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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前四半期利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 71,839 4.2 12,421 △33.9 40,310 75.7 34,426 6.9 34,722 7.7 56,607 66.8

2022年３月期第１四半期 68,965 △3.4 18,794 △34.2 22,941 △30.5 32,198 31.4 32,238 31.6 33,935 47.9

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2023年３月期第１四半期 115.17 115.13

2022年３月期第１四半期 106.94 106.91

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 1,200,957 1,036,516 1,014,361 84.5

2022年３月期 1,150,601 993,285 975,661 84.8

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

2022年３月期 － 55.00 － 60.00 115.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） 60.00 － 60.00 120.00

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期（累計） 180,000 24.1 57,000 33.6 86,000 69.2 71,500 34.6 237.16

通期 400,000 19.4 120,000 8.8 168,000 33.0 136,000 19.1 451.10

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（２）連結財政状態

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：無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 311,586,165株 2022年３月期 311,586,165株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 10,103,658株 2022年３月期 10,103,385株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 301,482,644株 2022年３月期１Ｑ 301,463,533株

※  注記事項

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：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

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（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.３「１．経営

成績等の概況（４）今後の見通し」をご覧ください。

（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で同日開示しております。

当社は、2022年８月１日（月）にアナリスト向け説明会を開催する予定です。説明内容（トランスクリプト）につ

いては、当日使用する資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。
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当第１四半期
連結累計期間

前第１四半期
連結累計期間 増減 増減率（％）

売上収益 71,839 68,965 2,873 4.2

営業利益 12,421 18,794 △6,372 △33.9

コア営業利益 
※ 12,622 19,384 △6,721 △34.7

税引前四半期利益 40,310 22,941 17,369 75.7

親会社の所有者に帰属する
四半期利益 34,722 32,238 2,483 7.7

１．経営成績等の概況

（１）当四半期の経営成績の概況

当第１四半期連結累計期間（自 2022年４月１日　至 2022年６月30日）の業績は、以下のとおりであります。

（単位：百万円）

※　会社の経常的な収益性を示す利益指標として「コア営業利益」を設定し、これを当社独自の業績管理指標

として採用しております。「コア営業利益」は、営業利益から非経常的な項目（減損損失、有形固定資産

売却益等）を調整した利益となります。

売上収益につきましては、前年同期比4.2％の増収となりました。国内医療用医薬品の売上収益につきまして

は、インチュニブの売上収益が拡大した一方、サインバルタの後発品参入の影響による売上収益の減少により前

年同期比19.0％の減収となりました。海外子会社及び輸出の売上収益につきましては、多剤耐性グラム陰性菌に

効果を示すセフィデロコル（米国の製品名：Fetroja、欧州の製品名：Fetcroja）が欧米で好調に推移した一方、

2021年度第１四半期に米国においてFORTAMETの販売権等の移管に関する一時金を受領した影響により、前年同期

比5.3％の減収となりました。ロイヤリティー収入につきましては、ドウベイト、カベヌバなどを中心にヴィーブ

に導出したHIVフランチャイズの売上が伸長したことや、為替の影響により前年同期比29.7％の増収となりまし

た。

利益面につきましては、新型コロナウイルスに対する治療薬、ワクチン等の 優先課題や注力プロジェクトへ

の研究開発投資により研究開発費が増加した結果、営業利益は前年同期比33.9％の減益となりました。コア営業

利益は、非経常的な項目を調整した結果、営業利益とほぼ同様の実績となり前年同期比で34.7％の減益となりま

した。税引前四半期利益につきましては、2021年度第４四半期に受領予定であったヴィーブからの配当金を当第

１四半期連結累計期間に受領したこと及びヴィーブがギリアドとの訴訟の和解に伴う一時金を受領したことによ

る配当金の増加により、前年同期比75.7％の増益となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期利益に

つきましては、2021年度第１四半期に大阪国税局からの更正処分に対する取消請求訴訟の勝訴に関する還付金を

受領した影響により、前年同期比7.7％の増益にとどまりました。

（２）当四半期の財政状態の概況

当第１四半期連結会計期間末の資産合計は１兆2,009億57百万円で、前連結会計年度末に比べて503億55百万円

増加しました。

非流動資産は、仕掛研究開発資産（無形資産に含みます）やその他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産（その他の金融資産に含みます）の増加により5,170億35百万円となり、前連結会計年度末に比べて256億

39百万円の増加となりました。流動資産は、棚卸資産や未収金（その他の金融資産に含みます）の増加により、

6,839億21百万円となり、前連結会計年度末に比べて247億16百万円増加しました。

資本については１兆365億16百万円となり、四半期利益の計上、配当金の支払、在外営業活動体の外貨換算差額

（その他の資本の構成要素に含みます）の増加及び子会社における第三者割当による非支配持分の増加により前

連結会計年度末に比べて432億30百万円増加しました。

負債については1,644億41百万円で、前連結会計年度末に比べて71億24百万円増加しました。

非流動負債は346億４百万円で、前連結会計年度末に比べて16億84百万円の増加となりました。流動負債は

1,298億36百万円で、前連結会計年度末に比べて54億40百万円の増加となりました。
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（３）当四半期のキャッシュ・フローの概況

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益の計上及び営業債権の

回収等により、前年同期に比べ179億82百万多い382億49百万円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の増減、無形資産の取得等により、前年同期に比べ90億61百

万円多い824億74百万円の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは配当金の支払額が増加した一方、子会社における第三者割当による増資

があったため、前年同期に比べ32億36百万円少ない142億21百万円の支出となりました。

これらを合わせた当第１四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は497億91百万円の減少となり、当

第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の四半期末残高は、2,046億29百万円となりました。

（４）今後の見通し

現時点におきまして、2022年５月11日発表の業績予想を変更しておりません。今後、業績予想の修正が必要と

判断しましたら速やかに公表いたします。

- 3 -

塩野義製薬株式会社（4507） 2023年3月期 第1四半期決算短信



（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上収益 68,965 71,839

売上原価 △12,331 △12,945

売上総利益 56,634 58,893

販売費及び一般管理費 △21,750 △22,447

研究開発費 △14,729 △22,530

製品に係る無形資産償却費 △818 △956

その他の収益 1,282 165

その他の費用 △1,824 △702

営業利益 18,794 12,421

金融収益 4,229 27,913

金融費用 △82 △24

税引前四半期利益 22,941 40,310

法人所得税費用 9,256 △5,884

四半期利益 32,198 34,426

四半期利益の帰属

親会社の所有者 32,238 34,722

非支配持分 △40 △295

四半期利益 32,198 34,426

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 106.94 115.17

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 106.91 115.13

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

(要約四半期連結損益計算書)
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期利益 32,198 34,426

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定するもの
として指定した資本性金融商品の公正価値の純変動
額

△4,685 1,125

確定給付制度の再測定 460 △365

純損益に振り替えられることのない項目合計 △4,224 760

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の外貨換算差額 5,448 22,580

キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分 513 △1,160

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 5,962 21,420

税引後その他の包括利益合計 1,737 22,180

四半期包括利益 33,935 56,607

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 33,847 56,042

非支配持分 88 564

四半期包括利益 33,935 56,607

(要約四半期連結包括利益計算書)
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

資産

非流動資産

有形固定資産 108,893 111,243

のれん 9,638 9,864

無形資産 81,223 97,125

使用権資産 3,524 3,529

投資不動産 26,672 26,659

その他の金融資産 242,479 250,470

繰延税金資産 12,907 11,928

その他の非流動資産 6,055 6,214

非流動資産合計 491,396 517,035

流動資産

棚卸資産 45,892 52,061

営業債権 122,965 97,928

その他の金融資産 210,757 298,175

未収法人所得税 51 610

その他の流動資産 25,117 30,516

現金及び現金同等物 254,420 204,629

流動資産合計 659,205 683,921

資産合計 1,150,601 1,200,957

（２）要約四半期連結財政状態計算書
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第１四半期連結会計期間
（2022年６月30日）

資本及び負債

資本

資本金 21,279 21,279

資本剰余金 14,455 15,204

自己株式 △57,857 △57,858

利益剰余金 832,958 849,226

その他の資本の構成要素 164,824 186,510

親会社の所有者に帰属する持分 975,661 1,014,361

非支配持分 17,624 22,154

資本合計 993,285 1,036,516

負債

非流動負債

リース負債 3,729 3,675

その他の金融負債 5,616 5,027

退職給付に係る負債 15,412 16,092

繰延税金負債 7,807 8,456

その他の非流動負債 354 1,352

非流動負債合計 32,920 34,604

流動負債

リース負債 2,945 2,971

営業債務 16,372 15,579

その他の金融負債 22,027 22,947

未払法人所得税 17,973 12,255

その他の流動負債 65,078 76,083

流動負債合計 124,396 129,836

負債合計 157,316 164,441

資本及び負債合計 1,150,601 1,200,957
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（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の
資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する

持分

非支配持分 資本合計

2021年４月１日残高 21,279 13,733 △57,989 752,248 116,836 846,108 18,442 864,550

四半期利益 32,238 32,238 △40 32,198

税引後その他の包括利益合計 1,608 1,608 129 1,737

四半期包括利益 － － － 32,238 1,608 33,847 88 33,935

自己株式の取得 △1 △1 △1

配当金 △16,580 △16,580 △16,580

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

460 △460 － －

その他 798 △8 789 △798 △8

2021年６月30日残高 21,279 14,531 △57,990 768,358 117,984 864,163 17,732 881,896

（単位：百万円）

資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金
その他の
資本の

構成要素

親会社の
所有者に
帰属する

持分

非支配持分 資本合計

2022年４月１日残高 21,279 14,455 △57,857 832,958 164,824 975,661 17,624 993,285

四半期利益 34,722 34,722 △295 34,426

税引後その他の包括利益合計 21,320 21,320 860 22,180

四半期包括利益 － － － 34,722 21,320 56,042 564 56,607

自己株式の取得 △1 △1 △1

配当金 △18,088 △18,088 △18,088

支配継続子会社に対する持分変
動

748 748 3,965 4,714

その他の資本の構成要素から利
益剰余金への振替

△365 365 － －

2022年６月30日残高 21,279 15,204 △57,858 849,226 186,510 1,014,361 22,154 1,036,516

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第１四半期連結累計期間　（自　2021年４月１日　至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間　（自　2022年４月１日　至　2022年６月30日）
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 22,941 40,310

減価償却費及び償却費 3,746 4,300

減損損失 125 －

金融収益及び金融費用 △4,063 △27,091

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） 3,682 25,898

棚卸資産の増減額（△は増加） △2,324 △5,785

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） △2,745 2,937

その他 △1,960 △2,879

小計 19,402 37,689

利息及び配当金の受取額 10,755 12,718

利息の支払額 △24 △26

法人所得税の支払額 △21,968 △12,132

法人所得税の還付額 12,102 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,266 38,249

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 △78,021 △181,608

定期預金の払戻による収入 24,557 118,742

有形固定資産の取得による支出 △1,699 △5,040

無形資産の取得による支出 △300 △13,290

投資の取得による支出 △39,976 △51,716

投資の売却による収入 22,000 50,436

その他 26 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △73,413 △82,474

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出 △879 △843

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △16,577 △18,089

非支配持分からの払込による収入 － 4,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △17,457 △14,221

現金及び現金同等物の為替変動による影響 750 8,654

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △69,853 △49,791

現金及び現金同等物の期首残高 276,173 254,420

現金及び現金同等物の四半期末残高 206,319 204,629
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（５）要約四半期連結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。

（セグメント情報）

　当社グループは、医療用医薬品の研究開発、仕入、製造、販売並びにこれらの付随業務を事業内容とする単一

事業であります。製品別の販売状況、会社別の利益などの分析は行っておりますが、事業戦略の意思決定、研究

開発費を中心とした経営資源の配分は当社グループ全体で行っており、従って、セグメント情報の開示は省略し

ております。
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