
 

2009 年 2 月 12 日 

各 位 

会 社 名  第 一 三 共 株 式 会 社 

代 表 者  代表取締役社長 庄田 隆 

               （コード番号 4568 東証・大証・名証各第 1 部） 

問合せ先 コーポレートコミュニケーション部長 斎 寿明 

（TEL：03－6225－1126） 

 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信」の一部訂正について 

 

 

2009 年 1 月 30 日に発表いたしました「平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信」の記載内容に

ついて、下記のとおり一部訂正しますのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付して

おります。また、訂正後の該当ページを添付しております。 

 

記 

 

① １ページ サマリー情報 ４．その他 

【訂正前】 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 

 

【訂正後】 

（１） 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有 

新規 2 社（社名 ソルレックス・ファーマシューティカルズ・カンパニー及び 

ランバクシー（オランダ）B.V.）       除外 －社（社名        ） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

 

② ３ページ 定性的情報・財務諸表等 ４．その他 

【訂正前】 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

   該当事項はありません。 

 

【訂正後】 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

   ソルレックス・ファーマシューティカルズ・カンパニー及びランバクシー（オランダ）B.V.の２社 

  が新たに特定子会社となっております。 



尚、当該異動は、ランバクシー・ラボラトリーズ Ltd.の株式取得に伴って子会社となった会

社の資本金の額が、当社の資本金の額の 100 分の 10 以上に相当するためであります。 

 

③ ６ページ 定性的情報・財務諸表等 ５．四半期連結財務諸表 

【訂正前】 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

（中略）

固定負債

転換社債 46,500 －

長期借入金 16,664 18  
 
【訂正後】 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末

（平成20年12月31日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成20年３月31日）

（中略）

固定負債

転換社債型新株予約権付社債 46,500 － 

長期借入金 16,664 18  

 

 以 上 
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四半期報告書提出予定日 平成21年2月12日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 627,620 ― 98,053 ― 93,184 ― △297,830 ―

20年3月期第3四半期 695,849 △4.8 156,775 18.8 166,048 13.6 96,419 24.1

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 △419.59 ―

20年3月期第3四半期 133.47 ―

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

21年3月期第3四半期 1,479,677 825,647 53.8 1,130.64
20年3月期 1,487,888 1,244,512 83.6 1,730.09

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  795,903百万円 20年3月期  1,243,876百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 35.00 ― 35.00 70.00
21年3月期 ― 40.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 40.00 80.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  

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

通期 850,000 △3.4 100,000 △36.2 69,000 △59.2 △316,000 ― △448.90

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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当たっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14項）を使用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 2 社 （社名
ソルレックス・ファーマシューティカルズ・カンパ
ニー及びランバクシー（オランダ）B.V.

） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  709,011,343株 20年3月期  735,011,343株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  5,069,539株 20年3月期  16,043,319株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  709,807,999株 20年3月期第3四半期  722,423,017株



2008年10月31日に公表しました2009年３月期連結業績予想との差異は以下のとおりであります。 

（通期） 

（修正理由） 

 当第３四半期の業績については、前述のとおり、ランバクシーに係るのれんの一時償却3,540億円を特別損失とし

て計上したことから、四半期純損失が2,978億円（前年同期純利益964億円）となりました。2009年３月末に再評価を

実施して損失額が変動する可能性はあるものの、通期における連結業績への影響は避けられないものとみられます。

まず、ランバクシー株式取得の影響を除く2009年３月期の連結売上高は、円高の影響、当期中の発売を見込んで

いた抗血小板剤エフィエントの承認時期遅れ、景気悪化を背景としたヘルスケア品の計画未達等により、前回予想に

対し、300億円程度の減少が予想されます。支出面では、円高に伴う外貨建て経費の減、エフィエントの発売関連費

用減に加え、経費節減努力を行ったものの、利益については、前回予想に対し、営業利益で100億円、経常利益で80

億円、純利益で50億円の低下を見込んでおります。 

一方、第４四半期に合算することとなるランバクシーの2008年10～12月業績は、インド基準からの組替えが未確

定でありますが、現時点の概算では、売上高400億円、営業利益10億円、経常利益は為替差損の影響により250億円の

損失、純利益の当社持分は110億円程度の損失となる見込みであります。 

また、ランバクシーの連結化ならびに同社の株価下落に伴う会計処理につきましても、現在、2009年３月期本決

算での確定に向け、資産と負債の公正価値での評価と配分につき作業中であり、現時点では、10月１日付で暫定的に

算出したのれんの償却費110億円および第３四半期に計上したのれんの一時償却による特別損失3,540億円を反映させ

ております。 

これらの状況を踏まえ、2009年３月期連結業績予想は、2008年10月31日の公表値に対し、売上高は100億円上回る

8,500億円、営業利益は200億円下回る1,000億円、経常利益は440億円下回る690億円、当期純利益は3,810億円下回る

3,160億円の損失と見込んでおります。 

 ソルレックス・ファーマシューティカルズ・カンパニー及びランバクシー（オランダ）B.V.の２社が新たに特

定子会社となっております。 

 尚、当該異動は、ランバクシー・ラボラトリーズLtd.の株式取得に伴って子会社となった会社の資本金の額

が、当社の資本金の額の100分の10以上に相当するためであります。  

   

（簡便な会計処理） 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分

して算定しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  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 

前回発表予想（Ａ） 840,000 120,000 113,000 65,000  92 34 

今回修正予想（Ｂ） 850,000 100,000 69,000 △316,000 △448 90 

増減額（Ｂ－Ａ） 10,000 △20,000 △44,000 △381,000 － 

増減率（％） 1.2 △16.7 △38.9 － － 

前期実績 880,120 156,827 169,058 97,660 135 35 

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
  

(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 66,173 46,405

短期借入金 316,546 68

未払法人税等 9,851 18,682

返品調整引当金 878 754

売上割戻引当金 1,341 776

偶発損失引当金 420 226

その他 149,554 127,599

流動負債合計 544,766 194,514

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 46,500 －

長期借入金 16,664 18

繰延税金負債 13,412 26,724

退職給付引当金 10,652 6,781

役員退職慰労引当金 155 115

環境対策引当金 297 1,057

その他 21,580 14,165

固定負債合計 109,263 48,862

負債合計 654,029 243,376

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 105,196 179,863

利益剰余金 671,489 1,025,144

自己株式 △14,548 △43,407

株主資本合計 812,137 1,211,600

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29,551 48,539

為替換算調整勘定 △45,785 △16,263

評価・換算差額等合計 △16,234 32,276

新株予約権 644 257

少数株主持分 29,100 377

純資産合計 825,647 1,244,512

負債純資産合計 1,479,677 1,487,888


