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

23年3月期第3四半期 217,273 5.2 35,708 1.9 33,723 1.0 13,528 △47.0

22年3月期第3四半期 206,451 25.2 35,028 52.6 33,389 42.6 25,535 135.3

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

23年3月期第3四半期 40.40 ―

22年3月期第3四半期 76.24 ―

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

23年3月期第3四半期 505,691 322,689 63.8 963.54
22年3月期 540,761 341,976 63.2 1,019.71

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  322,689百万円 22年3月期  341,504百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 18.00 ― 18.00 36.00
23年3月期 ― 20.00 ―

23年3月期 
（予想）

20.00 40.00

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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 283,000 1.6 54,000 3.0 51,500 1.9 30,000 △22.3 89.58



(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 

（注）「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。 

(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 
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、四半期決算短信［添付資料］２ページ「業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 
 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 351,136,165株 22年3月期  351,136,165株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  16,236,291株 22年3月期  16,231,245株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 334,903,240株 22年3月期3Q  334,918,557株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間における医薬品市場におきましては、国内において昨年４月に業界平均6.5％の薬価引

き下げが実施され、一方で、国内外において2010年問題と言われる特許切れ品の落ち込みをカバーするため、各社と

もシェアの維持拡大を図り、従来以上に厳しい市場環境に推移しました。 

このような状況の中で、当社グループは、医療用医薬品を中心として、高コレステロール血症治療薬「クレストー

ル」や高血圧症治療薬「イルベタン」、抗うつ薬「サインバルタ」、外用尋常性ざ瘡治療剤「ディフェリン」、特発

性肺線維症治療薬「ピレスパ」などの薬剤の拡大に精力的な取り組みを進めており、それらのマーケットシェアを順

調に拡大してきております。一方、グローバル化の第一歩として取り組んでおります米国事業では、第１四半期に落

ち込んだ業績の立て直しに取り組み、ロケーションの統合や人員削減を含めたコストカットも実施してまいりまし

た。当第３四半期には、一部の品目でリコールの発生もあり、売上目標には届きませんでしたが、赤字体質からの脱

却にはめどが立ち、コンスタントに収益を出す構造へ変りつつあります。 

当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百

万円、四半期純利益が 百万円となりました。 

売上高につきましては、「クレストール」「イルベタン」「サインバルタ」が増加し、「ディフェリン」「ピレス

パ」も売上に寄与いたしました。一方、抗生物質などの既存品は薬価改定の影響もあり減少し、医療用医薬品全体と

しては、前年同期比1.6％の増加となりました。「ロイヤリティー収入」は前年同期に比べ大きく増加しましたが、

米国子会社シオノギＩＮＣ．の売上が減少したほか、前連結会計年度まで国内子会社であった武州製薬㈱を売却した

こともあり、全体としての売上高は前年同期比5.2％の増加となりました。 

利益面につきましては、「ロイヤリティー収入」の増加により売上総利益が前年同期比4.7％の増加となりました

が、販売費及び一般管理費が5.5％増加したため、営業利益は1.9％の増加となっております。経常利益も同様に

1.0％増加しました。四半期純利益は、シオノギＩＮＣ．における減損損失や事業構造改善費用などの特別損失及び

前年同期において株式交換益があったため、前年同期比47.0％の大幅な減少となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

１．資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は 百万円で、前連結会計年度末と比べて350億70百万円減少しま

した。流動資産は、前連結会計年度末より96億26百万円減少し、 百万円となっております。これは、主と

して、海外子会社の現預金及び売掛金の減、及びそれら資産の円換算額が円高により目減りしたことによるもので

す。また固定資産は、のれんの償却やその他の無形固定資産の償却及び減損と為替変動の影響により、前連結会計年

度末より254億43百万円減少し、 百万円となっております。 

負債合計は 百万円で、前連結会計年度末と比べて157億83百万円減少しました。流動負債は、法人税の支

払いなどにより、前連結会計年度末より58億86百万円減少し、 百万円となっております。また固定負債は、

長期借入金の短期借入金への振替などにより、前連結会計年度末より98億96百万円減少し、 百万円となっ

ております。 

純資産合計は 百万円で、前連結会計年度末に比べて192億86百万円減少しました。株主資本は、利益によ

る増加や配当金の支払による減少などにより、前連結会計年度末より7億94百万円増加し、 百万円となって

おります。また、評価・換算差額等は、為替換算調整勘定のマイナス増及びその他有価証券評価差額金の減少によ

り、前連結会計年度末より196億9百万円減少した 百万円のマイナスとなりました。 

  

２．キャッシュ・フローの状況  

当第３四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、 百万円の収入で、主な内訳は、

税金等調整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円、法人税等の支払額 百万円などであ

り、前年同期比14億90百万円の収入増でした。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、有形固定資産の取得による支出 百万円や、投資有価証券の取得

による支出 百万円などにより、165億37百万円の支出となりました。前年同期に投資有価証券の償還収入があ

ったため、前年同期比88億96百万円の支出増でした。 

また、「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、借入金の返済 円、配当金の支払 百万円などで、204

億47百万円の支出となりました。前年同期比218億9百万円の支出増でした。 

これらを合わせた当第３四半期連結累計期間の「現金及び現金同等物の増減額」は 百万円の減少となり、当

第３四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物の期末残高」は、 百万円となりました。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点におきましては、平成22年10月22日発表の業績予想を変更しておりません。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

2,172億73 357億8 337億23

135億28

5,056億91

2,410億37

2,646億53

1,830億1

609億42

1,220億59

3,226億89

3,552億38

325億48

340億25

222億89 141億24 214億47

95億98

30億83

75億 127億17

56億83

919億79

塩野義製薬株式会社（4507）　平成23年3月期　第3四半期決算短信

2



（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当する事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  記載すべき重要な事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち在外連結子会社は10社であります。在外連結子会社のうち１社の決算日は12月31日であり、連

結財務諸表の作成にあたっては、12月31日現在の財務諸表を使用しております。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。 

  なお、当連結会計年度より、シオノギＩＮＣ．（シオノギＵＳＡホールディングス，ＩＮＣ．は平成22年７月に

シオノギＩＮＣ．に商号変更しております。）他８社は、決算日を連結決算日に変更しました。 

  この変更により、連結子会社９社については平成22年１月１日から平成23年３月31日までの15ヶ月決算となって

おります。 

  この決算期変更に伴い、当第３四半期連結損益計算書は、平成22年１月１日から平成22年12月31日までの12ヶ月

間を連結しており、従来と同一の基準に比べて、売上高は9,682百万円増加、営業利益は609百万円減少、経常利益

は574百万円減少、税金等調整前四半期純利益は1,013百万円減少、四半期純利益は632百万円減少しております。 

  

２．表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

  「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）に基づく財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、第１四半期連結会計期間より、

「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当する事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 25,178 33,532

受取手形及び売掛金 71,741 79,414

有価証券 75,470 70,677

商品及び製品 26,926 26,931

仕掛品 13,434 14,058

原材料及び貯蔵品 10,730 8,350

その他 17,566 17,710

貸倒引当金 △11 △11

流動資産合計 241,037 250,664

固定資産   

有形固定資産 64,302 62,447

無形固定資産   

のれん 58,500 69,874

その他 40,349 49,190

無形固定資産合計 98,849 119,065

投資その他の資産   

投資有価証券 66,147 71,870

その他 35,474 36,835

貸倒引当金 △121 △121

投資その他の資産合計 101,501 108,584

固定資産合計 264,653 290,097

資産合計 505,691 540,761

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,290 13,400

1年内返済予定の長期借入金 14,000 14,000

未払法人税等 5,479 13,479

賞与引当金 3,815 6,473

その他の引当金 1,056 1,316

その他 22,301 18,159

流動負債合計 60,942 66,829

固定負債   

社債 30,000 30,000

長期借入金 69,500 77,000

退職給付引当金 8,507 8,077

その他 14,051 16,878

固定負債合計 122,059 131,955

負債合計 183,001 198,785
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,279 21,279

資本剰余金 20,227 20,227

利益剰余金 333,472 332,669

自己株式 △19,741 △19,733

株主資本合計 355,238 354,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,128 10,362

為替換算調整勘定 △39,677 △23,301

評価・換算差額等合計 △32,548 △12,939

少数株主持分 － 471

純資産合計 322,689 341,976

負債純資産合計 505,691 540,761
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 206,451 217,273

売上原価 57,131 60,958

売上総利益 149,320 156,314

販売費及び一般管理費 114,292 120,605

営業利益 35,028 35,708

営業外収益   

受取利息 275 280

受取配当金 997 1,096

その他 689 466

営業外収益合計 1,962 1,843

営業外費用   

支払利息 1,294 1,128

寄付金 903 833

為替差損 － 1,151

その他 1,402 715

営業外費用合計 3,600 3,828

経常利益 33,389 33,723

特別利益   

債務免除益 － 279

負ののれん発生益 － 243

企業結合における交換利益 4,900 －

特別利益合計 4,900 523

特別損失   

減損損失 － 7,346

事業構造改善費用 － 4,143

投資有価証券評価損 68 －

固定資産売却損 3 －

その他 － 468

特別損失合計 71 11,957

税金等調整前四半期純利益 38,218 22,289

法人税、住民税及び事業税 11,542 12,505

法人税等調整額 1,135 △3,775

法人税等合計 12,678 8,730

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,559

少数株主利益 5 30

四半期純利益 25,535 13,528
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 38,218 22,289

減価償却費 13,157 14,124

減損損失 － 7,346

のれん償却額 2,837 3,557

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 －

受取利息及び受取配当金 △1,272 △1,376

支払利息 1,294 1,128

為替差損益（△は益） 381 706

その他の損益（△は益） △4,900 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,231 6,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,427 △2,113

仕入債務の増減額（△は減少） 30 1,031

その他 5,046 1,760

小計 45,135 55,117

利息及び配当金の受取額 1,300 1,379

利息の支払額 △963 △1,023

法人税等の支払額 △12,938 △21,447

営業活動によるキャッシュ・フロー 32,534 34,025

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 △3,432 △3,051

定期預金の払戻による収入 3,122 3,099

有価証券の取得による支出 △462 △9,843

有価証券の売却及び償還による収入 2,454 9,359

有形固定資産の取得による支出 △6,116 △9,598

有形固定資産の売却による収入 48 52

投資有価証券の取得による支出 △3,711 △3,083

投資有価証券の償還による収入 5,000 －

貸付金の回収による収入 2 1

その他 △4,546 △3,474

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,641 △16,537

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） △10,000 －

長期借入れによる収入 337 －

長期借入金の返済による支出 △7,500 △7,500

社債の発行による収入 30,000 －

配当金の支払額 △10,718 △12,717

少数株主への配当金の支払額 △2 △2

その他 △754 △227

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,361 △20,447

現金及び現金同等物に係る換算差額 △849 △2,723

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 25,405 △5,683

現金及び現金同等物の期首残高 51,536 97,663

現金及び現金同等物の四半期末残高 76,941 91,979
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  該当する事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  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する事業の割合が、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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日）  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  当社グループは、医療用医薬品の研究開発、仕入、製造、販売なら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。 

  

  該当する事項はありません。  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
その他

 （百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対する売上高  176,860  28,308  1,282  206,451  －  206,451

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 252  2,201  37  2,491  (2,491)  －

計  177,113  30,509  1,320  208,942  (2,491)  206,451

営業利益  35,329  2,242  293  37,865  (2,837)  35,028

〔海外売上高〕

  欧州 北米 その他 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  36,678  33,379  3,258  73,316

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  206,451

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 17.7  16.2  1.6  35.5

〔セグメント情報〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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