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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 200,358 △2.1 36,051 △10.2 36,373 △10.1 19,963 △12.1

23年3月期第2四半期 204,684 3.3 40,155 46.3 40,473 45.0 22,704 67.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 19,236百万円 （0.7％） 23年3月期第2四半期 19,097百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 35.58 ―

23年3月期第2四半期 40.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 815,089 707,290 86.1
23年3月期 818,705 695,959 84.3

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  701,443百万円 23年3月期  690,201百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  有  
 

年間配当金

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

23年3月期 ― 14.00 ― 14.00 28.00

24年3月期 ― 15.00

24年3月期（予想） ― 15.00 30.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 405,000 △1.1 68,000 △11.2 68,000 △11.3 37,500 △0.7 66.84



(1) 当四半期連結累計期間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  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、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につきましては、添付資料３ページをご参照下さ
い。 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
・決算補足説明資料はTDnetで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載しています。 
・当社は、平成23年10月31日（月）に機関投資家・証券アナリスト向け決算説明会（電話会議）を開催する予定です。 
 説明内容（音声）については、プレゼンテーション資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載します。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 561,417,916 株 23年3月期 561,417,916 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 353,627 株 23年3月期 353,152 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 561,064,468 株 23年3月期2Q 561,147,957 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期（平成23年4月1日～9月30日）の連結業績は以下のとおりとなりました。  

(単位：百万円) 

  

【売上高】 

売上高は前年同期比△2.1％、43億円減収の2,003億円となりました。  

(単位：百万円) 

・医薬品事業では、売上高は1,954億円となり、前年同期比△2.2％、44億円の減収となりました。  

・国内医療用医薬品は、抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤「レミケード」、アレルギー性疾患治療剤「タリ

オン」、選択的β１遮断剤「メインテート」などが引き続き順調に推移しましたが、3月に発生した東日本大

震災による前期末の一時的な受注増の反動などにより、前年同期比△1.9％減収の1,756億円となりました。 

・海外医療用医薬品は、輸出が低調だったことなどにより前年同期比△19.0％減収の91億円となりました。 

・医薬品その他は、FTY720のロイヤリティ収入などにより前年同期比＋17.7％増収の76億円となりました。 

  

【営業利益】 

営業利益は前年同期比△10.2％、41億円減益の360億円となりました。 

・売上高は43億円の減収となりましたが、売上原価率が前年同期比0.8ポイント改善したことなどにより、売上

総利益は前年同期比9億円減益の1,259億円となりました。 

・研究開発費が前年同期比＋3.3％、10億円増加したことなどにより、販売費及び一般管理費は、前年同期比 

＋3.7％、31億円増加し、898億円となりました。 

 なお、研究開発費は335億円、売上高に対する割合は、16.8％となっております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  前年同期 当第２四半期 増減 増減率 

売上高 204,684 200,358 △4,326 △2.1％ 

売上原価 77,835 74,437 △3,398 △4.4％ 

売上原価率 38.0％ 37.2％    

売上総利益 126,849 125,921 △928 △0.7％ 

販売費及び  

一般管理費 
86,694 89,870 ＋3,176 ＋3.7％ 

営業利益 40,155 36,051 △4,104 △10.2％ 

営業外損益 318 322 ＋4  

経常利益 40,473 36,373 △4,100 △10.1％ 

特別損益 △3,295 △3,292 ＋3  

四半期純利益 22,704 19,963 △2,741 △12.1％ 

  前年同期 当第２四半期 増減 増減率 

医薬品事業 199,836 195,414 △4,422 △2.2％ 

国内医療用医薬品 179,144 175,698 △3,446 △1.9％ 

海外医療用医薬品 11,293 9,148 △2,145 △19.0％ 

一般用医薬品 2,871 2,885 ＋14 ＋0.5％ 

医薬品その他 6,528 7,683 ＋1,155 ＋17.7％ 

その他 4,848 4,944 ＋96 ＋2.0％ 



【経常利益・四半期純利益】 

営業利益の減益により、経常利益は前年同期比△10.1％、41億円減益の363億円、四半期純利益は前年同期比

△12.1％、27億円減益の199億円となりました。 

・固定資産の減損損失29億円など32億円の特別損失が発生しました。なお、前年同期には、投資有価証券評価損

24億円など37億円の特別損失を計上しております。  

  

【四半期包括利益】 

少数株主損益調整前四半期純利益が201億円、その他の包括利益△8億円が発生し、四半期包括利益は192億円と

なりました。なお、親会社株主に係る四半期包括利益は190億円であります。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

【貸借対照表】 

                                                           (単位：百万円) 

当第２四半期末における総資産は8,150億円となり、前期末比36億円減少しました。前期末と比較した貸借対照

表上の主な変動要因は以下のとおりです。 

・流動資産は、現金及び預金、有価証券などが減少しましたが、たな卸資産、預け金などの増加により、前期末

比96億円増加し、4,012億円となりました。 

・固定資産は、有形固定資産の減価償却や減損、のれんの償却などにより前期末比133億円減少し、4,138億円と

なりました。 

・負債は、支払手形及び買掛金が増加しましたが、未払金、未払法人税等、HCV訴訟損失引当金などが減少した

ことにより、前期末比149億円減少し、1,077億円となりました。 

・純資産は、前期末比113億円増加し、7,072億円となりました。当四半期純利益を199億円計上、配当金を78億

円支払ったこと等により、利益剰余金が121億円増加しました。また、その他の包括利益累計額が8億円減少し

ております。また、自己資本比率は86.1％（前期末84.3％）となっております。  

  

【キャッシュ・フロー計算書】 

当第２四半期におけるキャッシュ・フローは367億円の支出となり、当第２四半期末の現金及び現金同等物は611

億円となりました。 

  
前期末 

平成23年3月末 

当第２四半期末 

平成23年9月末 
増減 

流動資産 391,581 401,265 ＋9,684 

固定資産 427,124 413,824 △13,300 

資産合計 818,705 815,089 △3,616 

負債 122,746 107,799 △14,947 

純資産 695,959 707,290 ＋11,331 

負債純資産合計 818,705 815,089 △3,616 

      （単位：百万円）

    前年同期 当第２四半期 増減 

  営業キャッシュ・フロー 32,900 16,394 △16,506 

  投資キャッシュ・フロー △24,878 △44,579 △19,701 

  財務キャッシュ・フロー △7,784 △8,670 △886 

現金・現金同等物増減額 △465 △36,776 △36,311 

現金・現金同等物期首残高 62,958 97,880 ＋34,922 

現金・現金同等物期末残高 62,557 61,104 △1,453 



・営業活動によるキャッシュ・フローは163億円の収入となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純

利益330億円、減価償却費58億円、のれん償却額50億円、仕入債務の増加27億円などであります。また、主な

支出要因としては、法人税等の支払額152億円、たな卸資産の増加61億円、未払金の減少36億円などがありま

した。  

・投資活動によるキャッシュ・フローは、資金運用としての預け金の預け入れ、有価証券の売却及び償還などに

より445億円の支出となりました。 

・財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金支払い78億円などにより86億円の支出となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年7月29日に公表した通期連結業績予想は変更しておりません。 

通期連結業績予想（平成23年7月29日公表）            

                           （単位：百万円） 

  前期実績 当期予想 増減 増減率 

売上高 409,540 405,000 △4,540 △1.1％ 

営業利益 76,584 68,000 △8,584 △11.2％ 

経常利益 76,684 68,000 △8,684 △11.3％ 

当期純利益 37,747 37,500 △247 △0.7％ 



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,409 15,707

受取手形及び売掛金 128,375 127,483

有価証券 84,788 63,088

商品及び製品 57,173 61,691

仕掛品 1,417 1,005

原材料及び貯蔵品 19,112 21,258

預け金 56,356 96,561

繰延税金資産 12,551 10,999

その他 4,445 3,513

貸倒引当金 △45 △40

流動資産合計 391,581 401,265

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 40,975 39,132

機械装置及び運搬具（純額） 15,929 14,820

工具、器具及び備品（純額） 4,269 3,907

土地 50,009 47,563

リース資産（純額） 31 72

建設仮勘定 2,299 2,454

有形固定資産合計 113,512 107,948

無形固定資産   

のれん 115,682 110,616

その他 3,567 3,451

無形固定資産合計 119,249 114,067

投資その他の資産   

投資有価証券 127,602 121,006

繰延税金資産 13,789 12,596

前払年金費用 40,449 41,279

その他 12,562 16,930

貸倒引当金 △39 △2

投資その他の資産合計 194,363 191,809

固定資産合計 427,124 413,824

資産合計 818,705 815,089



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 29,617 32,489

短期借入金 2,891 2,134

未払金 20,373 13,352

未払法人税等 15,212 10,366

賞与引当金 11,467 11,178

その他の引当金 1,698 735

その他 6,464 5,657

流動負債合計 87,722 75,911

固定負債   

繰延税金負債 11,450 10,493

退職給付引当金 11,853 11,240

役員退職慰労引当金 5 6

HIV訴訟健康管理手当等引当金 1,513 1,485

スモン訴訟健康管理手当等引当金 3,835 3,558

HCV訴訟損失引当金 4,627 2,919

その他 1,741 2,187

固定負債合計 35,024 31,888

負債合計 122,746 107,799

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 451,186 451,186

利益剰余金 201,424 213,533

自己株式 △407 △407

株主資本合計 702,203 714,312

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,712 △3,198

繰延ヘッジ損益 △1,010 △1,617

為替換算調整勘定 △8,280 △8,054

その他の包括利益累計額合計 △12,002 △12,869

少数株主持分 5,758 5,847

純資産合計 695,959 707,290

負債純資産合計 818,705 815,089



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 204,684 200,358

売上原価 77,835 74,437

売上総利益 126,849 125,921

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,363 1,841

販売促進費 5,312 5,159

給料及び手当 13,693 13,517

賞与引当金繰入額 6,013 5,895

退職給付費用 1,834 2,611

役員退職慰労引当金繰入額 1 1

減価償却費 871 810

研究開発費 32,492 33,563

のれん償却額 5,072 5,066

その他 20,043 21,407

販売費及び一般管理費合計 86,694 89,870

営業利益 40,155 36,051

営業外収益   

受取利息 801 764

受取配当金 473 435

持分法による投資利益 － 171

その他 468 655

営業外収益合計 1,742 2,025

営業外費用   

支払利息 7 9

持分法による投資損失 34 －

為替差損 263 450

固定資産除却損 175 218

租税公課 213 217

寄付金 158 191

その他 574 618

営業外費用合計 1,424 1,703

経常利益 40,473 36,373



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 277 －

過年度特許実施料戻入額 179 －

特別利益合計 456 －

特別損失   

減損損失 － 2,923

投資有価証券評価損 2,426 50

事業休止関連損失 737 －

特別退職金 448 －

構造改革費用 140 －

その他 － 319

特別損失合計 3,751 3,292

税金等調整前四半期純利益 37,178 33,081

法人税、住民税及び事業税 12,892 10,417

法人税等調整額 1,759 2,563

法人税等合計 14,651 12,980

少数株主損益調整前四半期純利益 22,527 20,101

少数株主利益又は少数株主損失（△） △177 138

四半期純利益 22,704 19,963



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 22,527 20,101

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,163 △466

繰延ヘッジ損益 △1,125 △606

為替換算調整勘定 △1,094 190

持分法適用会社に対する持分相当額 △48 17

その他の包括利益合計 △3,430 △865

四半期包括利益 19,097 19,236

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 19,467 19,096

少数株主に係る四半期包括利益 △370 140



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 37,178 33,081

減価償却費 6,017 5,830

減損損失 － 2,923

のれん償却額 5,072 5,066

退職給付引当金の増減額（△は減少） △651 △617

前払年金費用の増減額（△は増加） △1,895 △830

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △41

HCV訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △3,209 △1,708

受取利息及び受取配当金 △1,274 △1,199

支払利息 7 9

固定資産除売却損益（△は益） △182 95

投資有価証券評価損益（△は益） 2,426 50

持分法による投資損益（△は益） 34 △171

売上債権の増減額（△は増加） △942 996

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,148 △6,174

仕入債務の増減額（△は減少） 9,215 2,736

未払金の増減額（△は減少） △6,171 △3,679

その他 363 △5,984

小計 41,838 30,383

利息及び配当金の受取額 1,390 1,277

利息の支払額 △6 △7

法人税等の支払額 △10,322 △15,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,900 16,394

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 △38,918 △18,897

有価証券の売却及び償還による収入 43,009 47,608

定期預金の預入による支出 △8,510 △1,297

定期預金の払戻による収入 9,121 10,110

預け金の預入による支出 － △76,538

長期預金の預入による支出 △548 △406

長期預金の払戻による収入 569 －

有形固定資産の取得による支出 △4,402 △6,093

有形固定資産の売却による収入 467 65

無形固定資産の取得による支出 △365 △400

投資有価証券の取得による支出 △28,504 △1,119

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,162 2,411

その他 41 △23

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,878 △44,579



（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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） 204 △757

長期借入金の返済による支出 △15 －

配当金の支払額 △7,856 △7,854

その他 △117 △59

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,784 △8,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △703 79

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △465 △36,776

現金及び現金同等物の期首残高 62,958 97,880

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

5 －

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 59 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 62,557 61,104



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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