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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 242,618 4.7 32,520 △25.2 40,818 △9.0 20,406 △19.4
24年3月期第1四半期 231,664 △9.7 43,482 △28.8 44,834 △36.0 25,309 △23.5

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 16,482百万円 （△36.0％） 24年3月期第1四半期 25,751百万円 （18.8％）

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

25年3月期第1四半期 28.99 28.95
24年3月期第1四半期 35.96 35.92

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

25年3月期第1四半期 1,509,135 828,426 52.6 1,128.34
24年3月期 1,518,479 832,749 53.0 1,143.52
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  794,261百万円 24年3月期  804,941百万円

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

24年3月期 ― 30.00 ― 30.00 60.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 30.00 ― 30.00 60.00

3. 平成25年3月期の連結業績予想（平成24年4月1日～平成25年3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 480,000 5.3 55,000 △11.6 55,000 △17.1 27,000 △27.1 38.36
通期 980,000 4.4 100,000 1.8 100,000 31.2 50,000 381.6 71.03



(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  ：  有  
（注）詳細は、３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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おりません。 

※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異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は、３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有
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） 25年3月期1Q 709,011,343 株 24年3月期 709,011,343 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 5,093,979 株 24年3月期 5,093,137 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 703,917,881 株 24年3月期1Q 703,913,786 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

【連結業績】                    (単位：百万円、端数切捨て) 

2013年３月期第１四半期の為替レート：80.21円/米ドル,102.91円/ユーロ,1.59円/インドルピー 

2012年３月期第１四半期の為替レート：81.75円/米ドル,117.40円/ユーロ,1.83円/インドルピー 

  

2012年４月１日から６月30日までの当第１四半期売上高は2,426億円（前年同期比

4.7％増）となりました。前期に日本で新発売したアルツハイマー型認知症治療剤メ

マリーや欧米を中心に販売している抗血小板剤エフィエントの共同販促収入などの寄

与、子会社のランバクシー・ラボラトリーズLtd.（以下「ランバクシー」）の売上が

194億円増加したことなどにより、日本における薬価改定や、為替の影響を吸収し、

110億円の増収となりました。 

利益面では、新製品対応を中心とした販売管理費の増加などにより、営業利益は、

110億円減益の325億円（前年同期比25.2％減）となりました。また、ランバクシーの

為替差益やデリバティブ評価益があったものの、経常利益は40億円減益の408億円

（前年同期比9.0％減）、四半期純利益は49億円減益の204億円（前年同期比19.4％

減）となりました。 

   なお、日本では４月17日に多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病

変の治療剤ランマークを発売いたしました。 

  

【報告セグメント】 

① 第一三共グループ 

第一三共グループの売上高は1,835億円（前年同期比4.4％減）となりました。 

a.日本 

日本の売上高は1,164億円（前年同期比2.3％減）となりました。 

国内医薬では、メマリーなどの寄与がありましたが、薬価改定の影響を受け、売

上高は1,004億円（前年同期比2.7％減）となりました。 

輸出医薬では、円高の影響などにより、売上高は50億円（前年同期比9.4％減）

となりました。 

ヘルスケア（OTC事業）では、解熱鎮痛薬ロキソニンSなどが伸長し、売上高は

102億円（前年同期比5.0％増）となりました。 

b.北米 

北米の売上高は、472億円（前年同期比6.1％減）となりました。前期に計上した

プレキシコンInc.でのマイルストン収入が当期は大幅に減少したことに加え、円高

の影響もあり、減収となりました。現地通貨ベースでは約588百万米ドル（前年同

期比4.3％減）となっております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
2012年３月期 

第１四半期 

2013年３月期 

第１四半期 

対前年同期増減額 

（増減率） 

売 上 高  231,664  242,618
 

(4.7％)
10,953

営 業 利 益  43,482  32,520
 

(△25.2％)
△10,962

経 常 利 益  44,834  40,818
 

(△9.0％)
△4,015

四半期純利益  25,309  20,406
 

(△19.4％)
△4,903



c.欧州 

欧州の売上高は、円高の影響などにより、130億円（前年同期比19.9％減）とな

りました。現地通貨ベースでは約126百万ユーロ（前年同期比8.8％減）となってお

ります。 

d.その他の地域 

その他の地域の売上高は、ブラジル、ベネズエラなどにおける売上増加により、

70億円（前年同期比10.5％増）となりました。 

② ランバクシーグループ 

ランバクシーグループの売上高は、米国における高コレステロール血症治療剤アト

ルバスタチン後発品の貢献などにより、591億円（前年同期比48.7％増）となりまし

た。（連結決算上は2012年１月～３月の売上を計上） 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における純資産は8,284億円（前期末比43億円減少）、総資産は１

兆5,091億円（前期末比93億円減少）、自己資本比率は52.6％（前期末53.0％）とな

りました。 

純資産につきましては、四半期純利益を計上した一方で、期末配当金の支払いや円

高による為替換算調整勘定の減少等により、減少しております。 

総資産につきましても、純資産の減少に加え、円高による資産・負債評価額の減少

等により、前期末に比べて減少となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

2012年５月11日に公表しました2013年３月期連結業績予想から変更はありません。
   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   
   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利

益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当

該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）  

従来、当社及び一部の国内連結子会社の有形固定資産の減価償却方法は定率法によ

っておりましたが、当第１四半期累計期間より定額法に変更いたしました。 

この変更は、当社グループ事業のグローバル化や海外売上比率の高まりを契機に海

外連結子会社との減価償却方法の統一を検討した結果、製造設備・研究設備等につい

て経済的に急激に劣化・陳腐化することが見込まれなくなっており、使用する有形固

定資産が概ね耐用年数内で安定的に稼働し、投資効果が平均的に発生すると見込まれ

たことから、より費用収益の対応の適正化を図るために行うものであります。 

これにより、従来と同じ方法によった場合と比較し、営業利益は749百万円、経常

利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ719百万円増加しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 128,926 146,707

受取手形及び売掛金 228,505 218,160

有価証券 191,336 174,791

たな卸資産 169,660 173,655

繰延税金資産 93,999 94,759

その他 51,252 46,296

貸倒引当金 △2,152 △2,354

流動資産合計 861,530 852,016

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 129,330 132,492

機械装置及び運搬具（純額） 48,051 49,496

土地 35,688 36,189

建設仮勘定 33,660 38,606

その他（純額） 14,512 14,997

有形固定資産合計 261,242 271,782

無形固定資産   

のれん 82,742 78,971

その他 150,546 146,454

無形固定資産合計 233,288 225,426

投資その他の資産   

投資有価証券 104,560 102,736

繰延税金資産 43,186 42,423

その他 14,978 15,040

貸倒引当金 △307 △291

投資その他の資産合計 162,417 159,910

固定資産合計 656,949 657,118

資産合計 1,518,479 1,509,135



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,824 56,386

短期借入金 71,079 71,700

未払法人税等 5,313 5,021

返品調整引当金 578 581

売上割戻引当金 2,928 2,416

災害対策引当金 767 462

和解費用引当金 39,138 41,232

その他 213,335 210,899

流動負債合計 394,965 388,699

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 104,000 104,741

繰延税金負債 52,081 52,109

退職給付引当金 10,060 11,284

役員退職慰労引当金 184 179

環境対策引当金 1,246 946

その他 23,191 22,748

固定負債合計 290,764 292,009

負債合計 685,729 680,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

資本剰余金 105,194 105,194

利益剰余金 742,409 741,698

自己株式 △14,558 △14,559

株主資本合計 883,045 882,333

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,308 21,505

繰延ヘッジ損益 198 562

為替換算調整勘定 △100,611 △110,140

その他の包括利益累計額合計 △78,104 △88,071

新株予約権 3,495 3,819

少数株主持分 24,312 30,344

純資産合計 832,749 828,426

負債純資産合計 1,518,479 1,509,135



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 231,664 242,618

売上原価 59,912 66,650

売上総利益 171,752 175,967

販売費及び一般管理費 128,269 143,447

営業利益 43,482 32,520

営業外収益   

受取利息 1,108 1,066

受取配当金 1,382 1,203

為替差益 688 1,450

デリバティブ評価益 － 5,559

その他 1,289 1,016

営業外収益合計 4,468 10,295

営業外費用   

支払利息 1,742 1,211

持分法による投資損失 32 295

デリバティブ評価損 276 －

その他 1,065 489

営業外費用合計 3,117 1,996

経常利益 44,834 40,818

特別利益   

固定資産売却益 1,185 2,017

その他 57 －

特別利益合計 1,243 2,017

特別損失   

固定資産処分損 607 173

事業再編損 － 833

投資有価証券売却損 － 131

減損損失 314 130

投資有価証券評価損 20 6

災害による損失 1,087 －

環境対策費 274 －

その他 － 179

特別損失合計 2,304 1,455

税金等調整前四半期純利益 43,773 41,380

法人税等 16,389 16,793

少数株主損益調整前四半期純利益 27,383 24,586

少数株主利益 2,074 4,180

四半期純利益 25,309 20,406



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 27,383 24,586

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 135 △807

繰延ヘッジ損益 152 571

為替換算調整勘定 △1,943 △7,940

持分法適用会社に対する持分相当額 23 72

その他の包括利益合計 △1,632 △8,103

四半期包括利益 25,751 16,482

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 22,440 10,434

少数株主に係る四半期包括利益 3,310 6,048



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

  

（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

（５）セグメント情報等

  

  

  

  

第一三共 

グループ 

ランバクシー 

グループ 
合計 

売上高       

  外部顧客への売上高  191,899  39,764  231,664

  セグメント間の内部売上高又は振替高  50  231  282

計  191,950  39,995  231,946

セグメント利益  40,440  5,744  46,185

利益 金額 

報告セグメント計  46,185

取得原価配分額の償却  △833

のれんの償却額  △603

セグメント間取引消去  △990

その他の連結調整  15

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  43,773

  

  

  

  

第一三共 

グループ 

ランバクシー 

グループ 
合計 

売上高       

  外部顧客への売上高  183,502  59,115  242,618

  セグメント間の内部売上高又は振替高  302  688  990

計  183,805  59,804  243,609

セグメント利益  21,764  21,130  42,895



２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

（差異調整に関する事項） 

（単位：百万円）

利益 金額 

報告セグメント計  42,895

取得原価配分額の償却  △724

のれんの償却額  △602

セグメント間取引消去  △67

その他の連結調整  △121

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益  41,380
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