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１．平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

円 銭 円 銭

（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

（参考）自己資本 23年３月期第２四半期 百万円 22年３月期 百万円

２．配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
（％表示は対前期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有
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４．その他（詳細は、【添付資料】P.11「その他の情報」をご覧ください。）

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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の有無となります。

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

② ①以外の変更 ： 無

（注）

（４）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）

株 株

② 期末自己株式数

株 株

③ 期中平均株式数（四半期累計）

株 株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

・

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

・

23年３月期第２四半期 461,824,334 22年３月期第２四半期 470,015,744

22年３月期 475,964,635

23年３月期第２四半期 6,138,370 22年３月期 14,146,832

23年３月期第２四半期 467,964,635

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

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.10をご覧ください。

「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、表示方法等の変更の有無となります。
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１． 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期（２０１０年４月１日から９月３０日までの累計期間、以下同じ。）の

連結業績は、以下の通り売上高は減収、営業利益、経常利益、四半期純利益は減益とな

りました。 

なお、当第２四半期の為替レートは、前年同期に比べ、米ドルに対して７円、    

ユーロに対して１９円の円高となったことから、売上高において２３２億円の減収、

営業利益においては２８億円の減益の影響がありました。 

 

[連結業績]                    （単位：百万円、端数切捨て） 

 前年第２四半期 

（2010 年 3 月期）

当第２四半期 

（2011 年 3 月期） 

対前年同期増減額 

（増減率） 

売上高 ４９４,６４４ ４６１,７２９ △３２,９１４ 

（△６.７％） 

営業利益 １２９,３１９ ６７,９２０ △６１,３９８ 

（△４７.５％） 

経常利益 １２８,３２７ ６５,４９９ △６２,８２８ 

（△４９.０％） 

四半期純利益 ８３,４８８ ４３,８８７ △３９,６００ 

（△４７.４％） 

当第２四半期の為替レート：８９円／米ドル、１１４円／ユーロ 

前年第２四半期の為替レート：９５円／米ドル、１３３円／ユーロ 

 

＜OSI Pharmaceuticals, Inc.の買収について＞ 

・ 当社は、２０１０年６月、株式公開買付けにより米国の医薬品会社       

OSI Pharmaceuticals, Inc.（以下、OSI 社）の全株式を取得し、当社の連結子会社

としました。当社はがん領域を重点疾患領域に位置づけ、早期の事業基盤確立に向

けた取り組みを積極的に進めています。本買収により、当社は米国におけるトップ

クラスのがん領域事業を早期に立ち上げることができます。また、当社の製品  

ポートフォリオ及び開発パイプラインは今後さらに拡充します。 

・ OSI 社の買収に関しては、２０１０年６月３０日を会計上のみなし結合日として、

公正価値評価に基づいて OSI 社株式の取得原価を配分して作成された同日時点の

貸借対照表を連結しています。また、当第２四半期連結業績には、２０１０年７月

以降の同社の損益が含まれています。なお、公正価値評価及び取得原価配分結果の

概要並びに当第２四半期累計期間の業績への影響は以下の通りです。 
・取得原価：３,５４３百万ドル 
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・資産等の評価及び取得原価配分結果の概要 
 ２０１０年６月３０日

資産等の評価及び 

取得原価配分後 

当第２四半期 

連結累計期間の

償却額 

 

備考 

無形資産（特許権）  

既発売・既承認分 ２,１００百万ドル ６６百万ドル 個別に設定した 

償却期間で均等償却 

仕掛研究開発分 

 

７９２百万ドル － 発売後、個別に設定した

償却期間で均等償却 

無形資産に対する繰延税金負債 △１,１１３百万ドル － － 

その他資産・負債（純額） ６８６百万ドル － － 

のれん １,０７８百万ドル １３百万ドル 償却年数２０年 

合計 ７９百万ドル

（７０億円*）

 

*円貨額は、当第２四半期連結累計期間における期中平均為替レートで換算 

 

＜売上高＞ 

連結売上高は４,６１７億円（前年同期比６.７％減）となりました。 

・ グローバル製品では、過活動膀胱治療剤ベシケア、キャンディン系注射用抗真菌剤

ファンガード／マイカミンが着実に伸長しました。免疫抑制剤プログラフは、米国

において後発医薬品が発売されたことに伴う競争激化により売上が減少しました。

また、前立腺肥大症の排尿障害改善剤ハルナールは、米国での後発医薬品発売に伴

いライセンシーからのバルク・ロイヤリティ収入が大幅に減少しました。 

・ 国内市場においては、薬価改定の影響を受けましたが、新製品群の寄与などにより

売上が拡大しました。 

・ なお、OSI 社買収に伴い同社の売上高１０９億円を計上しています。 

 

（地域別売上の状況） 

※地域別売上高については売上元会社の所在地を元に集計しています。 

◇ 日本 

日本の売上高は２,６１１億円（同１.３％増）となりました。このうち国内市場での

売上高は、２０１０年４月に実施された薬価改定の影響を受けたものの、順調に拡大

し、２,５１５億円（同２.０％増）となりました。 

プログラフ、ベシケアのほか、非ステロイド性消炎・鎮痛剤セレコックス、入眠剤    

マイスリー、統合失調症治療剤セロクエルなどが伸長しました。また、２０１０年    

１月に発売した成人気管支喘息治療剤シムビコートなどの新製品群が売上拡大に寄与

しました。一方、消化性潰瘍・胃炎治療剤ガスター、ハルナール、高コレステロール

血症治療剤リピトールなどの売上が減少しました。 
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◇ 海外 

米州の売上高は８８６億円（同１１.３％減）となりました。なお、現地通貨ベースで

の売上高は９９６百万ドル（同４.８％減）となりました。 

・ ベシケア、マイカミンに加え、心機能検査補助剤レキスキャンが伸長しましたが、

プログラフは後発医薬品の発売に伴う競争激化により減収となりました。 

・ なお、OSI 社買収に伴い、同社の売上高１０９億円を米州の売上に計上しました。 

欧州の売上高は９４７億円（同２２.０％減）となりました。なお、現地通貨ベースで 

の売上高は８３２百万ユーロ（同８.７％減）となりました。 

・ マイカミンが着実に伸長しました。また、ベシケア、プログラフは、為替の影響に

より減少しましたが、現地通貨ベースでは着実に伸長しました。なお、プログラフ

は２００９年６月に欧州主要国で物質特許が満了し、すでに複数の国で後発医薬品

の発売が確認されています。 

・ また、ハルナールは、２０１０年３月に米国で後発医薬品が発売されたことに伴い

ライセンシーからのバルク・ロイヤリティ収入が大幅に減少しました。 

アジアの売上高は１７２億円（同１１.６％増）となりました。 

・ プログラフ、ベシケアなどが順調に拡大し、増収となりました。 

 

＜営業利益＞ 

連結営業利益は６７９億円（同４７.５％減）となりました。 

・ 売上高の減少に加えて、売上原価率が品目構成の変化などにより３０.０％   

（同０.９ポイント上昇）となったことから、売上総利益は３,２３１億円     

（同７.９％減）となりました。 

・ 販売費及び一般管理費合計は２,５５２億円（同１５.２％増）となりました。この

うち、研究開発費は１,０４８億円（同３３.０％増）となりました。また対売上高

研究開発費比率は、前年同期より６.８ポイント上昇し２２.７％となりました。  

開発プロジェクトの進展に伴う費用が増加したほか、米国リジェネロン社との   

ヒトモノクローナル抗体開発技術（VelocImmune antibody technology）に関する

契約延長（２０１０年７月締結）に伴う一時金など、導入一時金として１８３億円

を計上しました。なお、OSI 社買収に伴い同社の研究開発費４０億円を計上しまし

た。 

・ 研究開発費を除く販売費及び一般管理費は１,５０４億円（同５.３％増）となりま

した。新製品発売に伴う販売促進費の増加に加え、ハルナールに関する米国での 

コ・プロモーション契約が満了したことに伴い、ライセンシーからの経費の戻入れ

が前年同期と比べ４５億円減少しました。また、OSI 社の買収に伴う企業結合会計

により計上した無形資産の減価償却費及びのれん償却費計７０億円を計上しました。 
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＜経常利益＞ 

連結経常利益は６５４億円（同４９.０％減）となりました。 

・ 営業外収益は、金利低下などにより受取利息が減少したことから、前年同期に比べ

１５億円減少し１６億円となりました。また、営業外費用は、前年同期に比べ    

１億円減少し４０億円となりました。 

 

＜四半期純利益＞ 

連結四半期純利益は４３８億円（同４７.４％減）となりました。 

・ 特別損失は、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額５億円に加え、     

当第２四半期において OSI 社買収に伴う事業統合費用１６億円を計上したこと  

などから３５億円となりました。 

 

 

＜研究開発及び製品導入等の状況＞ 

当社は、有効な薬剤が存在せず治療満足度の低い疾患領域で、革新的で有用な新薬

を継続的かつ早期に創出することにより、中長期にわたる持続的な成長を目指してい

ます。このため研究開発活動を 重点施策として積極的に推進しています。 

◇創薬研究 

「泌尿器」、「免疫疾患及び感染症」、「がん」、「精神・神経疾患」、「糖尿病合併症   

及び代謝性疾患」を重点研究領域と位置づけ、経営資源の集中を図っています。また、

当社が強みを有する低分子合成技術や醗酵技術に加え、抗体医薬技術の確立に向け  

積極的に取り組むなど、創薬技術基盤の強化も進めています。こうした取り組みの   

一環として、２０１０年７月には、米国リジェネロン社との間で、２００７年３月に

締結した同社が保有するヒトモノクローナル抗体開発技術（VelocImmune antibody 
technology）の使用に関する非独占的技術導入契約について、２０２３年まで契約を

延長することを合意しました。 

◇技術開発 

醗酵天然物由来の開発化合物について開発用原薬をグローバルに安定供給するため、

アステラス富山株式会社の富山工場内に醗酵技術研究棟の建設に着手しています。  

なお、同研究棟については２０１０年１０月に工事を完了しました。 

◇ 臨床開発 

グローバル開発体制をさらに強化するとともに、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います。なお、当第２四半

期における主な開発の進展状況は以下の通りです。 

日本では、２０１０年６月、過活動膀胱治療剤として開発しているミラベグロン  

（ＹＭ１７８）に関し、「過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁」の

効能・効果について承認申請を行いました。また、７月には、持続性アンジオテンシン

Ⅱ受容体拮抗薬ミカルディスと持続性カルシウム拮抗薬アムロジピンとの配合剤である  

ミカムロ配合錠 AP について、日本ベーリンガーインゲルハイム社が承認を取得し、    
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１０月に発売しました。なお、ミカムロ配合錠 AP については、当社が販売し、      

日本ベーリンガーインゲルハイム社とコ・プロモーションを行っています。 

本年９月には、小野薬品工業株式会社と国内で共同開発を進めてきた骨粗鬆症   

月１回間歇経口剤ボノテオ錠について承認申請を行ったほか、ゼリア新薬工業株式会

社（以下、ゼリア新薬）と国内共同開発を進めてきた機能性ディスペプシア治療剤   

ＹＭ４４３（ゼリア新薬開発コードＺ-３３８）についてゼリア新薬が承認申請を行い

ました。さらに、経口直接的 Factor Xa 阻害剤ダレキサバンマレイン酸塩       

（ＹＭ１５０）に関して、「下肢整形外科手術施行患者等における静脈血栓塞栓症予防」

の効能・効果について承認申請を行いました。１０月には、フェリング社から、日本

での独占的開発・販売権を取得した前立腺がん治療剤デガレリクス（１ヵ月製剤）に

ついて承認申請を行ったほか、ベシケアの追加剤形（口腔内崩壊錠）として開発して

いるベシケア OD 錠に関し、「過活動膀胱における尿意切迫感、頻尿及び切迫性尿失禁」

の効能・効果について承認を取得しました。 

当社はがん領域を重点疾患領域に位置づけ、早期の事業基盤確立に向けた取り組み

を積極的に進めています。２００７年にがん領域の抗体医薬を専門とする米国バイオ

ベンチャーであるアジェンシスがグループ入りしたことに続き、２０１０年６月には

総合的ながん事業基盤を有する OSI 社を買収しました。本買収により、当社のがん   

領域における製品ポートフォリオ及びパイプラインは一層拡充します。なお、当社は、

２０１０年９月３０日現在、OSI 社が保有している物質も含め、がん領域において   

低分子化合物で９つ、抗体医薬で５つの開発候補品を臨床段階に有しています。 

また、当社は、自社での創薬と同時に、他社からの導入による開発パイプライン   

（新薬候補品群）の拡充を積極的に行っています。２０１０年９月には、      

UMN ファーマ社と、同社が開発を進めている細胞培養インフルエンザワクチンプログ

ラム UMN-０５０１及び UMN-０５０２の日本での共同開発、独占的販売に関し、   

ライセンス契約を締結しました。さらに、１０月には、あすか製薬株式会社との間で、

同社が前立腺肥大に伴う排尿障害治療剤として創製し開発を進めている化合物  

AKP-００２について、全世界での開発、製造及び販売に関する独占的なライセンス  

契約を締結しました。 
これらの取り組みのほか、販売面での提携も積極的に進めています。当第２四半期

においては、帝人ファーマ株式会社の痛風・高尿酸血症治療薬 TMX-６７に関して、

すでに独占的販売契約を締結している台湾に続き、２０１０年４月に当社中国子会社

及び香港子会社との間で中国及び香港における独占的販売契約を締結しました。 
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＜配当金及び自己株式の取得・消却について＞ 

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

んでいます。成長を実現するための事業投資を優先しながら、配当については、     

連結ベースでの中長期的な利益成長に基づき、純資産配当率（DOE）等を勘案して、

持続的な配当水準の向上に努めていきます。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を図ります。 

当期の中間配当金については、１株当たり６０円に決定しました。また、年間配当

金については、中間配当金と合わせ１株当たり１２５円（うち期末配当金６５円）を

予想しています。 

なお、金庫株として保有していた自己株式のうち８００万株を２０１０年５月に   

消却しました。 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

＜貸借対照表＞ 

 当第２四半期末（２０１０年９月３０日時点）における総資産は、１兆３,５５２億

円（前期末比８９億円減）となりました。当第１四半期において OSI 社の株式を取得

したこともあり、現金及び預金が１,２８０億円、有価証券が２,０２８億円減少しまし

た。一方で、OSI社株式の取得に伴う企業結合会計において特許権２,８９２百万ドル、

のれんを１,０７８百万ドル計上したことから無形固定資産が増加しました。 
 負債は、３,３６２億円（同２５９億円増）となりました。第１四半期において実施

した短期借入金の残高が３００億円となっています。一方で、その他の流動負債が   

４７５億円減少しました。また、OSI 社に係る企業結合会計に伴い繰延税金負債を   

計上したことなどからその他の固定負債が４２６億円増加しました。 
 純資産は、１兆１９０億円（同３４９億円減）となり､自己資本比率は７５.１％と

なりました。四半期純利益４３８億円を計上した一方で、剰余金の配当３００億円を

実施しました。また、為替換算調整勘定が純資産の減少方向に４６０億円変動しまし

た。 
なお、２０１０年５月３１日に自己株式の消却３０６億円（８００万株）を実施し

ております。 
 
＜キャッシュ・フロー計算書＞ 

 営業活動によるキャッシュ・フローは４１６億円（前年同期比４８２億円減）とな

りました。税金等調整前四半期純利益が６５５億円減少した一方で、法人税等の支払

額が２１７億円減少しました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは△２,５９２億円（同２,３０４億円支出増）と

なりました。OSI 社株式の取得に２,９４７億円支出しました。また、有価証券の売却

による収入が２８１億円減少しました。一方、有価証券の取得による支出が９４９億

円減少しました。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは△３６６億円（同７１億円支出増）となりま

した。短期借入金が３００億円増加した一方で、配当金の支払額は３００億円    

（同１８億円増）となりました。また、OSI 社の発行していた社債の償還による支出

３６２億円が計上されています。 
 これらの結果、当第２四半期末の現金及び現金同等物の残高は１,５７７億円（前期

末比２,７４２億円減）となりました。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報  

[通期連結業績予想]                            （単位：百万円、端数切捨て） 

 ２０１０年３月期 

通期実績 

２０１１年３月期 

通期予想 

増減額 

（増減率） 

売 上 高 ９７４,８７７ ９４２,０００ 
△３２,８７７ 

（△３.４％）

営 業 利 益 １８６,４０７ １２４,０００ 
△６２,４０７ 

（△３３.５％）

経 常 利 益 １９０,９８６ １２２,０００ 
△６８,９８６ 

（△３６.１％）

当期純利益 １２２,２５７ ８２,０００ 
△４０,２５７ 

（△３２.９％）

（注）２０１１年３月期通期の想定為替レート：８４円／米ドル、１１２円／ユーロ 

２０１０年３月期通期の為替レート（実績）：９３円／米ドル、１３１円／ユーロ 
 

通期連結業績予想は上表の通りです。 

２０１０年８月に修正公表した業績予想（以下、前回予想）から、以下の通り、売上

高は上方修正、各利益段階は下方修正しています。 

通期業績予想にあたっては、当第２四半期業績を踏まえ、売上高及び費用について

見直すとともに、想定為替レートを変更しました。また、OSI 社の損益を業績予想に

織り込みました。 

これらの結果、当期の連結売上高は、円高によるマイナスの影響を受けるものの、

OSI 社の売上が寄与する見通しであることなどから、９,４２０億円（前回予想から   

２８０億円上方修正）を予想しています。 

営業利益は、OSI 社買収に伴う無形資産の減価償却費及びのれん償却費（１９８億

円）を計上する見込みであることなどから、１,２４０億円（同１１０億円の下方修正）

を予想しています。 

なお、研究開発費は OSI 社買収に伴う研究開発費の増加（１２０億円）を見込むこ

となどから、２,０６０億円を予想しています。 

経常利益は１,２２０億円（同１４０億円の下方修正）を予想しています。受取利息

の減少に加え、為替差損の計上を見込んでいます。 
当期純利益は、８２０億円（同１２０億円の下方修正）を予想しています。 

通期の想定為替レートについては、当第２四半期の実績及び実勢為替レートを勘案

し、また第３・第４四半期の想定為替レートを対米ドルでは８０円／ドル、対ユーロ

では１１０円／ユーロに見直したことから、対米ドルでは８４円／ドル（前回予想に

おける想定９１円／ドル）、対ユーロでは１１２円（同１１２円／ユーロ）としていま

す。 
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（注意事項） 

資料中の業績見通し数値及び開発見通し等の将来に関する記述は、当社が現在得て

いる情報をもとになされた当社の判断に基づくものであり、既知あるいは未知のリス

クや不確実な要素を含んでいます。実際の結果は、様々な要因によりこれら将来に関

する記述内容とは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。そのような

要因の例としては、経済情勢の悪化、為替レートの変動、法律・行政制度の変化、新

製品上市の遅延、競合会社の価格・製品戦略による圧力、当社製品の販売力の低下、

生産中断、当社の知的財産権に対する侵害、重大な訴訟における不利な判決等があり

ますが､これらに限定されるものではありません。 

 医薬品（開発中のものを含む）に関する情報が含まれておりますが、その内容は宣

伝広告、医学的アドバイスを目的としているものではありません。 
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２.その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動について、該当事項はありません。 

 
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

・ 簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

・ 特有の会計処理 

[ 税金費用の計算 ] 

 税金費用については、当第２四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。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて

表示しております。 

 
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

[ 資産除去債務に関する会計基準の適用 ] 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準   

第 18 号 平成 20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」    

（企業会計基準適用指針第 21 号 平成 20 年３月 31 日）を適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 38 百万円減少し、税金等調整前四半期

純利益は 598 百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は 559 百万円であります。 

[ 持分法に関する会計基準及び持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱いの

適用 ] 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号   

平成 20 年３月 10 日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の    

取扱い」（実務対応報告第 24 号 平成 20 年３月 10 日）を適用し、連結決算上必要な    

修正を行っております。 

これによる損益への影響はありません。 

[ 企業結合に関する会計基準等の適用 ] 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号  

平成 20 年 12 月 26 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成

20 年 12 月 26 日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第 23 号 

平成 20 年 12 月 26 日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成   

20 年 12 月 26 日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年 12 月

26 日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）を適用しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 184,142 312,196

受取手形及び売掛金 250,556 228,088

有価証券 22,189 225,078

商品及び製品 84,719 82,749

仕掛品 13,979 12,152

原材料及び貯蔵品 18,803 16,151

その他 91,130 113,777

貸倒引当金 △1,294 △1,650

流動資産合計 664,227 988,544

固定資産   

有形固定資産 186,609 184,489

無形固定資産   

のれん 105,620 22,159

特許権 253,982 －

その他 23,325 40,601

無形固定資産合計 382,928 62,760

投資その他の資産   

投資有価証券 65,538 70,797

その他 56,014 57,640

貸倒引当金 △73 △56

投資その他の資産合計 121,480 128,382

固定資産合計 691,019 375,632

資産合計 1,355,246 1,364,176

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,042 84,024

短期借入金 30,000 －

未払法人税等 15,235 21,216

引当金 2,981 3,732

その他 120,604 168,184

流動負債合計 261,863 277,157

固定負債   

退職給付引当金 16,303 17,638

その他の引当金 40 24

その他 58,029 15,422

固定負債合計 74,373 33,085

負債合計 336,237 310,243
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 103,000 103,000

資本剰余金 176,821 176,821

利益剰余金 878,313 895,101

自己株式 △23,498 △54,160

株主資本合計 1,134,637 1,120,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,571 14,153

為替換算調整勘定 △128,565 △82,542

評価・換算差額等合計 △116,993 △68,388

新株予約権 1,365 1,205

少数株主持分 － 352

純資産合計 1,019,009 1,053,933

負債純資産合計 1,355,246 1,364,176

        アステラス製薬株式会社（4503） 
平成23年3月期　第2四半期決算短信

13



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 494,644 461,729

売上原価 143,739 138,590

売上総利益 350,904 323,139

販売費及び一般管理費 221,585 255,218

営業利益 129,319 67,920

営業外収益   

受取利息 1,910 622

受取配当金 575 642

持分法による投資利益 180 －

その他 545 409

営業外収益合計 3,211 1,674

営業外費用   

持分法による投資損失 － 170

為替差損 3,652 3,566

その他 550 358

営業外費用合計 4,203 4,095

経常利益 128,327 65,499

特別利益   

固定資産売却益 42 26

投資有価証券売却益 － 72

その他 171 22

特別利益合計 214 121

特別損失   

固定資産除売却損 899 557

買収に伴う事業統合費用 － 1,696

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 559

その他 30 697

特別損失合計 929 3,512

税金等調整前四半期純利益 127,612 62,108

法人税等 43,141 18,221

少数株主損益調整前四半期純利益 － 43,887

少数株主利益 981 －

四半期純利益 83,488 43,887
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 127,612 62,108

減価償却費 18,268 23,962

のれん償却額 3,418 5,051

受取利息及び受取配当金 △2,486 △1,265

有形固定資産除売却損益（△は益） 856 531

売上債権の増減額（△は増加） △6,931 △21,444

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,628 △13,282

仕入債務の増減額（△は減少） △1,374 13,158

その他 2,253 △3,197

小計 133,988 65,622

利息及び配当金の受取額 2,651 1,259

利息の支払額 － △207

法人税等の支払額 △46,705 △24,984

営業活動によるキャッシュ・フロー 89,934 41,691

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △97,695 △2,714

有価証券の売却による収入 109,327 81,193

有形固定資産の取得による支出 △19,281 △19,040

有形固定資産の売却による収入 858 115

無形固定資産の取得による支出 △13,776 △5,146

投資有価証券の取得による支出 △8,160 △119

投資有価証券の売却による収入 5,586 3,116

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △294,703

その他 △5,678 △21,933

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,819 △259,233

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 30,000

社債の償還による支出 － △36,285

自己株式の取得による支出 △18 △8

配当金の支払額 △28,200 △30,018

少数株主への配当金の支払額 △993 －

その他 △305 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー △29,517 △36,627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,921 △20,042

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,676 △274,212

現金及び現金同等物の期首残高 409,826 431,920

現金及び現金同等物の四半期末残高 438,503 157,707
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（４）継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

（５）セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日）

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】 (単位:百万円、端数切捨て）

売上高

計

営業利益

【海外売上高】

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日）

【セグメント情報】

当社グループは、医薬品事業の単一セグメントのため、記載を省略しております。

（追加情報）

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

（７）その他注記情報

【研究開発費の総額】

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日　至 平成21年９月30日）

78,786百万円

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日　至 平成22年９月30日）

104,800百万円

　第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号　平成21
年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号　平
成20年３月21日）を適用しております。

49.5 

88,291127,264

494,644

245,0778,33321,188

17.8 4.3 1.7 

(２)セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

17

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合（％）

Ⅱ 連結売上高
　　　　　 （百万円）

Ⅰ 海外売上高
　　　　 　（百万円）

25.7 

32,81733,847

494,644

日本 連結
消去

又は全社
計アジア欧州北米

－494,644

129,319130,077 (758)86,593 16,077 25,434 1,972

計北米 欧州 アジア その他

257,850

154,280 (132,083)626,72715,442323,250

15,424

65,400

  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及び営業利益
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。

494,644133,755

121,46299,907
(１)外部顧客に対する
　　売上高

－       (132,083)132,083
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