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

24年3月期第3四半期 198,734 △8.5 34,688 △2.9 34,566 2.5 18,574 37.3
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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 11,482百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △6,050百万円 （―％）

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3四半期 55.46 55.46
23年3月期第3四半期 40.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 503,660 329,345 64.8
23年3月期 523,242 328,096 62.7

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  326,184百万円 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3Q 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3Q 16,239,373 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3Q 334,897,445 株 23年3月期3Q 334,903,240 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の医薬品業界は、医療費抑制政策が進む中、国内市場環境は厳しさを増しており、ま

た海外市場におきましても、国際的な提携戦略の活発化などにより市場競争はますます激化しております。このよ

うな状況の中、当社グループは、国内市場におきましては、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」などの戦略品を中心として精力的に取り組みを進め、また

海外市場においても、米国子会社でありますシオノギＩＮＣ．を中心に海外基盤強化への取り組みを進めておりま

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、国内においては「クレストール」「イルベタン」「サインバルタ」が増加し、その他の戦

略品も順調に推移したことより、国内医療用医薬品全体で前年同期比4.7％の増加となりました。海外において

は、当第２四半期連結累計期間中に行いました、シオノギＩＮＣ．の売上控除項目（返品・リベート支払）への引

当を見直したことにより、前年同期に比べ大きく売上高を落としておりますが、当第３四半期連結会計期間（2011

年10月～12月）においては、売上高は目標どおりに推移しております。これらの結果、全体の売上高は前年同期比

8.5％の減少となりました。ま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11.0％減少となりましたが、東日本大震災の影響による費用発生の減少に加え

て全社的な経費削減努力もあり、営業利益は、前年同期比2.9％の減少にとどまりました。経常利益については前

第３四半期連結累計期間より為替差損益の影響が小さかったことなどにより前年同期比2.5％の増加、四半期純利

益は、特別損失額が前第３四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37.3％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 

  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195億81百万円減少し

ました。流動資産は、主に中国子会社の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．

株式の取得や法人税の納付により現金及び預金並びに短期運用の有価証券が減少し、前連結会計年度末より225億

91百万円少ない 百万円となりました。固定資産は、前連結会計年度末より30億9百万円増加し、

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208億30百万円減少しました。流動負債は、主に普通

社債のうち一年以内償還となるものを短期に振り替えたことによる増加及び未払法人税等の減少などにより、前連

結会計年度末より30億3百万円減少し、 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178億27百万円少ない 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12億48百万円増加しました。株主資本は、四半期

純利益の計上や配当金の支払などの影響により、前連結会計年度末より51億76百万円増加し、 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70億88百万円少ない407億25百万円のマイナス

となりました。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 Ｌｔ

ｄ．を連結子会社としたことにより、 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64.8％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

1,987億34 346億88

345億66 185億74

5,036億60

2,343億45

2,693億14

1,743億15

768億16

974億98

3,293億45

3,669億10

31億1
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,579 17,466

受取手形及び売掛金 69,498 69,763

有価証券 88,914 74,708

商品及び製品 24,369 27,617

仕掛品 13,294 11,821

原材料及び貯蔵品 9,675 14,564

その他 23,618 18,422

貸倒引当金 △12 △19

流動資産合計 256,937 234,345

固定資産   

有形固定資産 70,220 74,387

無形固定資産   

のれん 58,830 60,701

その他 40,762 43,715

無形固定資産合計 99,593 104,417

投資その他の資産   

投資有価証券 60,654 55,401

その他 35,957 35,205

貸倒引当金 △121 △97

投資その他の資産合計 96,491 90,509

固定資産合計 266,304 269,314

資産合計 523,242 503,660

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,884 15,166

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 2,635

賞与引当金 7,059 4,052

返品調整引当金 1,775 5,692

その他の引当金 1,514 171

その他 29,075 25,098

流動負債合計 79,819 76,816

固定負債   

社債 30,000 20,000

長期借入金 63,000 55,500

退職給付引当金 8,573 8,830

その他 13,752 13,167

固定負債合計 115,325 97,498

負債合計 195,145 174,315
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12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 339,970 345,149

自己株式 △19,743 △19,745

株主資本合計 361,733 366,910

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 3,330

繰延ヘッジ損益 △288 155

為替換算調整勘定 △37,081 △44,211

その他の包括利益累計額合計 △33,637 △40,725

新株予約権 － 58

少数株主持分 － 3,101

純資産合計 328,096 329,345

負債純資産合計 523,242 503,660
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 217,273 198,734

売上原価 60,958 59,612

売上総利益 156,314 139,122

販売費及び一般管理費 120,605 104,433

営業利益 35,708 34,688

営業外収益   

受取利息 280 241

受取配当金 1,096 1,058

補助金収入 － 500

その他 466 816

営業外収益合計 1,843 2,618

営業外費用   

支払利息 1,128 1,004

寄付金 833 918

為替差損 1,151 －

その他 715 816

営業外費用合計 3,828 2,740

経常利益 33,723 34,566

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 －

負ののれん発生益 243 －

特別利益合計 523 662

特別損失   

減損損失 7,346 1,555

違約金損失 － 1,334

災害による損失 － 1,089

事業構造改善費用 4,143 821

投資有価証券評価損 134 487

その他 334 －

特別損失合計 11,957 5,287

税金等調整前四半期純利益 22,289 29,940

法人税、住民税及び事業税 12,505 13,271

法人税等調整額 △3,775 △1,902

法人税等合計 8,730 11,369

少数株主損益調整前四半期純利益 13,559 18,570

少数株主利益又は少数株主損失（△） 30 △3

四半期純利益 13,528 18,574
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 13,559 18,570

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,233 △402

繰延ヘッジ損益 － 444

為替換算調整勘定 △16,375 △7,130

その他の包括利益合計 △19,609 △7,088

四半期包括利益 △6,050 11,482

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △6,080 11,602

少数株主に係る四半期包括利益 30 △119
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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。 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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