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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 124,000 △13.5 18,239 △5.1 18,429 4.1 8,203 19.5
23年3月期第2四半期 143,366 8.1 19,228 7.8 17,696 7.9 6,862 △40.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △52百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △9,528百万円 （―％）

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 24.50 24.49
23年3月期第2四半期 20.49 ―

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 512,963 324,730 62.6
23年3月期 523,242 328,096 62.7

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  321,344百万円 23年3月期  328,096百万円

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  ：  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

23年3月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
24年3月期 ― 20.00

24年3月期（予想） ― 20.00 40.00

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 269,000 △4.7 46,000 △1.9 44,000 △2.6 27,000 34.8 80.62



(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  
（注）当四半期連結累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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  
（注）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 
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「連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。  
 

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 351,136,165 株 23年3月期 351,136,165 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 16,239,031 株 23年3月期 16,237,775 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 334,897,709 株 23年3月期2Q 334,903,958 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の医薬品業界は、国内外ともに医療費削減を主眼とした改革の動きが激化する中、市

場環境は一層厳しい状況を呈しております。このような状況の中で、当社グループは、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」を中心に精力的な取り組みを進

めております。 

当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高 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、国内においては「クレストール」「イルベタン」「サインバルタ」の増加が一部既存品

の減少をカバーし、国内医療用医薬品全体で前年同期比4.8％の増加と堅調な推移を見せました。一方、海外にお

いては、米国子会社のシオノギＩＮＣ．における、米国特有の売上控除項目が依然として売上高に深刻な影響を及

ぼしており、それに歯止めをかける対策として、具体的には、返品・リベート支払に備えるための前提条件の大幅

な見直し等、米国におけるビジネス上の変化に耐えられる準備額の算定を行いました。この取り組みが一時的に同

社の売上高控除額を大きく増加させ、結果として当第２四半期連結累計期間の同社の売上高はマイナス数値となり

ました。これらの結果、全体の売上高は前年同期比13.5％の減少となりました。 

利益面につきましては、主として先に述べましたシオノギＩＮＣ．の売上減少の要因により売上総利益が前年同

期比17.1％減少しましたが、営業利益は、東日本大震災の影響による販売費及び一般管理費の減少もあったため前

年同期比5.1％の減少にとどまりました。経常利益については前第２四半期連結累計期間より為替影響が小さかっ

たことなどにより前年同期比4.1％の増加、四半期純利益は、特別損失額が前第２四半期連結累計期間に比べて少

なかったことなどにより前年同期比19.5％の増加となりました。 
  

（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２四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102億78百万円減少し

ました。流動資産は、主にＣ＆Ｏファーマシューティカル テクノロジー ホールディングス Ｌｔｄ．株式の取得

により現金及び預金が減少し、前連結会計年度末より170億48百万円少ない 百万円となりました。固定資

産は、前連結会計年度末より67億69百万円増加し、 百万円となりました。 

負債合計は 百万円で、前連結会計年度末と比べて69億13百万円減少しました。流動負債は、普通社債

のうち一年以内償還となるものを短期へ振り替えたことなどにより、前連結会計年度末より102億87百万円増加

し、 百万円となりました。固定負債は、前述の普通社債の短期への振替及び長期借入金の減少などにより、

前連結会計年度末より172億円少ない 百万円となりました。 

純資産合計は 百万円で、前連結会計年度末と比べて33億65百万円減少しました。株主資本は、四半期

純利益の計上や配当金の支払などにより、前連結会計年度末より15億4百万円増加し、 百万円となりまし

た。その他の包括利益累計額は、投資有価証券の時価の下落による含み益の減少、為替の変動による為替換算調整

勘定のマイナスの増加などにより、前連結会計年度末より82億56百万円少ないマイナス418億93百万円になってお

ります。また、少数株主持分は、Ｃ＆Ｏファーマシューティカル テクノロジー ホールディングス Ｌｔｄ．の株

式取得により、 百万円となりました。 

これらにより、自己資本比率は前連結会計年度末の62.7％から62.6％となりました。 
  

２．キャッシュ・フローの状況  

  当第２四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、 百万円の収入になりました。

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、売上債権の減少 百万円

などによる収入や、法人税等の支払額117億43百万円などによる支出などで、前年同期に比べ76億33百万円の収入

減でした。  

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、主としてＣ＆Ｏファーマシューティカル テクノロジー ホールディン

グス Ｌｔｄ．株式の取得に係る支出105億84百万円などにより、合計253億42百万円の支出となり、前年同期に比

べ89億70百万円の支出増でした。  

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、長期借入金の返済70億円、配当金の支払66億87百万円などにより138

億35百万円の支出となり、前年同期に比べ6億61百万円の支出増でした。  

これらを合わせた当第２四半期連結累計期間の「現金及び現金同等物の増減額」は167億90百万円の減となり、

当第２四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、 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23年10月28日発表の業績予想を変更しておりません。  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1,240億 182億39 184億29

82億3

5,129億63

2,398億89

2,730億74

1,882億32

901億7

981億25

3,247億30

3,632億37

33億27

233億14

145億54 71億83 52億83

939億
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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 27,579 14,137

受取手形及び売掛金 69,498 66,429

有価証券 88,914 86,320

商品及び製品 24,369 28,568

仕掛品 13,294 12,758

原材料及び貯蔵品 9,675 10,463

その他 23,618 21,230

貸倒引当金 △12 △19

流動資産合計 256,937 239,889

固定資産   

有形固定資産 70,220 74,987

無形固定資産   

のれん 58,830 60,637

その他 40,762 46,046

無形固定資産合計 99,593 106,684

投資その他の資産   

投資有価証券 60,654 55,859

その他 35,957 35,640

貸倒引当金 △121 △97

投資その他の資産合計 96,491 91,402

固定資産合計 266,304 273,074

資産合計 523,242 512,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,884 14,834

1年内返済予定の長期借入金 14,000 14,000

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 13,510 9,841

賞与引当金 7,059 6,886

返品調整引当金 1,775 6,234

その他の引当金 1,514 374

その他 29,075 27,936

流動負債合計 79,819 90,107

固定負債   

社債 30,000 20,000

長期借入金 63,000 56,000

退職給付引当金 8,573 8,747

その他 13,752 13,377

固定負債合計 115,325 98,125

負債合計 195,145 188,232
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（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) 

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 339,970 341,476

自己株式 △19,743 △19,745

株主資本合計 361,733 363,237

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 3,732 2,885

繰延ヘッジ損益 △288 220

為替換算調整勘定 △37,081 △45,000

その他の包括利益累計額合計 △33,637 △41,893

新株予約権 － 58

少数株主持分 － 3,327

純資産合計 328,096 324,730

負債純資産合計 523,242 512,963
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（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 143,366 124,000

売上原価 39,057 37,523

売上総利益 104,308 86,476

販売費及び一般管理費 85,080 68,237

営業利益 19,228 18,239

営業外収益   

受取利息 237 213

受取配当金 696 663

その他 272 1,207

営業外収益合計 1,205 2,085

営業外費用   

支払利息 767 667

寄付金 568 669

為替差損 889 －

その他 512 558

営業外費用合計 2,737 1,894

経常利益 17,696 18,429

特別利益   

固定資産売却益 － 509

投資有価証券売却益 － 152

債務免除益 279 －

特別利益合計 279 661

特別損失   

減損損失 3,145 1,570

違約金損失 － 1,187

災害による損失 － 1,089

事業構造改善費用 3,323 546

投資有価証券評価損 － 142

特別損失合計 6,468 4,536

税金等調整前四半期純利益 11,507 14,554

法人税、住民税及び事業税 8,981 9,216

法人税等調整額 △4,359 △2,865

法人税等合計 4,622 6,350

少数株主損益調整前四半期純利益 6,884 8,203

少数株主利益 22 －

四半期純利益 6,862 8,203
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（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 6,884 8,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,600 △846

繰延ヘッジ損益 － 509

為替換算調整勘定 △12,812 △7,919

その他の包括利益合計 △16,413 △8,256

四半期包括利益 △9,528 △52

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,550 △52

少数株主に係る四半期包括利益 22 －
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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 11,507 14,554

減価償却費 9,980 7,183

減損損失 3,145 1,570

のれん償却額 2,722 1,610

災害損失引当金の増減額（△は減少） － △1,117

受取利息及び受取配当金 △933 △877

支払利息 767 667

為替差損益（△は益） 670 29

売上債権の増減額（△は増加） 12,858 5,283

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,394 △2,941

仕入債務の増減額（△は減少） 502 1,230

その他 4,651 7,596

小計 44,477 34,790

利息及び配当金の受取額 931 890

利息の支払額 △776 △622

法人税等の支払額 △13,684 △11,743

営業活動によるキャッシュ・フロー 30,947 23,314

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 △2,158 △2,499

定期預金の払戻による収入 2,217 1,653

有価証券の取得による支出 △10,031 △19

有価証券の売却及び償還による収入 8,042 2,085

有形固定資産の取得による支出 △8,150 △9,379

有形固定資産の売却による収入 11 3,740

無形固定資産の取得による支出 △2,797 △10,363

投資有価証券の取得による支出 △2,934 △4,178

投資有価証券の売却による収入 － 4,177

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △10,584

その他 △571 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △16,372 △25,342

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △7,000 △7,000

配当金の支払額 △6,018 △6,687

少数株主への配当金の支払額 △2 －

その他 △152 △147

財務活動によるキャッシュ・フロー △13,173 △13,835

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,310 △927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △909 △16,790

現金及び現金同等物の期首残高 97,663 110,691

現金及び現金同等物の四半期末残高 96,754 93,900
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該当する事項はありません。  

  

  

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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

塩野義製薬株式会社（4507) 　平成24年3月期　第2四半期決算短信

8




