビオフェルミン健胃消化薬錠は当事業年度において返品があったため、売上高がマイナス表記になっておりま

す。

　


