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１. 平成18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）
　(注）平成17年３月期については、１株当たり情報を除き、原則として旧山之内製薬株式会社と旧藤沢薬品工業株式会社

　　の数値を単純合算して表示しております。

 (1) 連結経営成績

18年 ３月期
17年 ３月期

  
売　上　高
経常利益率

％

18年 ３月期 23.0　
17年 ３月期 22.5　

 (注) ① 持分法投資損益 18年3月期             546百万円          17年3月期                245百万円  
       ② 期中平均株式数  　　　　 18年３月期　　563,232,694 株    17年３月期 (山之内製薬)  328,423,262 株　(藤沢薬品)  333,464,405 株
       ③ 会計処理の方法の変更 有
       ④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

 (2)連結財政状態
総  資  産

百万円   

18年 ３月期             1,584,522      
17年 ３月期             1,469,797      

(注) 期末発行済株式数   18年３月期　　558,309,563 株    17年３月期 (山之内製薬)  328,297,633 株　(藤沢薬品)  335,878,576 株

 (3)連結キャッシュ･フローの状況
営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円   

18年 ３月期              140,151 △87,660
17年 ３月期              124,265  7,524

 (4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項
    連結子会社数   68社   持分法適用非連結子会社数　０社   持分法適用関連会社数　５社

 (5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況

２. 19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
　

中　間　期 70,000
通　　 　期 184,000
 （参考） １株当たり予想当期純利益（通期）       220 円 31銭 

※ 上記の予想及び添付資料に含まれる将来に関する記述は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響
を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく
異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料12ページを参照下さい。

                    123,000

百万円    

                     54,000
百万円    

438,000
902,000

百万円    

当期純利益

現金及び現金同等物

           △76,768
           △35,636

             473,423
             488,801

経　常　利　益

投資活動による

  平成17年４月１日における旧山之内製薬株式会社（前期末連結子会社数 36社）と旧藤沢薬品工業株式会社（前期末
連結子会社数 44社）の合併及び合併に伴う組織再編等により、68社を連結の範囲に含めております。この結果、すべて
の子会社を連結の範囲に含めることになりました。なお、持分法適用会社は５社となっております。

財務活動による
キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期　末　残　高

百万円　　　　％

売　　上　　高

                879,361　 　  　 2.0  
                862,011          －

百万円   

株  主  資　本

           103,658       74.1

株 主 資 本
当期純利益率

％

               193,020           0.4
               192,239       　  －

            202,588   　　   4.3
  　       194,235           －

総　資　本
経常利益率

平成18年５月15日

百万円   

  (藤沢薬品)   1,220.42

百万円   

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益

円　 銭

183.56

百万円　　　　％

％

8.8　

(藤沢薬品) 　77.42
(山之内製薬) 101.72 5.3　

売    上    高

当期純利益

百万円　　　　％

百万円　　　％

百万円   

            1,216,897
                  円　 銭

                 76.8
％         

              2,179.44
            1,151,807                  78.4

　　　（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

13.3　

経 常 利 益

(藤沢薬品) 　76.88

営 業 利 益

１株当たり
当期純利益

円　 銭

183.88

  (山之内製薬)  2,259.68

株主資本比率

             59,532  　　　 － (山之内製薬) 102.52

１株当たり株主資本

13.5　
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 

当社グループは、本年３月３１日現在、連結財務諸表提出会社であるアステラス製薬株

式会社（以下、「当社」という）及び連結子会社６８社、持分法適用関連会社５社を合わ

せた７４社により構成されております。当社グループの主な事業内容の概要は以下の通り

です。 
 
 
［医薬品及びその関連製品事業］－ 会社総数７２社 
 
（国内）当社と生産子会社であるアステラス富山㈱、アステラス静岡㈱、アステラス東海

㈱などが製造・仕入した製品を、当社が販売しております。 
（海外）北米においては、持株会社アステラス USホールディング Inc.のもと、アステラス 

US LLCが本社機能を担い、アステラス ファーマ US, Inc.が販売及び開発を行って
おり、当社が製品の一部を供給しております。また、アステラス ファーマ テクノ
ロジーズ Inc.、アステラス ファーマ マニファクチャリング Inc.は製造を行ってお
り、当社が原料の一部を供給しております。 
欧州においては、持株会社アステラス B.V.のもと、本社機能をアステラス ファー
マ ヨーロッパ Ltd.（イギリス）に置くほか、アステラス ファーマ GmbH（ドイ
ツ）など全１８か国に販売会社を設置しております。また、アステラス アイルラ
ンド Co., Ltd.などが製造及び販売を行っており、当社が原料・製品の一部を供給し
ております。 
アジアでは、アステラス製薬（中国）有限公司が製造・販売を、韓国アステラス製

薬㈱、台湾アステラス製薬股份有限公司などがそれぞれ販売を行っております。 
 
 
［その他の事業］－ 会社総数２社 
 
（国内） ㈱ロータスエステートが、不動産事業を行っております。 
 
（海外） 山之内コンシューマーLLCが、栄養補給食品の受託製造を行っております。 
 
 
 
以上に述べた企業集団の位置付けの概要図は以下の通りです。 
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＜国 内＞ ２０社                    ＜海 外＞５３社 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

製品の供給 

原料･製品の

供給 

製品の供給 

原料・製品の

供給 

原料･製品の

供給 

医薬品及びその関連製品事業 

【北米】＜１３社＞ 

◎ｱｽﾃﾗｽ US ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ Inc. (持株会社)  

◎ｱｽﾃﾗｽ US LLC（本社機能） 

◎ｱｽﾃﾗｽ ﾌｧｰﾏ US, Inc. (販売・開発)  

◎ｱｽﾃﾗｽ ﾌｧｰﾏ ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ Inc. (製造)  

◎ｱｽﾃﾗｽ ﾌｧｰﾏ ﾏﾆﾌｧｸﾁｬﾘﾝｸﾞ Inc. (製造)  

◎その他連結子会社８社 

 
 

【欧州】＜３２社＞ 

◎ｱｽﾃﾗｽ B.V. (持株会社)  

◎ｱｽﾃﾗｽ ﾌｧｰﾏ ﾖｰﾛｯﾊﾟ Ltd.(本社機能) 

◎ｱｽﾃﾗｽ ﾌｧｰﾏ GmbH他２６社 (販売) 

◎ｱｽﾃﾗｽ ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ Co., Ltd. (製造・販売) 

◎その他連結子会社   ２社 

 

 

 

【アジア】＜７社＞ 

◎ｱｽﾃﾗｽ製薬(中国)有限公司 (製造・販売) 

◎韓国ｱｽﾃﾗｽ製薬株式会社 (販売)  

◎台湾ｱｽﾃﾗｽ製薬股份有限公司 (販売)  

◎その他連結子会社 ４社 

製品の供給 

その他 

その他 
その他の事業 ＜１社＞ 

◎株式会社ﾛｰﾀｽｴｽﾃｰﾄ (不動産)  

 

◎：連結子会社    ６８社 

★：持分法適用関連会社  ５社 

 

その他の事業＜１社＞ 

◎山之内ｺﾝｼｭｰﾏｰ LLC (受託製造)  

原料の供給 

製品の供給 

医薬品及びその関連製品事業 

＜１９社＞ 

◎ｱｽﾃﾗｽ東海株式会社 (製造・販売)  

◎ｱｽﾃﾗｽ富山株式会社 (製造・販売)  

◎ｱｽﾃﾗｽ静岡株式会社 (製造・販売)  

 

 

◎その他連結子会社        １１社 

 

★その他持分法適用関連会社  ５社 

ア 

ス 
テ 
ラ 

ス 

製 

薬 

株 

式 

会 

社 
原料の供給
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２． 経  営  方  針 
 

●経営の基本方針 
当社の経営理念は「存在意義」、「使命」、「信条」の３つのパートから構成されてお

ります。この経営理念は、有用性と信頼性の高い医薬品で世界の人々の健康に貢献し、企

業価値を持続的に向上させることを目指していく当社の姿勢を表現しており、「高い倫理

観」、「顧客志向」、「創造性発揮」、「競争の視点」の４項目からなる「信条」を行動

規範としています。 

当社は、この経営理念を実際の企業行動レベルに具体化した「アステラス企業行動憲章」

を、また、一人ひとりの日常の業務活動レベルについて明文化した「私たちの行動規準」

を制定しています。そして、これらを誠実に実践することを「ＣＳＲ経営」として位置づ

け、顧客、株主、従業員、環境・社会といったすべてのステークホルダーから選ばれ、信

頼される企業を目指しております。 

 

 

＜アステラスの経営理念＞ 
 

【存在意義】 先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する 

【使 命】 企業価値の持続的向上 

【信 条】 高い倫理観 

顧客志向 

創造性発揮 

競争の視点 

 

 

●中長期的な会社の経営戦略 
当社は、日本発の研究開発型グローバル製薬企業として、企業価値を最大化することを

長期目標に掲げております。新製品創造を経営の基軸として、研究開発体制の充実と積極

的な研究開発投資を行っていきます。これにより創出された製品をグローバル市場で自社

販売することにより利益を生み出し、次の研究開発投資を行っていくというサイクルを継

続することで、企業価値の持続的向上を実現していきます。２００４年１１月には、２０

０５年度（２００６年３月期）から２００７年度までの中期経営方針を公表しました。 

 

＜２００７年度の数値目標＞ 

医療用医薬品事業売上高 ：１兆円 

連結営業利益     ：２,５００億円（営業利益率２５％） 

 

この３年間において、以下の基本戦略を実行していきます。 

 

１）高い製品創出力の実現 

合併により一層充実した研究開発体制と規模が拡大した研究開発投資により、有用性の

高い医薬品を継続的に生み出していくことを目指しております。 

研究領域、個別のプロジェクトにおいては選択と集中による効率化を進めていきます。

研究領域については、すでにグローバルで高い競争力を有している泌尿器、炎症・免疫（移

植）領域に加え、糖尿病、感染症、消化器、中枢領域を重点研究領域として新薬の創製を

図っていきます。 

個別プロジェクトについても、優先度の高いプロジェクトに資源を集中することで開発

期間の短縮と製品価値の最大化を図っていきます。 
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２）グローバル販売網の整備 

すでに高いプレゼンスを有している日本のみならず、欧米市場においても自社販売網を

活用し、グローバルで販売することにより、利益を創出し、さらなる研究開発投資に投下

するサイクルを継続していきます。 

日本市場においては、豊富な製品群と、充実した営業体制により市場シェアの継続的な

拡大を目指します。 

世界最大の医薬品市場である米国市場においては、すでに強固な事業基盤を確立してい

る移植、循環器、皮膚科、感染症の４領域での持続成長に加え、泌尿器領域における事業

の早期収益化を進めていきます。 

欧州においては、１８か国に販売会社を置き、すでに事業基盤のある泌尿器、移植、皮

膚科領域でのリーディング・カンパニーとして、効率的かつ持続的な成長を目指します。 

また、今後の成長が期待されるアジア市場においては、泌尿器、移植領域への資源集中

により営業体制を強化し、収益力を向上させていきます。 

 

３）効率的な組織・経費構造の構築 

取締役会と経営執行体それぞれの機能と責任の分担を明確にすることで、意思決定の迅

速性と透明性を高め、コーポレートガバナンスを強化します。また、効率的で機動力のあ

るグループ経営を目指し、グローバルグループ経営を推進し、グループ全体の競争力強化

を図ります。 

さらに、収益性の向上のため、継続的なコスト構造改革を実施していきます。 

 

４）積極的な事業機会の追求 

製品ラインを一層強化するために、積極的に製品導入を図るほか、強固な財務基盤を最

大限に活用し、戦略的事業投資機会を追求していきます。 

 

●目標とする経営指標 
当社は営業利益等の期間損益のみならず、中長期的な視点での企業価値増大を見据えた

経営を進めていきます。また、経営に託された投下資本の効率的な活用を強く意識し、資

本コストを上回るリターンを追求します。以上の考え方に基づいた経営指標を導入する検

討も進めております。 
 
●利益配分に関する基本方針 
当社は持続的な企業価値の向上と、それを通じた株主還元の向上に積極的に取り組んで

おります。配当に関しましては、成長を実現するために必要な内部留保を確保しながら、

連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、持続的に増加させてまいります。これに加

えて自己株式取得を必要に応じ機動的に実施し、資本効率の改善と還元水準の更なる向上

に努めてまいります。これらの総合的な施策により、ＤＯＥ（株主資本配当率）につきま

しては、中期的な目標である３.５％達成後も、長期にわたりより一層の向上を目指してま

いります。 

なお、本年５月の会社法施行に伴う、配当決定の取締役会委譲に関する定款記載、四半

期配当等の対応については、現時点では予定しておりません。 
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３． 経 営 成 績 及 び 財 政 状 態 
 

 
（１） 当期の経営成績 

 
連結業績                                         (単位：百万円、端数切捨て) 
 当 期 

 

前 期 

（単純合算） 

対前期増減額 

（増減率） 

売 上 高 ８７９,３６１ ８６２,０１１ ＋１７,３５０ 

(＋２.０％) 

営 業 利 益 １９３,０２０ １９２,２３９ ＋７８０ 

(＋０.４％) 

経 常 利 益 ２０２,５８８ １９４,２３５ ＋８,３５３ 

(＋４.３％) 

当期純利益 １０３,６５８ ５９,５３２ ＋４４,１２６ 

(＋７４.１％) 
当期の為替レート：１１３円/米ドル、１３８円/ユーロ 

前期の為替レート：１０８円/米ドル、１３５円/ユーロ 
 

 (注) 為替につきましては、上表欄外に示しましたように、当期は前期に比べ米ドル及びユーロに対して

円安に推移したことにより、売上高において１３７億円の増収の影響、営業利益においては５６億円

の増益の影響がありました。 

 

上記表中及び下記文中における対前期の増減額・増減率は、旧山之内製薬株式会社と旧

藤沢薬品工業株式会社の前期業績の単純合算と比較したものです。 

 

①当期の概況 

 

当期は、連結売上高は増収、営業利益、経常利益並びに当期純利益の各利益段階で増益

になりました。 

 

売上高 

・ 当期の連結売上高は、８,７９３億円（対前期比１７３億円増）となりました。このう

ち、医療用医薬品の売上高は、８,４７９億円（同１５９億円増）となりました。 

・ 日本では、医療用医薬品事業において、持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤ミカル

ディスや高コレステロール血症治療剤リピトールをはじめとする主力品が伸長しまし

た。一方で、合併に伴う前年度末の製品出荷増や、他社に一部製品を販売移管したこと

によるマイナスの影響がありました。また、その他の事業における事業譲渡等の影響も

あり、売上高は５,１１１億円（同１８４億円減）となりました。 

・ 海外においては、グローバル製品である免疫抑制剤プログラフが欧米で、前立腺肥大症

の排尿障害改善剤オムニック／オムニック OCAS（日本での製品名ハルナール）が欧
州でそれぞれ着実に売上を伸ばしたほか、新製品である過活動膀胱治療剤ベシケアが寄

与しました。一方でアトピー性皮膚炎治療剤プロトピックは北米において大幅に減少し

ました。これらの結果、売上高は欧州では２,０３２億円（同１６８億円増）、北米で

は１,４５３億円（同１５５億円増）となりました。 

・ 当期の海外売上高は３,９８２億円（同３９６億円増）、海外売上高比率は４５.３％と

なりました。 

 

営業利益 

・ 連結営業利益は１,９３０億円（同７億円増）となりました。 
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・ 売上高の増加に加え、製品構成の変化や原価低減などにより原価率が３１.０％ 

（同１.４ポイント改善）となったことから、売上総利益が増加しました。 

・ 一方で、積極的な製品導入等の結果として研究開発費が増加したことに加え、欧米での

新製品の販売促進費用が増加しました。人件費等のその他の費用の効率的使用を推進し

たものの、トータルでの販売費及び一般管理費は４,１３３億円（同２２８億円増）と

なりました。 

・ なお、研究開発費は１,４２０億円（同１４４億円増）、対売上高研究開発費比率は 

１６.２％となりました。 

 

経常利益 

・ 連結経常利益は２,０２５億円（同８３億円増）となりました。 

・ 営業利益の増加に加え、営業外損益が為替差益等により改善しました。 

 

当期純利益 

・ 連結当期純利益は、１,０３６億円（同４４１億円増）となりました。 

・ 特別損失として、合併に伴う事業統合費用２１２億円のほか、有形及び無形固定資産に

関する減損損失８６億円が発生しましたが、事業統合費用が前期に比べて大きく減少し

たことに加え、前期においては特許権の臨時償却や国内生産子会社の分社化に伴う事業

構造改革損失の発生等があったことなどから、特別損失の総額が対前期比で減少しまし

た。 

 

② セグメント情報 

 

事業の種類別セグメント 

 

当社グループの事業は、「医薬品及びその関連製品事業」と「その他の事業」に区分し

ておりますが、全セグメントの売上高、営業利益及び資産の合計に占める「医薬品及びそ

の関連製品事業」の割合が、いずれも９０％を超えているため、事業の種類別セグメント

情報の記載を省略しております。 

 

所在地別セグメント 

 

日本 

・ 日本セグメントの売上高は５,１１１億円（対前期比１８４億円減）となりました。 

・ 医療用医薬品事業においては、主力品は下記の通り順調に推移いたしましたが、一時的

な売上減少要因として、合併に伴う前年度末の製品出荷（約１１９億円）の影響のほか、

緑内障・高眼圧治療剤レスキュラや経口ペネム系抗生物質ファロムなどについて前年度

に他社へ販売移管したことによる影響、加工費売上計上方法の見直し等の影響がありま

した。これらの影響を除いたベースでは概ね順調に推移しました。 

・ 国内市場においては、リピトール、ミカルディス、入眠剤マイスリー、プログラフ等の

主力品は順調に売上を拡大しています。一方、ハルナールについては、２００５年６月

に口腔内崩壊錠ハルナールＤ錠を発売しましたが、後発品の市場参入など競争の激化か

ら売上が減少しました。 

また、経口セフェム系製剤セフゾンのライセンシーへの輸出売上が好調に推移しました。 

・ 連結子会社ゼファーマが行っている一般用医薬品事業の売上高は２１９億円となりま

した。なお、ゼファーマは前期下半期（２００４年１０月から２００５年３月）におい

て持分法適用会社であったことから、同社の当期下半期（２００５年１０月から 

２００６年３月）の売上高１１８億円が、当期の連結売上高の増加要因となっています。 

・ また、在宅医療事業の実質的撤退等、医薬品事業への集中を進めたことにより、その他

の事業の売上高が減少しました。 

・ 日本セグメントの営業利益については、売上高の減少に加え、製品導入活動に伴う研究

7



開発費の増加などにより、１,３８１億円（対前期比２２９億円減）となりました。 

 

海外 

 

＜北米＞ 

・ 北米セグメントの売上高は１,４５３億円（同１５５億円増）となりました。 

・ プログラフが引き続き成長したことに加え、心機能検査補助剤アデノスキャンも堅調に

推移しました。また、２００５年１月に発売したベシケアがグラクソ・スミスクライン

社との共同販促のもと着実に市場に浸透したほか、２００５年５月にはキャンディン系

注射用抗真菌剤マイカミン（日本での製品名ファンガード）も発売し、それぞれ売上高

の増加に寄与しました。一方で、プロトピックの売上が大幅な減少となりました。 

・ 営業利益は３２７億円（同９６億円増）となりました。 

 

＜欧州＞ 

・ 欧州セグメントの売上高は２,０３２億円（同１６８億円増）となりました。 

・ プログラフが引き続き好調に推移しているほか、オムニック／オムニック OCAS（日本
での製品名ハルナール）の自社販売による売上が増加しました。現在各国で発売を開始

している新製剤オムニック OCAS の市場浸透も着実に進んでいます。加えて、ベシケ
アが売上高の増加に寄与しました。ハルナールのライセンシーからのバルク・ロイヤリ

ティ収入はほぼ横ばいとなりました。 

・ 営業利益は１８３億円（同６６億円増）となりました。 

 

なお、当社グループでは、主として欧州地域の資金を効率的に活用した最適ビジネス構

造の構築を推進しています。その結果、米国での一部の事業において、所在地別セグメン

ト上は、売上総利益及び販売促進活動に関わる経費が欧州地域のセグメントに計上されて

おります。 

 

＜アジア＞ 

・ アジアセグメントについては、プログラフ、ハルナールの成長などにより売上高は 

１９６億円（同３４億円増）、営業利益は３８億円（同１５億円増）となりました。 

 

③ その他 

 

研究開発 

画期的新薬を継続的かつより早く創出することにより中長期にわたって持続的な成長を

確保することを目指し、当社の最重点施策として研究開発活動を積極的に推進しておりま

す。 

 

創薬研究については、筑波(茨城県)と加島(大阪市)に拠点を置き、探索研究から開発研究

に至るシームレスな研究体制を構築しています。質の高い化合物のより早い創製を目指し、

泌尿器、炎症・免疫（移植）、感染症、糖尿病、消化器、中枢を重点研究領域として、選

択と集中による効率的な創薬研究に取り組んでいます。こうした研究活動の一環として、

泌尿器領域における研究基盤の強化を図るため、本年３月に米国医薬品ベンチャーのダイ

ノジェン社より同社の保有する研究機能を購入し、１００％出資子会社ウロジェニックス

社（Urogenix, Inc.）としました。 
 

臨床開発については、より優先度の高いプロジェクトに資源を集中することにより開発

のスピードアップを図っております。 

国内においては、プログラフについて２００５年４月に「関節リウマチ」の追加適応症を

取得しました。また、２００５年１０月には、免疫抑制剤 FK506について「ループス腎炎」
の追加適応症を申請したほか、抗うつ剤ルボックスについて日本で初めて「社会不安障害」
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の追加適応症を取得しました。さらに、過敏性腸症候群治療薬 YM060について本年１月に
申請したほか、本年４月にはベシケアについて承認を取得しました。このほか、不眠症治

療剤ゾルピデムの徐放性製剤 FK199BなどがフェーズⅢの段階にあります。 
海外においては、低ナトリウム血症治療剤バプリゾールが米国において２００５年１２月

に承認を取得し４月に発売したほか、FK506 の徐放性製剤を２００５年１２月に米国で、
本年１月には欧州でそれぞれ申請しました。また、本年３月には、米国においてプログラ

フの「心移植における拒絶反応の抑制」の追加適応症を取得したほか、心房細動治療薬

RSD1235を米国において申請しました。さらに本年４月には、キャンディン系注射用抗真
菌薬 FK463を欧州で申請しました。このほか、抗血栓薬 YM150をはじめとする多数の新薬
候補の臨床開発が進行中です。 

 

製品導入等による開発パイプライン・製品ラインの充実について 

当社では、自社研究開発力の強化に加えて、積極的な製品導入等の事業機会を追求する

ことにより、製品パイプラインを強化し、中長期的な成長を目指しています。 

当期においては、以下の製品導入契約を締結いたしました。 

 

契約年月 製品 導入元 地域 

2005 年 11 月 抗生物質テラバンシン 米国 テラバンス社 日本を除く全世界 

2005 年 12 月 疼痛治療薬 XP13512 米国 ゼノポート社 日本及びアジア 

2006 年 1 月 前立腺癌治療薬デガレリクス スイス フェリング社 日本 

2006 年 3 月 抗ヒトオステオポンチン抗体 免疫生物研究所 全世界 

2006 年 3 月 キノロン系合成抗菌剤 T-3811 富山化学工業 日本 

 

また、本年３月には米国バイオジェン アイデック社より、乾癬治療剤アメビブの全世界

における資産を取得する契約を締結しました。 

さらに本年４月には、米国イリプサ社より高リン血症治療薬 ILY-101 について日本にお
ける独占的開発、販売権に関するライセンス契約を締結、米国フィブロジェン社より経口

貧血治療薬 FG-2216、FG-4592等について欧州等におけるライセンス契約を締結するなど、
製品パイプラインの一層の充実を図っています。 

 

生産 

当社では、生産体制の一層の効率化を図り、国際的な競争力を確保するため、生産体制

の見直しを継続的に進めております。その一環として、原薬生産工場である高萩工場及び

高萩事業場の治験用原薬の製造・分析機能などについて、会社分割により分社化すること

を決定し、本年４月にアステラスファーマケミカルズ株式会社を設立しました。これによ

り治験用から最終製品向けの原薬及び製剤生産の全ての生産機能が分社化されることにな

ります。また、２００５年６月には台湾の観音工場を、２００６年３月には生産子会社ア

ステラス富山株式会社の大阪工場を閉鎖しました。 

今後も、環境変化に迅速かつ柔軟に対応する体制を整備するとともに、生産効率の一層

の向上を図ってまいります。 

 

医療用医薬品事業への集中について 

当社は医療用医薬品事業への集中を基本方針とし、以下の事業再構築を実施いたしまし

た。 

在宅酸素療法や在宅輸液療法を扱う在宅医療事業については、２００５年５月末をもっ

て実質的に撤退しました。また、研究用試薬及び臨床検査用試薬の仕入及び販売を行う医

療関連製品事業については、事業譲渡により２００５年９月末で事業を終了しております。

このほか、本年１月には医療事務機器の販売等を行っている株式会社 FMSを譲渡しました。
また、本年３月には一般用医薬品事業を行っているゼファーマ株式会社について、第一三

共株式会社に譲渡することで合意し、本年４月に譲渡価額３５５億円で全株式を譲渡しま

した。 
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今後は、医療用医薬品に経営資源を集中することにより、企業価値の向上を図ってまい

ります。 

 

④ 当期の利益配分に関する事項 

 

当期の期末配当金については、１株あたり４０円（年間配当金としては１株あたり７０

円）とさせていただく予定です。これにより当期の連結配当性向は３８.１％、株主資本配

当率（ＤＯＥ）は３.３％となります。 

また、株主各位への利益配分及び資本政策の一環として、当期において約１,１００万株

（合計金額として約４６１億円）の自己株式取得を実施しました。 

なお、本年５月１５日の取締役会において、金庫株として保有している自己株式のうち

１,０００万株を消却することを決議いたしました。 

 

 

（２） 当期の財政状態 

 
 

下記文中における前年度末及び前期との比較は、旧山之内製薬株式会社と旧藤沢薬品工

業株式会社の前年度末の貸借対照表及び前期のキャッシュフロー計算書の単純合算との比

較です。 

 

資産、負債及び資本 

 

・ 当期末の総資産は１兆５,８４５億円（対前年度末比１,１４７億円増）となりました。 

・ 負債の合計は３,６７１億円（同５０９億円増）、株主資本は１兆２,１６８億円 

（同６５０億円増）となりました。 

・ 当期における貸借対照表上の主な変動は以下の通りです。 

 

資産 

【流動資産】当期末 １兆５０３億円（同８８５億円増） 

- 現金及び預金（同２,２７２億円減）：有価証券及び投資有価証券への投資による減
少等 

- 有価証券（同３,０２９億円増）：コマーシャルペーパー等での運用増 
 

【固定資産】当期末 ５,３４２億円（同２６２億円増） 

- 有形固定資産（同１６０億円減） 
- 無形固定資産（同４１億円減） 
- 投資その他の資産（同４６３億円増）：投資有価証券への投資による増加、時価評価
による残高増加等 

 

負債 

【流動負債】当期末 ３,００２億円（同５６５億円増） 

- 未払金（同５７０億円増）：有価証券購入代金の未払増 
 

【固定負債】当期末 ６６９億円（同５６億円減） 

- 転換社債（同４９億円減）：転換社債の株式への転換 
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連結キャッシュ・フロー 

 
【営業活動によるキャッシュフロー】 

当期における営業活動によるキャッシュフローは、１,４０１億円（対前期比１５８億円

増）となりました。 

・ 税金等調整前当期純利益は対前期比で６１８億円増加しましたが、法人税等の支払額

が対前期比で１２９億円増加したほか、前期末未払退職金の支払がありました。 

 

【投資活動によるキャッシュフロー】 

当期における投資活動によるキャッシュフローは、△８７６億円（前期は７５億円）と

なりました。 

・ 投資有価証券への投資による支出が対前期比で４４８億円増加しました。また、前期

においては子会社株式の売却による収入３７０億円がありました。 

 

【財務活動によるキャッシュフロー】 

当期における財務活動によるキャッシュフローは、△７６７億円（対前期比４１１億円

の支出増）となりました。 

・ 自己株式の取得による支出が対前期比で３３８億円増加、配当金の支払額が３９億円

増加したほか、合併交付金の支払がありました。 

 

以上の結果、当期末における現金及び現金同等物の残高は、４,７３４億円（対前年度末

比１５３億円減）となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標群 

 
2005 年度 

 

株主資本比率（％） ７６.８％

時価ベースの株主資本比率（％） １５７.５％

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） １４８.２

債務償還年数（年） ０.００年

株主資本比率（％）：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率（％）：株式時価総額／総資産 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）：営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前） 

                                          ／利払い 

債務償還年数（年）：有利子負債（短期借入金、一年以内償還予定転換社債、転換社債、長期借入金）

／営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前） 

 

注１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

注２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

注３．営業キャッシュ・フロー（利息及び法人税等控除前）は連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動

によるキャッシュ・フローを使用しております。 

注４．利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

注５．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を

対象としております。 
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（３） 次期（２００６年度）の業績見通し 
 
連結業績見通し 

 

  [中間期見通し]                                    （単位：百万円、端数切捨て） 

 ２００６年度中間期

見通し 

２００５年度中間期

実績 

増減額 

（増減率） 

売 上 高 ４３８,０００ ４２６,７２３ ＋１１,２７６

（＋２.６％）

営 業 利 益 ６８,０００ １１７,１４７ △４９,１４７

（△４２.０％）

経 常 利 益 ７０,０００ １２２,０１７ △５２,０１７

（△４２.６％）

中間純利益 ５４,０００ ６７,３１７ △１３,３１７

（△１９.８％）

中間期見通しの想定為替レート：１１０円／米ドル、１４０円／ユーロ 

 

  [通期見通し]                                    （単位：百万円、端数切捨て） 

 ２００６年度通期 

見通し 

２００５年度通期 

実績 

増減額 

（増減率） 

売 上 高 ９０２,０００ ８７９,３６１ ＋２２,６３８

（＋２.６％）

営 業 利 益 １８０,０００ １９３,０２０ △１３,０２０

（△６.７％）

経 常 利 益 １８４,０００ ２０２,５８８ △１８,５８８

（△９.２％）

当期純利益 １２３,０００ １０３,６５８ ＋１９,３４１

（＋１８.７％）

通期見通しの想定為替レート：１１０円／米ドル、１４０円／ユーロ 

 

 

中間期業績見通し、通期業績見通しともに、売上高は増収となりますが、営業利益、経

常利益は製品導入に伴う研究開発費の大幅増加により、減益となる見通しです。当期純利

益については中間純利益は減益、通期の当期純利益については増益となる見通しです。通

期業績見通しの概要は以下の通りです。 

 

売上高 

主力品の継続成長と新製品の寄与により、連結売上高は９,０２０億円（対前期比２２６

億円増）となる見通しです。 

また、海外売上高は４,２２９億円、海外売上高比率は４６.９％となる見通しです。 

 

所在地別セグメント売上高 

 

[日本] 

医療用医薬品の売上は増加する見込みですが、本年４月にゼファーマ株式会社を譲渡し

たことによる売上の減少のほか、在宅医療事業の実質撤退や、医療関連事業からの撤退、

株式会社FMSの譲渡等による売上の減少の影響もあり、日本セグメントの売上高は 
５,０９７億円（同１４億円減）を予想しています。 

医療用医薬品については、本年４月に業界平均６.７％の薬価引き下げが実施され、当社

においては、７％台半ばの引き下げとなりました。こうした環境下、ミカルディス、リピ
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トール、マイスリー、プログラフ等の主力品の売上が引き続き増加する見通しであるほか、

新製品ベシケアの発売を見込んでおり、国内医療用医薬品の売上高は４,６７２億円 

（同２６７億円増）を予想しています。 

 

[海外] 

北米においては、プログラフが引き続き伸長するほか、ベシケア、マイカミンの売上が

拡大する見通しです。また、本年４月に米国バイオジェン アイデック社より権利を取得し

たアメビブも通期で売上高の増加に寄与する見込みです。これらにより、同セグメントの

売上高は１,６８０億円（同２２６億円増）を予想しています。 

また、欧州においても、プログラフ、ベシケアが売上を伸ばす見通しです。一方、本年

２月に主要国で特許が満了したオムニックについては、新製剤オムニック OCASの市場浸
透を図っていくものの、後発品の市場参入の影響により、売上が減少する見通しです。こ

れらにより、同セグメントの売上高は２,０２３億円（同９億円減）を予想しています。 

アジアの売上高は２２０億円（同２３億円増）を予想しています。引き続きプログラフ、

ハルナールが成長する見通しです。 
 

営業利益・経常利益・当期純利益 

 

営業利益については、１,８００億円（同１３０億円減）を予想しています。連結売上高

の増加に加え、製品構成の変化や原価低減により、売上総利益が増加する見通しですが、

本年４月に米国フィブロジェン社から経口貧血治療薬FG-2216等の欧州等における権利を
取得したことに伴う一時金を研究開発費に計上することなどにより、研究開発費が 

１,７５０億円（同３２９億円増）、対売上高研究開発費比率１９.４％と大幅に増加する

見通しです。また、研究開発費を除く販売費及び一般管理費についても、引き続き効率的

使用につとめていきますが、新製品への販売促進費用の投下などにより、増加する見通し

です。 

 

経常利益については、１,８４０億円（同１８５億円減）を予想しています。当期純利益

については、特別利益としてゼファーマの株式譲渡益２１２億円を計上することから、 

１,２３０億円（同１９３億円増）を予想しています。 

 

 

なお、上記の業績見通しの策定においては、１米ドルは１１０円、１ユーロは１４０円

の為替レートを想定しております。 

 

また、２００６年度の配当金につきましては、１株当たり年間８０円（中間配当金４０

円、期末配当金４０円）とさせていただく予定です。 
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（４）事業等のリスク 

 
アステラスグループ（以下、当社グループ）の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可

能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。 
 
薬事行政の影響 

当社グループの事業の中核をなす医薬品及びその関連製品事業は、事業を行っている各

国の薬事行政により様々な規制を受けております。例えば、日本において実施される薬価

改定など、先進国を中心とした医療費抑制策は収益の圧迫要因となるほか、開発、製造及

び流通に係る諸規制の厳格化は費用の増加要因となります。 
 
製品に関するリスク 

ハルナール、プログラフをはじめとする当社グループの主力製品に関して、これらの製

品に係る権利を適切に維持または保護できない場合、製造物責任に関する重要な訴訟を受

けた場合、予期しない副作用が発生した場合には、当社グループの経営成績は大きな影響

を受けることになります。 
また、製薬産業は技術の進歩が急速で、競争が激しいという特徴を有しています。当社

グループは国内外の大手製薬会社や後発品メーカーとの激しい競争に直面しており、当社

グループの製品に対して強力な競合品が発売された場合などにも、大きな影響を受けるこ

とになります。 
 

医薬品の研究開発に内在する不確実性 

一般に、医薬品の創薬研究において有用な化合物を発見できる可能性は決して高くあり

ません。また、創薬研究により発見された新規化合物を開発し、成功裏に上市させるため

には多額の投資と長い期間を必要としますが、開発の過程で期待した有効性が証明できな

い場合や重篤な副作用が発現した等の理由により、開発の継続を断念しなければならない

可能性があります。加えて、医薬品は各国の法規制のもとで承認を取得しなければ販売で

きないため、承認取得の可否及び時期についても正確な予測は困難です。 
当社グループにおける研究開発活動は、このような医薬品の研究開発に内在するリスク

を伴っております。 
 

為替レートの変動 

当社グループの事業等は多くの国及び地域で営まれているため、当社グループの経営成

績及び財政状態は為替レート変動による影響を受けます。 
 

 
これらのほか、当社が事業活動を行う過程において訴訟を提起されるリスクや、災害な

どにより製造が遅滞または休止するリスク、他社が開発した医薬品のライセンス及び販売

に一部依存するリスクなど、さまざまなリスクが存在しており、ここに記載されたものが

当社グループのすべてのリスクではありません。 
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(１) 連結貸借対照表
(単位:百万円、端数切捨て）

増減

（A)-(B)

金額  構成比 金額  構成比

 %  %

Ⅰ  流動資産

１．現金及び預金 178,107 405,395 △227,288 

２．受取手形及び売掛金 227,222 220,673 6,548 

３．有価証券 445,358 142,383 302,975 

４．たな卸資産 93,863 90,606 3,257 

５．繰延税金資産 56,047 58,923 △ 2,876 

６．その他 50,255 44,298 5,956 

    貸倒引当金 △ 548 △ 497 △ 50 

  流動資産合計 1,050,306 66.3 961,782 65.4 88,523 

Ⅱ 固定資産

１．有形固定資産 ※1

  (1)建物及び構築物 ※3 99,271 102,301 △ 3,029 

  (2)機械装置及び運搬具 37,278 43,862 △ 6,583 

  (3)工具器具備品 28,340 28,755 △ 415 

  (4)土地 ※3 35,016 38,991 △ 3,974 

  (5)建設仮勘定 6,372 7,454 △ 1,081 

  (6)その他 287 1,235 △ 948 

    有形固定資産合計 206,567 222,601 △ 16,033 

２．無形固定資産 31,515 35,633 △ 4,118 

３．投資その他の資産

  (1)投資有価証券 ※2 242,162 182,931 59,231 

  (2)長期貸付金 2,386 1,797 589 

  (3)繰延税金資産 16,411 25,856 △ 9,445 

  (4)その他 35,559 39,474 △ 3,914 

     貸倒引当金 △ 387 △ 280 △ 106 

    投資その他の資産合計 296,133 249,779 46,354 

  固定資産合計 534,216 33.7 508,014 34.6 26,201 

1,584,522 100.0 1,469,797 100.0 114,725 

H 18.3.31現在

前期 (B)

H 17.3.31現在

（単純合算）

資産合計

４.連結財務諸表等

（資産の部）

当期(A)

区    分
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(単位:百万円、端数切捨て）

増減

金額  構成比 金額  構成比

 %  %

Ⅰ 流動負債

１．支払手形及び買掛金 62,507 52,784 9,723 

２．短期借入金 ※3 414 2,087 △ 1,673 

３．未払金 130,411 73,393 57,018 

４．未払費用 50,824 62,058 △ 11,234 

５．未払法人税等 40,017 28,350 11,667 

６．未払消費税等 1,125 1,415 △ 290 

７．繰延税金負債 3 159 △ 156 

８．売上割戻等引当金 5,838 5,009 829 

９．その他 9,058 18,438 △ 9,379 

  流動負債合計 300,201 19.0 243,697 16.6 56,503 

Ⅱ 固定負債

１．転換社債 30 5,020 △ 4,990 

２．長期借入金 ※3 531 422 109 

３．繰延税金負債 1,408 7,288 △ 5,879 

４．退職給付引当金 40,667 34,887 5,780 

５．役員退職慰労引当金 65 1,038 △ 973 

６．その他 24,277 23,926 350 

  固定負債合計 66,980 4.2 72,583 4.9 △ 5,602 

367,181 23.2 316,280 21.5 50,900 

少数株主持分 443 0.0 1,708 0.1 △ 1,265 

Ⅰ 資本金 ※5 102,985 6.5 144,782 9.9 △ 41,796 

Ⅱ 資本剰余金 176,806 11.2 177,347 12.1 △ 540 

Ⅲ 利益剰余金 959,217 60.5 938,812 63.9 20,404 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 44,252 2.8 25,519 1.7 18,732 

Ⅴ 為替換算調整勘定 △ 4,382 △ 0.3 △ 19,262 △ 1.3 14,879 

Ⅵ 自己株式 ※6 △ 61,982 △ 3.9 △115,392 △ 7.9 53,409 

1,216,897 76.8 1,151,807 78.4 65,089 

1,584,522 100.0 1,469,797 100.0 114,725 

H 17.3.31現在

前期 (B)

（単純合算）

負債、少数株主持分及び資本合計

（負債の部）

H 18.3.31現在

資本合計

（A)-(B)

（少数株主持分）

（資本の部）

負債合計

区    分

当期(A)
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(２) 連結損益計算書
(単位:百万円、端数切捨て）

金額 百分比 金額 百分比

% %

Ⅰ  売上高 879,361 100.0 862,011 100.0 17,350 

Ⅱ  売上原価 272,996 31.0 279,312 32.4 △ 6,315 

  売上総利益 606,364 69.0 582,699 67.6 23,665 

Ⅲ  販売費及び一般管理費 ※1 413,344 47.0 390,460 45.3 22,884 

  営業利益 193,020 22.0 192,239 22.3 780 

Ⅳ  営業外収益 14,873 1.6 13,163 1.5 1,709 

１．受取利息 7,281 4,685 2,596 

２．受取配当金 1,014 1,134 △ 120 

３．持分法による投資利益 546 970 △ 423 

４．為替差益 3,901 527 3,374 

５．その他 2,128 5,846 △ 3,718 

Ⅴ  営業外費用 5,304 0.6 11,167 1.3 △ 5,863 

１．支払利息 1,381 904 476 

２．製品等除却損 2,630 2,582 48 

３．持分法による投資損失 － 725 △ 725 

４．為替差損 － 407 △ 407 

５．休止固定資産減価償却費 － 896 △ 896 

６．固定資産売却・除却損 － 3,063 △ 3,063 

７．その他 1,292 2,589 △ 1,296 

  経常利益 202,588 23.0 194,235 22.5 8,353 

Ⅵ  特別利益 7,882 0.9 9,924 1.2 △ 2,042 

１．固定資産売却益 2,543 1,441 1,101 

２．投資有価証券売却益 3,148 5,722 △ 2,573 

３．関係会社株式清算益 1,498 － 1,498 

４．関係会社株式売却益 － 2,597 △ 2,597 

５．その他 691 162 528 

Ⅶ  特別損失 33,401 3.8 88,901 10.3 △ 55,499 

１．固定資産売却・除却損 1,113 4,712 △ 3,598 

２．事業統合費用 ※2 21,293 60,375 △ 39,081 

３．減損損失 ※5 8,699 － 8,699 

４．事業構造改革損失 ※3 － 12,600 △ 12,600 

５．特許権臨時償却 ※4 － 10,591 △ 10,591 

６．その他 2,294 621 1,673 

177,069 20.1 115,258 13.4 61,811 

法人税、住民税及び事業税 72,160 8.1 58,648 6.8 13,512 

法人税等調整額 △ 433 △ 0.0 △ 4,277 △ 0.5 3,844 

少数株主利益 1,683 0.2 1,355 0.2 328 

当期純利益 103,658 11.8 59,532 6.9 44,126 

前期(B)

至 H 18.3.31 至 H 17.3.31

税金等調整前当期純利益

区    分

当期(A)

(A)－(B)

増減（単純合算）

自 H 17.4. 1 自 H 16.4. 1
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(３)連結剰余金計算書
(単位:百万円、端数切捨て)

当期(A) 前期(B)

（単純合算）

自 H 17.4. 1 自 H 16.4. 1

至 H 18.3.31 至 H 17.3.31

金　額 金　額

資本剰余金の部

Ⅰ　資本剰余金期首残高 114,414 170,922      △56,507 

Ⅱ　資本剰余金増加高

　合併に伴う増加高 59,897 －           59,897 

  転換社債の転換による新株式の発行 2,495        6,425        △3,930 

Ⅲ　資本剰余金期末残高 176,806 177,347      △ 540 

利益剰余金の部

Ⅰ　利益剰余金期首残高 640,517 896,620      △256,102 

Ⅱ　利益剰余金増加高 397,131 60,523 336,607 

  当期純利益 103,658 59,532       44,126 

　合併に伴う増加高 266,034 －           266,034 

  連結範囲変更に伴う増加高 27,371 990          26,381 

  連結子会社の合併に伴う増加高 66 －           66 

Ⅲ　利益剰余金減少高 78,431 18,331 60,100 

  配当金 22,181 18,192       3,988 

　役員賞与金 49 139          △ 89 

　合併交付金 3,694 －           3,694 

  連結範囲変更に伴う減少高 203 －           203 

　自己株式消却額 1,354 －           1,354 

　自己株式処分差損 50,948 －           50,948 

Ⅳ　利益剰余金期末残高 959,217 938,812      20,404 

区    分

増減

(A)－(B)
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書
(単位:百万円、端数切捨て）

当期(A) 前期(B)

（単純合算）

自 H 17.4. 1 自 H 16.4. 1

至 H 18.3.31 至 H 17.3.31

金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

税金等調整前当期純利益 177,069 115,258 61,811 

減価償却費 37,439 36,609 829 

減損損失 8,699 － 8,699 

連結調整勘定償却額 196 320 △ 123 

特許権臨時償却 － 10,591 △ 10,591 

投資有価証券売却益 △ 3,148 △ 6,229 3,080 

関係会社株式売却益 － △ 2,597 2,597 

有形固定資産売却・除却損益 △ 1,429 5,648 △ 7,078 

貸倒引当金の減少額 △ 113 △ 238 124 

退職給付引当金の増減額 5,259 △ 23,550 28,810 

受取利息及び受取配当金 △ 8,296 △ 5,819 △ 2,476 

持分法による投資損益 △ 546 △ 245 △ 301 

支払利息 1,381 904 476 

為替差損益 188 599 △ 411 

売上債権の増減額 6,084 △ 23,260 29,344 

たな卸資産の増減額 △ 4,735 4,328 △ 9,064 

仕入債務の増減額 △ 504 2,846 △ 3,351 

役員賞与の支払額 △ 49 △ 139 89 

その他 △ 26,050 50,165 △ 76,215 

小計 191,443 165,193 26,250 

利息及び配当金の受取額 8,732 5,817 2,915 

利息の支払額 △ 1,350 △ 975 △ 375 

法人税等の支払額 △ 58,673 △ 45,769 △ 12,904 

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 140,151 124,265 15,885 

区    分

増減

(A)－(B)
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当期(A) 前期(B)

（単純合算）

自 H 17.4. 1 自 H 16.4. 1
至 H 18.3.31 至 H 17.3.31

金額 金額

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

有価証券純増減額 △ 9,021 9,150 △ 18,172 

固定資産の取得による支出 △ 24,299 △ 33,851 9,552 

固定資産の売却による収入 8,889 3,591 5,298 

投資有価証券の取得による支出 △ 80,852 △ 35,993 △ 44,858 

投資有価証券の売却による収入 20,084 16,286 3,798 

連結子会社株式の追加取得による支出 － △ 293 293 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 － 37,085 △ 37,085 

関係会社株式の売却による収入 － 2,962 △ 2,962 

貸付金の純増減額 △ 47 102 △ 150 

その他 △ 2,413 8,484 △ 10,898 

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 87,660 7,524 △ 95,184 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 　 　 　

短期借入金の純減少額 △ 1,692 △ 4,031 2,338 

長期借入金の返済による支出 △ 135 △ 467 332 

長期借入による収入 201 490 △ 288 

自己株式の取得による支出 △ 46,399 △ 12,581 △ 33,817 

配当金の支払額 △ 22,181 △ 18,191 △ 3,989 

少数株主への配当金の支払額 △ 3,045 △ 41 △ 3,004 

合併交付金の支払額 △ 3,694 － △ 3,694 

その他 179 △ 812 991 

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 76,768 △ 35,636 △ 41,132 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 7,405 5,018 2,386 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 16,873 101,171 △118,044 

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 39,324 － 39,324 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及び現金同等物の増加額 27,403 3,024 24,378 

Ⅷ 連結子会社の合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 89 － 89 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期首残高 423,478 384,605 38,872 

Ⅹ 現金及び現金同等物の期末残高 473,423 488,801 △ 15,378 

区    分

増減

(A)－(B)
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(５) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 
(1) 連結子会社の数  68 社 

主要な連結子会社名：アステラス US ホールディング Inc.、アステラス US LLC、 

アステラス ファーマ US ,Inc.、アステラス ファーマ テクノロジーズ Inc.、 

アステラス ファーマ マニファクチャリング Inc.、アステラス B.V.、 

アステラスファーマ ヨーロッパ Ltd.、アステラス アイルランド Co.,Ltd.、 

アステラス製薬(中国)有限公司、韓国アステラス製薬㈱、 

台湾アステラス製薬股份有限公司、アステラス東海㈱、アステラス富山㈱、 

アステラス静岡㈱、ゼファーマ㈱、㈱ロータスエステート 

   平成 17 年４月１日における旧山之内製薬株式会社（前期末連結子会社数 36 社）と旧藤沢薬品工

業株式会社（前期末連結子会社数 44 社）の合併および合併に伴う組織再編等により、68 社を連結の

範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関する事項 
(1) 持分法適用の非連結子会社数 ０社 

(2) 持分法適用の関連会社数   ５社 

主要な持分法適用の関連会社名： 藤沢サノフィ･アベンティス㈱ 

              （平成 18 年１月１日付で藤沢サノフィ･サンテラボ㈱から社名変更） 

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の決算日現在の財

務諸表を使用しております。 

(4)平成 17 年４月１日の旧藤沢薬品工業㈱との合併に伴い、藤沢サノフィ･アベンティス㈱他４社を、当

期より持分法適用の関連会社に含めております。また、同合併に伴い、ゼファーマ㈱については当期

より連結子会社となっております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
アステラス製薬(中国)有限公司（決算日 12 月 31 日）を除き、すべての連結子会社の決算日は、連

結決算日と一致しております。 

アステラス製薬(中国)有限公司については決算日現在の財務諸表を使用しており、決算日と連結決

算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

４．会計処理基準に関する事項 
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

a.満期保有目的の債券 … 償却原価法（定額法） 

b.その他有価証券 

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法 

(評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は主として移動平

均法により算定) 

時価のないもの …… 主として移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

主として次の方法により評価しております。 

a.商    品 …… 総平均法による低価法 

b.製    品 …… 国内会社は総平均法による原価法 

在外子会社は先入先出法による低価法 
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c.半製品･仕掛品 … 国内会社は総平均法による原価法 

在外子会社は先入先出法による低価法 

d.原材料･貯蔵品 … 国内会社は総平均法による原価法 

在外子会社は先入先出法による低価法 

（会計方針の変更） 

旧藤沢薬品工業株式会社との合併に伴いたな卸資産の評価方法を見直し、国内会社の半

製品･仕掛品について他のたな卸資産（商品、製品、原材料･貯蔵品）の評価方法と統一す

ることにより、より合理的な原価管理を行うため、当期より先入先出法による原価法から

総平均法による原価法に変更しております。なお、この変更に伴う連結財務諸表への影響

額は軽微であります。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 …… 国内会社は主として定率法 

           在外子会社は主として定額法 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ２～60 年 

機械装置及び運搬具  ４～15 年 

工具器具備品     ２～20 年 

② 無形固定資産 …… 定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主

として５年以内）に基づく定額法によっております。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

売上債権、貸付債権等の貸倒損失に備え、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能額を計上しております。 

② 売上割戻等引当金 

期末日後に発生が見込まれる売上割戻の支出に備え、期末売掛金に対し直近の割戻率を乗じた

金額のほか、期末日後に発生が見込まれる返品による損失･費用に備えて直近の実績率を基に算定

した金額を計上しております。 

③ 退職給付引当金 

確定給付型の退職給付制度に基づく従業員の退職給付に備え、主として当期末における退職給

付債務から年金資産の額を控除した額に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債務を調

整した額を計上しております。 

旧山之内製薬株式会社の退職給付制度に係る数理計算上の差異は発生時の従業員の平均残存

勤務年数にわたり主として定額法により翌年度から処理しており、過去勤務債務は発生時の従業

員の平均残存勤務年数にわたり定額法により処理しております。 

平成 17 年４月１日付の旧藤沢薬品工業株式会社との合併に伴い引き継いだ退職給付制度に係

る数理計算上の差異は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10 年）にわたり

定額法により翌年度から処理しており、過去勤務債務は、発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10 年）にわたり定額法により処理しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備え、内規に基づく期末要支給額を計上しております。なお、当社に

おいては、当期に、平成 17 年３月 31 日をもって役員の退職慰労金制度を廃止することを決定し、

これに伴い、全額を取り崩しております。 
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(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として

処理しております。 

なお、在外子会社等の資産及び負債は連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び

費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は「少数株主持分」及び資本の部における「為

替換算調整勘定」に含めて計上しております。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

国内会社はリース物件の所有権が借り主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

在外子会社はファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

原則として繰延ヘッジによっております。ただしその他有価証券については、時価ヘッジによ

っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：デリバティブ取引 

ヘッジ対象：相場変動、キャッシュ・フロー変動により、損益が発生する資産、負債 

③ ヘッジ方針 

当社グループ内で規定されたデリバティブ取引に関する管理体制に基づき、ヘッジ対象に係る相

場変動リスク、キャッシュ・フロー変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

繰延ヘッジに関しては、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相

場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動またはキャッシュ・フロー

変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎に判断しております。 

（会計方針の変更） 

従来は、為替予約について振当処理を採用しておりましたが、旧藤沢薬品工業株式会社との合

併によるデリバティブ取引の増加に伴い、ヘッジ会計の方法について見直した結果、当期よりヘ

ッジ会計の原則的処理に変更しております。なお、この変更に伴う連結財務諸表への影響は軽微

であります。 

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理方法 

税抜方法によっております。 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時価評価法を採用しております。 
６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償却を行っており、金額的に重要性がない場合は発

生時の損益とすることとしております。 
７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づい

て作成しております。 
８．連結キャッシュ･フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・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

能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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(６) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成 14 年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平成 15 年 10 月 31 日）を適用しております。これにより税金等調

整前当期純利益は 8,699 百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 
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(７) 注記事項 

   注記事項の「前期」については、「旧山之内製薬株式会社」と「旧藤沢薬品工業株式会社」とに区分

して表示している箇所を除き、原則として旧両社の数値を単純合算して表示しております。 
（連結貸借対照表関係） 

当      期 
平成18年３月31日現在 

前      期 
（単 純 合 算） 
平成17年３月31日現在 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は327,369百万円で

あります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は321,570百万円で

あります。 

※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 2,195百万円

 

※３．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物    648百万円 

土地         153百万円 

計         802百万円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 短期借入金      200百万円 

長期借入金      486百万円 

※２．非連結子会社・関連会社に対するものは次のとお

りであります。 

投資有価証券（株式） 16,636百万円

※３．担保資産及び担保付債務 

   担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物    666百万円 

土地         153百万円 

計         819百万円 

担保付債務は次のとおりであります。 

 長期借入金      422百万円 

 ４．偶発債務 

(1)保証債務（金融機関等からの借入に対する保証）

 ４．偶発債務 

(1)保証債務（金融機関等からの借入に対する保証）

従業員 5,210百万円

日本サウジアラビア製薬 Co.,Ltd 318百万円

計 5,529百万円

 

(2)その他の偶発債務 

   ①アステラス アイルランド Co.,Ltd.がアイルラ

ンド政府から受領した補助金につき、雇用人数等

の一定条件が満たされなかった場合に生じる連

帯返済義務           206百万円 

   ②長期借入金の債務履行引受契約に係る偶発債務

                   600百万円 

従業員 6,345百万円

日本サウジアラビア製薬 Co.,Ltd 367百万円

計 6,712百万円

 

 (2)その他の偶発債務 

   ①フジサワ アイルランド Ltd.がアイルランド政

府から受領した補助金につき、雇用人数等の一定

条件が満たされなかった場合に生じる連帯返済

義務              200百万円 

   ②長期借入金の債務履行引受契約に係る偶発債務

                   840百万円 

※５．当社の発行済株式総数は普通株式 

573,949,476株であります。 

 

 

 

 

※６.当社が保有する自己株式の数は、普通株式

15,639,913株であります。 

 

 

 

 

※５．（旧山之内製薬株式会社） 

当社の発行済株式総数は普通株式361,954,215株で

あります。 

（旧藤沢薬品工業株式会社） 

当社の発行済株式総数は普通株式336,389,665株で

あります。 

※６. （旧山之内製薬株式会社） 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

33,656,582株であります。 

（旧藤沢薬品工業株式会社） 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

511,089株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

当      期 

  自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

前      期 

（単 純 合 算） 

 自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日 

※１．研究開発費の総額は142,076百万円であります。 

※２．旧山之内製薬㈱と旧藤沢薬品工業㈱との合併に伴う

費用であります。 

※３．                ―――――― 

 

※４．                ―――――― 

 

※５．減損損失 

当社グループは、継続的に収支の把握を行っている管理

会計上の区分である事業単位ごとに事業用資産をグルー

ピングしており、遊休資産及び処分予定資産等について

は個々にグルーピングしております。 
当期において、当社グループは以下の資産グループにつ

いて、減損損失（8,699百万円）を計上いたしました。 

(1) 
医薬品事業における導入品の販売権（4,981 百万円）につ

いて、売上低迷により当該品目の収益性が低下しており、

将来キャッシュ・フローがマイナスと見込まれるため、

全額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 
(2) 
グループ内の生産品目及び生産体制の見直しにより、下記

設備については将来生産を中止する予定であることから、

下記資産グループの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（3,717 百万円）として特別損失に

計上いたしました。なお、当資産グループの回収可能価額

は正味売却価額を使用し、正味売却価額については処分見

込価額から処分見込費用を控除した額により評価してお

ります。 
 
場所 用途 種類 

清須事業場 

（愛知県清須市） 

医薬品 

製造設備 

建物、機械装置等

加島事業場 

（大阪府大阪市） 

医薬品製

造設備 

建物、構築物、機

械装置等 

アステラス富山㈱ 

（富山県高岡市） 

（富山県富山市） 

医薬品 

製造設備 

機械装置、工具器

具備品、建設仮勘

定等 

アステラス静岡㈱ 

（静岡県富士市） 

医薬品 

製造設備 

建物、構築物、機

械装置、工具器具

備品等 

アステラス東海㈱ 

（静岡県焼津市） 

医薬品 

製造設備 

構築物、機械装置

等 

アステラス ファーマ 

マニファクチャリン

グ Inc.(アメリカ) 

医薬品製

造設備 

建物、機械装置 

アステラス ファーマ 

GmbH (アイルランド) 

医薬品製

造設備 

建物、機械装置、

工具器具備品 
 

※１．研究開発費の総額は127,622百万円であります。

※２．旧山之内製薬㈱と旧藤沢薬品工業㈱との合併準備

に伴う費用であります。 

※３．主として国内生産子会社分社化に伴う特別退職金

であります。 

※４．米国ファイザー社との共同研究開発契約の解消に

伴う臨時償却であります。 

※５．                ―――――― 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 
当      期 

 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前      期 
（単 純 合 算） 

 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

現金及び預金 178,107百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △  7,399百万円

有価証券 445,358百万円

投資期間が３ヶ月を超える有価証券及び

未受渡の現金同等物有価証券 △157,642百万円

その他の流動資産 50,255百万円

現金同等物以外のその他の流動資産 △ 35,256百万円

現金及び現金同等物 473,423百万円
 

現金及び預金 405,395百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △  1,764百万円

有価証券 142,383百万円

投資期間が３ヶ月を超える有価証券 △ 62,211百万円

その他の流動資産 44,298百万円

現金同等物以外のその他の流動資産 △ 39,298百万円

現金及び現金同等物 488,801百万円

 

 

２. 重要な非資金取引の内容 ２. 重要な非資金取引の内容 

転換社債の転換 

転換社債の転換による資本金増加額 2,495百万円

転換社債の転換による資本準備金 

増加額 

2,495百万円

転換による転換社債減少額 4,990百万円
 

(1)転換社債の転換 

転換社債の転換による資本金増加額 6,427百万円

転換社債の転換による資本準備金 

増加額 

6,425百万円

転換による転換社債減少額 12,853百万円

 

(2)ゼファーマ株式会社へ分社型共同新設分割によ

り移転した資産及び負債の内訳並びにゼファー

マ株式会社株式の取得価額 

 流動資産 10,278百万円

固定資産 2,618百万円

流動負債 △2,750百万円

差引 10,146百万円

投資有価証券取得による支出 2,000百万円

ゼファーマ株式会社株式の取得価額 12,146百万円

      

     (3)当期において売却した栄養補給食品及びパーソナ

ルケア製品事業並びに食品・花卉事業に係る、前

期末における資産及び負債の額 

 栄養補助食品及

びパーソナルケ

ア製品事業 

食品・花卉事業

流動資産 20,479百万円 10,604百万円

固定資産 19,651百万円 20,783百万円

資産合計 40,130百万円 31,388百万円

流動負債 7,922百万円 10,024百万円

固定負債 10,794百万円 925百万円

負債合計 18,717百万円 10,949百万円

少数株主持分 2,462百万円 － 
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（リース取引関係） 
前      期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当      期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社 

１．リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転
すると認められるもの以外のファ
イナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、
減価償却累計額相当額及び期末
残高相当額 

 

取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

期末残高 

相当額 

 

(百万円) 

機械装

置及び

運搬具 

413 379 34 

工具器

具備品 
2,888 1,811 1,076 

合 計 3,302 2,191 1,111 
 

 

取得価額

相当額

 

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

 

(百万円)

工具器

具備品
3,316 1,482 1,833

合 計 3,316 1,482 1,833

(注)   同  左 

 

取得価額

相当額 

 

(百万円) 

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

 

(百万円)

機械装

置及び

運搬具 

1,573 836 736

工具器

具備品 
4,974 2,185 2,788

合 計 6,547 3,022 3,525
 

(注)取得価額相当額は、未経過リー
ス料期末残高が、有形固定資産
の期末残高等に占める割合が低
いため、支払利子込み法により
算定しております。 

  

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額
１ 年 内 767百万円
１ 年 超 343百万円

合 計 1,111百万円 

１ 年 内 887百万円
１ 年 超 946百万円

合 計 1,833百万円 

１ 年 内 1,283百万円
１ 年 超 2,409百万円

合 計 3,693百万円 
(注)未経過リース料期末残高相
当額は、未経過リース料期末
残高が、有形固定資産の期末
残高等に占める割合が低い
ため、支払利子込み法により
算定しております。 

(注)  同  左  

(3) 支払リース料及び減価償却費相
当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相
当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相
当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,073百万円 
減価償却費相当額 1,073百万円  

支払リース料 1,091百万円
減価償却費相当額 1,091百万円 

支払リース料 1,741百万円
減価償却費相当額 1,468百万円
支払利息相当額 248百万円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
リース期間を耐用年数とし、残
存価額を零とする定額法によっ
ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
同  左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 
同  左 

  (5) 利息相当額の算定方法 
  リース料総額とリース物件の取
得価額相当額との差額を利息相
当額とし、各期への配分方法に
ついては、利息法によっており
ます。 

２．オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 

 

１ 年 内 9百万円
１ 年 超 14百万円

合 計 24百万円
 

１ 年 内 13百万円
１ 年 超 12百万円

合 計 26百万円
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（有価証券関係） 
１.満期保有目的の債券で時価のあるもの 

当      期 
平成18年３月31日現在 

前      期 
（単 純 合 算） 

平成17年３月31日現在 
種  類 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時 価 
 

(百万円) 

差 額 
 

(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

時 価 
 

(百万円) 

差 額 
 

(百万円) 

時価が連結貸借対照表計上額を
超えるもの 

  

(1) 国債・地方債等 － － － 3,002 3,014 11

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小  計 － － － 3,002 3,014 11

時価が連結貸借対照表計上額を
超えないもの 

  

(1) 国債・地方債等 2,401 2,380 △21 － － －

(2) 社債 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小  計 2,401 2,380 △21 － － －

合  計 2,401 2,380 △21 3,002 3,014 11

 
２.その他有価証券で時価のあるもの 

当      期 
平成18年３月31日現在 

前      期 
（単 純 合 算） 

平成17年３月31日現在 
種  類 

取得原価 
 

(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差 額 
 

(百万円) 

取得原価 
 

(百万円) 

連結貸借対照
表計上額 
(百万円) 

差 額 
 

(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの 

  

(1) 株式 26,897 100,348 73,450 23,524 65,840 42,316

(2) 債券   

① 国債・地方債等 15,000 15,001 1 32,990 33,209 218

② 社債 16,002 16,022 19 35,077 35,204 126

③ その他 － － －

(3) その他 12,470 15,169 2,699 7,553 8,782 1,228

小  計 70,370 146,542 76,171 99,146 143,036 43,890

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの 

  

(1) 株式 1,467 1,403 △   64 346 241 △   104

(2) 債券   

① 国債・地方債等 130,088 129,736 △   352 9,048 9,036 △    11

② 社債 75,857 74,842 △ 1,015 21,627 21,609 △    17

③ その他 － － － － － －

(3) その他 6,959 6,778 △  180 11,879 11,463 △   415

小  計 214,371 212,759 △ 1,612 42,901 42,351 △   549

合  計 284,742 359,301 74,559 142,047 185,388 43,340
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３.当期及び前期中に売却したその他有価証券 

当      期 
  自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前      期 
（単 純 合 算） 

  自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

売却額 
（百万円） 

売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額
（百万円） 

42,367 3,201 132 18,444 6,235 177 

 
４.時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

当      期 
平成18年３月31日現在 

前      期 
（単 純 合 算） 

平成17年３月31日現在 種  類 

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券   

非上場株式 4,558 14,036 

優先出資証券 5,000 5,000 

コマーシャル・ペーパー 302,544 43,998 

マネー・マネージメント・ファンド 8,082 34,173 

政府短期証券 － 22,999 

 
５.その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

当      期 
平成18年３月31日現在 

前      期 
（単 純 合 算） 

平成17年３月31日現在 
種  類 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超 
５年以内
（百万円）

５年超 
10年以内
（百万円）

10年超 
 

（百万円）

 
１年以内
（百万円）

１年超 
５年以内 
（百万円） 

５年超 
10年以内 
（百万円）

10年超 
 

（百万円）

(1) 債券    

① 国債・地方債等 110,529 32,719 3,890 － 37,613 26,510 － 4,099

② 社債 24,041 66,686 135 － 24,039 32,714 53 －

③ その他 302,544 － － － 33,999 － － －

(2) その他 － － － － 8 351 47 993

合  計 437,115 99,406 4,026 － 95,660 59,576 100 5,092
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（デリバティブ取引関係） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

当   期 
平成18年３月31日現在 

前   期 
（単純合算） 

平成17年３月31日現在 
契約額

等 

(百万

円) 

取引の種類 

契約額等 

(百万円) 

うち1年超

(百万円)

時価 

(百万円)

評価損益

(百万円)

契約額等

(百万円)

うち1年超 

(百万円) 

時価 

(百万円) 

評価損益

(百万円)

通貨 為替予約取引    

 売建    

 （米ドル） 1,169 － 1,165 3 6,755 － 6,956 △201

 （ユーロ） 8,140 － 8,257 △116 1,367 － 1,385 △18

 買建    

 （米ドル） 4,055 － 4,097 42 1,071 － 1,071 0

     

合  計 13,365 － 13,521 △71 9,193 － 9,413 △218

（注） 

１．時価の算定方法 ----- 取引金融機関から提示された価格等によっております。 
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（退職給付関係） 
当      期 

 自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、

適格退職年金制度、厚生年金基金制度、適格退職年金制度

（閉鎖型）及び退職一時金制度を設けております。 

また、当社は、従業員の退職等に際して、退職給付会計に

準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない

早期退職者への割増退職金等を支払う場合があります。 

在外連結子会社については、一部の会社が確定給付型制

度を設けている他、一部の会社が確定拠出型制度等を設け

ております。 

 

２．退職給付債務に関する事項(平成18年３月31日現在) 

（単位：百万円）

(1) 退職給付債務 △  167,464

(2) 年金資産 125,351

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △  42,112

(4) 未認識数理計算上の差異 17,257

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △  9,023

(6) 連結貸借対照表計上額純額 

   (3)＋(4)＋(5) 
△  33,878

(7) 前払年金費用 6,789

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) △  40,667

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、

簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 

（単位：百万円）

(1) 勤務費用 8,569

(2) 利息費用 4,141

(3) 期待運用収益 △   2,826

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 3,195

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △  553

(6) その他    4,187

(7) 退職給付費用 16,713

（注）１. 簡便法を採用している一部の連結子会社の退

職給付費用は、｢勤務費用｣に含めております。

２．退職給付費用の「その他」には、事業構造改革  

に伴う早期退職者ならびに関係会社への転籍 

者に対する割増退職金等3,990百万円が含まれ

ており、特別損失に計上しております。 
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当      期 

 自 平成17年４月１日 

        至 平成18年３月31日 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(平成18年３月31日現在)

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率  2.0～12.0 %

(3) 期待運用収益率 1.6～ 8.0 %

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 

一部の適格退職年金制度及び退職一時金制度は発生

時の従業員の平均残存勤務年数(13～19年)にわたり定

額法により,また一部の厚生年金基金制度、適格退職年

金制度（閉鎖型）及び退職一時金制度は主として10年

で定額処理しております。 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

一部の適格退職年金制度及び退職一時金制度は発

生時の従業員の平均残存勤務年数(11～18年)にわた

り定額法により,また一部の厚生年金基金制度、適格

退職年金制度（閉鎖型）及び退職一時金制度は主とし

て10年で定額処理しております。なお、一部の在外連

結子会社は数理計算上の差異について回廊アプロー

チを採用しております。 

 
 
 
 

前      期 
 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度及び一時金制度を設けておりま

す。なお、一部の在外連結子会社は、確定給付型制度の

他、確定拠出型の退職年金制度を設けております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、厚生年金基金制度、適格退職年金制度（閉鎖型）及

び退職一時金制度を設けております。また、当社は、従

業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計

算による退職給付債務の対象とされない早期退職者へ

の転進支援金を支払う場合があります。 

在外連結子会社については、一部の会社が確定給付型

制度を設けている他、一部の会社が確定拠出型制度を設

けております。 

尚、当社及び一部の国内連結子会社は、厚生年金基金

の代行部分について、平成17年３月１日に厚生労働大臣

から過去分支給義務免除の認可を受けました。 
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前      期 

 自 平成16年４月１日 

至 平成17年３月31日 

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社 

２．退職給付債務に関する事項(平成17年３月31日現在) ２．退職給付債務に関する事項 

（単位：百万円）

(1) 退職給付債務 △  85,970

(2) 年金資産 58,327

(3) 未積立退職給付債務 (1)＋(2) △  27,643

(4) 未認識数理計算上の差異 14,869

(5) 未認識過去勤務債務(債務の減額) △  10,433

(6) 連結貸借対照表計上額純額 

   (3)＋(4)＋(5) 
△  23,206

(7) 前払年金費用 199

(8) 退職給付引当金 (6)－(7) △  23,406

（注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあた

り、簡便法を採用しております。 

（単位：百万円）

イ．退職給付債務 △78,952

ロ．年金資産 54,082

ハ．未積立退職給付債務 （イ＋ロ） △24,870

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 －

ホ．未認識数理計算上の差異 17,473

ヘ．未認識過去勤務債務 △1,234

ト．連結貸借対照表計上額純額 

 （ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 
△8,631

チ．前払年金費用 2,849

リ．退職給付引当金 ト－チ △11,480

（注）一部の国内連結子会社は、退職給付債務の算定に

あたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用に関する事項 

（単位：百万円）

(1) 勤務費用 4,042

(2) 利息費用 2,694

(3) 期待運用収益 △   1,473

(4) 数理計算上の差異の費用処理額 559

(5) 過去勤務債務の費用処理額 △     659

(6) その他    15,404

(7) 退職給付費用 20,566

（注）１. 簡便法を採用している一部の連結子会社の  

退職給付費用は、｢勤務費用｣に含めておりま

す。 

２．特別退職金は、「その他」に含めております。

（単位：百万円）

イ．勤務費用 4,174

ロ．利息費用 2,087

ハ．期待運用収益 △1,034

ニ．会計基準変更時差異の費用処理額  －

ホ．数理計算上の差異の費用処理額 1,269

ヘ．過去勤務債務の費用処理額    154

ト．臨時に支払った転進支援金 469

チ．退職給付費用 

（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ＋ト） 7,120

（注）１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付

費用は、｢イ．勤務費用｣に計上しております。

２．上記退職給付費用以外に、山之内製薬株式会

社との合併に伴う早期退職者ならびに関係会

社への転籍者に対する割増退職金 15,663百

万円 を特別損失に計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(平成17年３月31日現在)

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

(2) 割引率  2.0～6.3 %

(3) 期待運用収益率 1.6～9.0 %

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 

発生時の従業員の平均残存勤務年数(13～16年)に

わたり定額法により処理しております。 

(5) 数理計算上の差異の処理年数 

発生時の従業員の平均残存勤務年数(15～17年)

にわたり定額法により翌年度から処理しておりま

す。なお、一部の在外連結子会社は数理計算上の差

異について回廊アプローチを採用しております。 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ロ．割引率 主として2.0%

ハ．期待運用収益率 主として2.5%

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 主として10年

ホ．数理計算上の差異の処理年数 主として10年

ヘ．会計基準変更差異の処理年数 該当事項なし
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（税効果会計関係） 

当      期 
平成18年３月31日現在 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円）

繰延税金資産 

有価証券評価損 4,790

退職給付引当金 11,103

減価償却費 22,288

未払費用 21,530

たな卸資産 20,731

事業税等 3,574

その他 35,676

繰延税金資産小計 119,694

評価性引当額 △ 14,659

繰延税金資産合計 105,035

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △ 30,323

減価償却費 △  1,934

その他 △  1,730

繰延税金負債合計 △ 33,988

繰延税金資産の純額 71,046
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下であるの

で、注記を省略しております。 

なお、法定実効税率は、41.0％であり、税効果会計適

用後の法人税等の負担率は、40.5％であります。 
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前      期 

 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（単位：百万円）

繰延税金資産 

有価証券評価損 3,044

退職給付引当金 7,699

減価償却費 10,838

未払費用 7,572

たな卸資産 6,932

事業税等 1,479

その他 41,818

繰延税金資産小計 79,385

評価性引当額 △ 15,756

繰延税金資産合計 63,628

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額金 △  8,096

減価償却費 △    798

その他 △  4,227

繰延税金負債合計 △ 13,122

繰延税金資産の純額 50,506
 

（単位：百万円）

（繰延税金資産） 

 未払費用 11,273

棚卸資産（未実現利益・評価減） 10,719

税務上の繰延資産償却超過額 5,205

委託研究費仮払計上 3,916

投資有価証券等評価損 2,236

固定資産減価償却超過額 2,093

繰越欠損金 1,187

未払事業税 918

その他 2,604

繰延税金資産小計 40,156

評価性引当額 △785

繰延税金資産合計 39,371

（繰延税金負債） 

その他有価証券評価差額金 △9,336

在外子会社留保利益 △1,627

固定資産圧縮積立金 △684

特別償却準備金 △619

減価償却費 △185

その他 △104

繰延税金負債合計 △12,558

繰延税金資産の純額 26,812
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（単位：％）

国内の法定実効税率 41.0

（調整） 

研究費税額控除 △ 7.6

交際費等永久に損金に算入されない項目  2.7

海外子会社税率差異 

評価性引当額 

 12.0

4.0

その他 △ 1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 50.4
 

（単位：％）

法定実効税率 40.4

（調整） 

永久に損金に算入されない項目 8.4

永久に益金に算入されない項目 △0.4

評価性引当額の変動 1.5

試験研究費等の税額控除 △7.4

在外子会社留保利益 0.6

海外との税率差  △0.5

その他 △0.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.0
 
３．平成17年４月1日付で山之内製薬株式会社と合併する

ことに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債計

算に適用する税率については、前期の40.4%に代えて、

41.0%としております。なお、かかる変更に伴う連結

財務諸表への影響は軽微であります。 
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（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
 

当社グループの事業は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して「医薬品及びその関連

製品事業」とこれに属さない「その他の事業」に区分しております。全セグメントの売上高の合計、営業利益及

び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも 90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 
当  期  自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日 

 
日本 
 

（百万円） 

北米 
 

（百万円）

欧州 
 

（百万円）

アジア 
 

（百万円）

計 
 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売 上 高    

(1)外部顧客に対する売

上高 
511,143 145,341 203,232 19,643 879,361 － 879,361

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
94,966 39,582 29,726 25  164,301 (164,301) －

計 606,110 184,923 232,959 19,669 1,043,663 (164,301) 879,361

営 業 費 用 467,938 152,206 214,571 15,835 850,551 (164,210) 686,341

営 業 利 益 138,171 32,717 18,388 3,834 193,111 (91) 193,020

Ⅱ 資  産 1,247,859 138,426 222,818 19,073 1,628,177 (43,655) 1,584,522

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

 
前  期 （単純合算） 自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日 

 
日本 
 

（百万円） 

北米 
 

（百万円）

欧州 
 

（百万円）

アジア 
 

（百万円）

計 
 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
 

（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業利益    

売 上 高    

(1)外部顧客に対する売

上高 
529,639 129,748 186,402 16,220 862,011 － 862,011

(2)セグメント間の内部売

上高又は振替高 
103,740 20,868 8,308 55 132,973 (132,973) －

計 633,379 150,617 194,711 16,275 994,984 (132,973) 862,011

営 業 費 用 472,219 127,529 182,933 13,954 796,636 (126,864) 669,772

営 業 利 益 161,160   23,087 11,778 2,321 198,348      (6,109) 192,239

Ⅱ 資  産 970,916 164,150 202,992 19,337 1,357,397 112,399  1,469,797

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の額は 163,748 百万円で、旧藤沢薬品工業株式会社に

おける親会社の余資運用資金（現金及び有価証券等）であります。 
４．当期において､栄養補給食品及びパーソナルケア製品事業並びに食品･花卉事業に携わる日本及び米国の子

会社株式全株式を譲渡いたしましたが、当期の期首に譲渡したものとみなして会計処理を行っております。 
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【海外売上高】 
当  期  自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日 

 北米 欧州 アジア その他 計 

１ 海外売上高（百万円） 191,985 172,230 25,688 8,365 398,269 

２ 連結売上高（百万円）     879,361 

３ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.8 19.6 2.9 1.0 45.3 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

 
前  期 （単純合算） 自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

 北米 欧州 アジア その他 計 

１ 海外売上高（百万円） 172,261 154,827 22,284 9,236 358,609 

２ 連結売上高（百万円）     862,011 

３ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
20.0 18.0 2.6 1.0 41.6 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

４．当期において､栄養補給食品及びパーソナルケア製品事業並びに食品･花卉事業に携わる日本及び米国の子

会社株式全株式を譲渡いたしましたが、当期の期首に譲渡したものとみなして会計処理を行っております。 
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（関連当事者との取引） 

当      期 
 自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

前      期 
 自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

 

該当事項はありません。 

 

 

（旧山之内製薬株式会社） 

該当事項はありません。 

（旧藤沢薬品工業株式会社） 

該当事項はありません。 

 
（１株当たり情報） 

前 期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

当 期 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社 

１株当たり純資産額 2,179.44円

１株当たり純利益金額 183.88円

潜在株式調整後１株 

当たり純利益金額 
183.56円

 

１株当たり純資産額 2,259.68円

１株当たり純利益金額 102.52円

潜在株式調整後１株 

当たり純利益金額 
101.72円

 

１株当たり純資産額 1,220.42円

１株当たり純利益金額 77.42円

潜在株式調整後１株 

当たり純利益金額 
76.88円

 

（注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。 
 

前      期 
自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 種  類 

当      期 
自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日

旧山之内製薬株式会社 旧藤沢薬品工業株式会社

１株当たり当期純利益金額    
当期純利益（百万円） 103,658 33,717 25,815 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 93 46 － 

（うち利益処分による取締役・監査

役賞与金（百万円）） 
(93) (46) (－)

普通株式に係る当期純利益（百万円） 103,564 33,670 25,815 

普通株式の期中平均株式数（千株） 563,232 328,423 333,464 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
   

当期純利益調整額（百万円） 0 42 8 

（うち支払利息（税額相当額控除後）

（百万円）） 
(0) (42) (0)

（うち転換社債関係手数料（税額相当

額控除後）（百万円）） 
(0) (0) (8)

普通株式増加数（千株） 973 3,025 2,444 

（うち転換社債（千株）） (859) (3,004) (2,444)

（うち新株予約権（千株）） (113) (21) (－)
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（重要な後発事象） 

当期（自 平成 17 年４月 1日  至 平成 18 年３月 31 日） 

[ゼファーマ株式会社の株式譲渡] 

一般用医薬品事業を展開する当社 100％子会社のゼファーマ株式会社について、平成 18 年３月 31 日付で

当社が第一三共株式会社と締結しました株式譲渡契約に基づき、当社が保有するゼファーマ株式会社の全株

式の第一三共株式会社への譲渡を平成 18 年４月 13 日に完了いたしました。また、その譲渡の対価は 35,502

百万円となり、平成 19 年３月期において関係会社株式譲渡益 21,241 百万円を特別利益として計上すること

になります。 

  (ゼファーマ株式会社の概要) 

 本店所在地：東京都中央区日本橋本町２－７－１ 

 代表者：代表取締役社長 大江 方二 

 設立年月日：平成 16年 10 月１日 

 事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、食品等の開発・販売 

 決算期：３月 31 日 

 従業員数：197 名（平成 18 年３月 31 日現在） 

 資本金：300 百万円 

 売上高：22,032 百万円（平成 18 年３月期） 

 主要製品：胃薬（ガスター10）、総合感冒薬（プレコール、カコナール）、 

      皮膚用薬（マキロン、オイラックス、ピロエース）、 

      抗アレルギー剤（エージーアイズ／エージーノーズ） 

 

[米国フィブロジェン社との開発候補品のライセンス契約締結] 

当社は、平成 18 年４月 28 日に、米国の医薬品会社フィブロジェン社と、腎性貧血および癌化学療法に伴

う貧血の治療薬 FG-2216 並びに同薬と同様の作用機序を有する化合物について、欧州、中東、南アフリカで

の共同開発および独占的販売権を取得するライセンス契約を締結いたしました。FG-2216 は、当社が、欧州

において既に有している泌尿器領域および腎移植領域のインフラを最大限活用することで、欧州事業の拡大

に大きく貢献するものと考えております。本契約により、当社はフィブロジェン社に対し、契約締結時に

300 百万米ドルの一時金を支払うとともに、さらに開発の進捗に応じて総額 465 百万米ドルの開発一時金を

支払うことになります。また、同社が新規に発行する株式を約 50 百万米ドルで取得いたします。 

なお、平成 19 年３月期において、本契約に基づく契約一時金（約 350 億円）および開発一時金の一部が

研究開発費として販売費及び一般管理費に計上される見込みです。 
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前期（自 平成 16 年４月 1日  至 平成 17 年３月 31 日） 

旧山之内製薬株式会社 

[藤沢薬品工業株式会社との合併] 

当社は、藤沢薬品工業株式会社と、平成 16 年６月 24 日開催の両社定時株主総会における合併契約書の承

認決議により、平成 17 年４月１日をもって合併し、商号を「アステラス製薬株式会社」に変更いたしまし

た。 

合併に関する事項の概要は、次のとおりであります。 

1. 当社は、合併に際して、普通株式 209,473,788 株を発行し、合併期日前日の最終の藤沢薬品工業株式会

社の株主名簿（実質株主名簿を含む。以下同じ。）に記載または記録された株主（実質株主を含む。以

下同じ。）に対して、その所有する藤沢薬品工業株式会社の普通株式１株につき、当社の普通株式 0.71

株の割合で割当交付いたしました。なお、割当交付した株式のうち、2,900 万株については新株の発行

に代えて当社が所有した自己株式を移転しております。また、藤沢薬品工業株式会社が所有した自己株

式 511,089 株に対しては、当社株式の割当を行っておりません。 

 

2. 当社は、合併期日前日の最終の藤沢薬品工業株式会社の株主名簿に記載または記録された株主に対し、

平成 17 年３月期の利益配当金に代えて、その所有する藤沢薬品工業株式会社の普通株式１株につき 11

円の合併交付金を、平成 17 年６月 24 日開催の定時株主総会終了後遅滞なく支払います。 

 

3. 当社は、合併により、資本準備金が 59,897 百万円、利益準備金が 6,464 百万円、任意積立金その他留

保利益の額が210,782百万円それぞれ増加しております。なお、合併に伴う資本金の増加はありません。

この結果、資本準備金は 174,311 百万円、利益準備金は 16,826 百万円、任意積立金その他留保利益の

額は 772,884 百万円となりました。 

 

4. 当社が藤沢薬品工業株式会社から引き継いだ資産・負債の内訳は、次のとおりです。 

資産合計  491,505 百万円（流動資産 208,829 百万円、固定資産 282,675 百万円） 

負債合計  102,320 百万円（流動負債  95,067 百万円、固定負債    7,252 百万円） 

    

旧藤沢薬品工業株式会社 

[山之内製薬株式会社との合併] 

 当社は、平成 16 年６月 24 日開催の当社及び山之内製薬株式会社の定時株主総会において承認された合併

契約書に基づき、平成 17年 4 月 1日に山之内製薬株式会社と合併し（平成 17年 4 月 1日アステラス製薬株

式会社に商号変更）、資産、負債及び権利義務の一切を同社に引き継ぎました。 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(１) 生産実績 

当期（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 
(単位：百万円、端数切捨て) 

事 業 区 分 生産実績 

医薬品及びその関連製品 632,121 

その他 2,156 

合  計 634,278 

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

前期（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

旧山之内製薬株式会社               旧藤沢薬品工業株式会社 
(単位：百万円、端数切捨て)               (単位：百万円、端数切捨て) 

事 業 区 分 生産実績  事 業 区 分 生産実績 

医薬品及びその関連製品 311,450  医療用医薬品 255,037 

その他 2,189  一般用医薬品 2,115 

合  計 313,639  

医薬品

小計 257,152 

（注）１．金額は、販売価格によっております。  その他  2,064 

        ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 合  計 259,216 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

 ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 
 
 
(２) 受注状況 

該当事項はありません。 
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(３) 販売実績 

 
当期（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

(単位：百万円、端数切捨て) 

事 業 区 分 販売実績 

医薬品及びその関連製品 874,199 

その他 5,161 

合  計 879,361 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売 

実績に対する割合は次のとおりであります。 

相手先 金額（百万円）割合（％） 

（株）メディセオ・パルタックホー

ルディングス 
103,738 11.8 

（株）スズケン  93,726 10.7 

２．本表の金額には消費税等は含まれておりません。 

３．（株）メディセオ・パルタックホールディングスは、（株） 

メディセオホールディングスが、（株）パルタックと経営 

統合を行い、平成 17 年 10 月１日付で社名変更した 

ものであります。 

 

 

前期（自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

旧山之内製薬株式会社               旧藤沢薬品工業株式会社 
(単位：百万円、端数切捨て)               (単位：百万円、端数切捨て) 

事 業 区 分 販売実績 事 業 区 分 販売実績 

医薬品及びその関連製品 443,313  医療用医薬品 392,796 

その他 3,737  一般用医薬品 5,711 

合  計 447,051  

医薬品

小計 398,508 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績  医療関連製品 3,492 

の総販売実績に対する割合は次のとおりであ  在宅医療事業 7,896 

ります。  その他 5,062 

相手先 金額（百万円） 割合（％）  

その他

小計 16,451 

㈱メディセオホールディングス 76,195 17.0 合  計 414,959 

㈱スズケン 51,472 11.5 

 アルフレッサ㈱ 46,760 10.5 

（注）１．主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は、総販売

実績に対する割合が10％以上の相手先が

ないため、記載を省略しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりませ

ん。 

３．（株）メディセオホールディングスは、（株）クラヤ三

星堂が、潮田三国堂薬品（株）等と合併後、医

薬品等卸事業を分割した上で、平成 16 年 10 月

１日付で社名変更したものであります。 

２．本表の金額には、消費税は含まれており

ません。 
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