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第一部【企業情報】 

第１【企業の概況】 

１【主要な経営指標等の推移】 

(1）連結経営指標等 

（注）１．第１期の連結財務諸表は、三共株式会社及び第一製薬株式会社の企業結合日を平成17年４月１日として作成

しております。 

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。  

回次 第１期 

決算年月 平成18年３月 

売上高（百万円） 925,918 

経常利益（百万円） 159,714 

当期純利益（百万円） 87,692 

純資産額（百万円） 1,237,529 

総資産額（百万円） 1,596,126 

１株当たり純資産額（円） 1,696.97 

１株当たり当期純利益（円） 119.49 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円） 
119.47 

自己資本比率（％） 77.5 

自己資本利益率（％） 7.3 

株価収益率（倍） 22.5 

営業活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
132,759 

投資活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△39,258 

財務活動によるキャッシュ・

フロー（百万円） 
△50,106 

現金及び現金同等物の期末

残高（百万円） 
400,967 

従業員数（人） 18,434 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．第１期の事業年度は、平成17年９月28日から平成18年３月31日であります。 

２．営業収益には、消費税等は含まれておりません。 

３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４．平成17年９月27日の最終の株主名簿に記載された三共㈱及び第一製薬㈱の株主に対し、それぞれの中間配当

金の支払に代えて、旧両社普通株式１株につき25円の株式移転交付金を支払っております。 

回次 第１期 

決算年月 平成18年３月 

営業収益（百万円） 76,656 

経常利益（百万円） 73,591 

当期純利益（百万円） 73,545 

資本金（百万円） 50,000 

発行済株式総数（千株） 735,011 

純資産額（百万円） 1,206,810 

総資産額（百万円） 1,209,278 

１株当たり純資産額（円） 1,641.98 

１株当たり配当額 

（内１株当たり中間配当額）

（円） 

25.00 

(－) 

１株当たり当期純利益（円） 100.06 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益（円） 
－ 

自己資本比率（％） 99.8 

自己資本利益率（％） 6.3 

株価収益率（倍） 26.8 

配当性向（％） 25.0 

従業員数（人） 76 



２【沿革】 

平成17年２月 三共株式会社及び第一製薬株式会社（以下、「両社」）が、株式移転により完全親会社である共同

持株会社を設立し、両社がその完全子会社となる経営統合に基本合意 

17年５月 両社の取締役会で当社設立を決議し、経営統合契約を締結 

17年６月 両社の定時株主総会において当社設立を承認 

17年９月 当社設立  

東京証券取引所、大阪証券取引所及び名古屋証券取引所各市場第一部に株式を上場 

17年12月 第一三共ヘルスケア株式会社を設立 

18年３月 米国において三共ファルマInc.（存続会社）と第一ファーマ・ホールディングスInc.、第一ファー

マシューティカルCorp.及び第一メディカル・リサーチInc.が合併、第一三共Inc.に商号変更 



３【事業の内容】 

当社は、平成17年９月28日、三共株式会社及び第一製薬株式会社の株式移転により設立された共同持株会社であり

ます。 

当社グループは、当社と子会社２社、並びに両社の子会社71社・関連会社８社による、合計82社により構成されて

おります。 

当社グループの営んでいる主な事業内容と当社グループを構成している各関係会社の当該事業に係る位置付けは

は、次のとおりであります。 

なお、以下の事業内容は「第５ 経理の状況 １．(1)連結財務諸表 注記」に掲げる事業の種類別セグメント情

報の区分と同一であります。 

医薬品事業 

国内（27社）： 

連結子会社の三共㈱、第一アスビオファーマ㈱、第一ファインケミカル㈱、㈱第一ラジオアイソトープ研究

所、第一化学薬品㈱、埼玉第一製薬㈱、三共有機合成㈱、三共エール薬品㈱、三共化成工業㈱などは製造・販売

を、連結子会社の第一製薬㈱は販売を、連結子会社の第一ファルマテック㈱は製造をそれぞれ行っております。

三共エール薬品㈱は三共㈱に、第一ファルマテック㈱、埼玉第一製薬㈱、第一アスビオファーマ㈱は第一製薬㈱

に製品を供給し、三共有機合成㈱、三共化成工業㈱は三共㈱に、第一ファインケミカル㈱、第一化学薬品㈱は第

一製薬㈱に原材料及び中間体を供給しております。三共㈱は三共有機合成㈱に製造を委託しております。三共㈱

は連結子会社の㈱科学技術研究所などに研究開発業務を委託しております。連結子会社の第一物流㈱、第一メデ

ィカル㈱、関東第一サービス㈱などは物流サービス、販促用資材サービス、警備・設備メンテナンスサービス等

を第一製薬グループ各社に提供しております。 

また、当社は三共㈱及び第一製薬㈱の経営管理業務を行っております。 

海外（33社）： 

米国において、連結子会社の第一三共Inc.は医薬品の研究開発・販売を行っております。三共㈱及び第一製薬

㈱は第一三共Inc.に製品の供給、研究開発業務の委託をしております。第一三共Inc.の子会社であるルイトポル

ド・ファーマシューティカルズInc.は医薬品の製造・販売を行なっております。 

欧州において、連結子会社の三共ファルマGmbH及びそのグループ会社12社は、欧州各国で医薬品の製造・販売

を行なっております。三共㈱は三共ファルマGmbHに原料の供給、製造の委託、研究開発業務の委託をしておりま

す。連結子会社の第一ファーマシューティカルズＵＫ Ltd.などは医薬品の研究開発を行っております。連結子

会社の三共グルンドステュックGmbH及びその子会社１社は不動産管理業務を行い、三共ファルマGmbHに工場の土

地及び建物を賃貸しております。 

アジアその他の地域において、連結子会社の第一製薬（北京）有限公司は医薬品の研究開発・製造・販売を、

連結子会社の台湾第一製薬股份有限公司及び非連結子会社の上海三共製薬有限公司、三共ファルマ・ブラジル

Ltda.、三共ファルマ・ベネズエラS.A.などは医薬品の製造・販売を行っており、第一製薬㈱及び三共㈱はそれ

ぞれの会社に原料を供給しております。連結子会社の韓国第一製薬㈱及び第一ファーマシューティカル（タイラ

ンド）Ltd.は第一製薬㈱等の製品の輸入販売を行っております。連結子会社の第一ファーマシューティカル・ア

ジアLtd.は学術販促サービスを第一製薬㈱に提供しております。 

その他事業（食品、農薬、化学品、その他） 

国内（22社）： 

連結子会社の和光堂㈱及び富士製粉㈱は食品の製造・販売を、連結子会社の三共アグロ㈱及び北海三共㈱は農

薬の製造・販売を、連結子会社の三共有機合成㈱、日本乳化剤㈱、三共ライフテック㈱及び第一ファインケミカ

ル㈱は化学品等の製造・販売を、連結子会社の第一化学薬品㈱は化学品の製造・販売及び安全性研究業務を、連

結子会社の目黒化工㈱は受託加工・小分包装業務を、連結子会社の第一地所㈱及び非連結子会社のゴードー不動

産㈱、三共保険エージェンシー㈱などは不動産賃貸及び保険代理業務等多岐にわたる業務を、それぞれ行ってお

ります。三共ライフテック㈱は三共㈱に、三共㈱は目黒化工㈱にそれぞれ製造を委託しております。第一製薬㈱

は第一化学薬品㈱に試験研究業務を委託しております。 

海外（３社）： 

連結子会社の中日合成化学股份有限公司は化学品の製造・販売を、連結子会社の第一ファインケミカル・ヨー

ロッパGmbHは化学品の輸入販売を行っております。 



当社グループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 



４【関係会社の状況】 

名称 住所 

資本金又

は出資金 主要な事業の内容

議決権の

所有割合 関係内容 

（連結子会社）          

  百万円  ％  

三共㈱ 東京都中央区 68,793 医薬品 100.0 
経営管理契約の締結 

役員の兼任等 

第一製薬㈱ 東京都中央区 45,246 医薬品 100.0 
経営管理契約の締結 

役員の兼任等 

第一アスビオファーマ㈱ 東京都港区 11,000 医薬品 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

第一ファインケミカル㈱ 富山県高岡市 2,276 
医薬品 

その他 

100.0 

(100.0) 
 

㈱第一ラジオアイソトープ

研究所 
東京都中央区 1,400 医薬品 

100.0 

(100.0) 
  

第一化学薬品㈱ 東京都中央区 1,275 
医薬品 

その他 

100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

埼玉第一製薬㈱ 埼玉県春日部市 1,005 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

三共有機合成㈱ 
神奈川県川崎市高津

区 
300 

医薬品 

その他 

93.4 

(93.4) 
役員の兼任等 

第一ファルマテック㈱ 東京都中央区 100 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

三共エール薬品㈱ 東京都千代田区 96 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

三共化成工業㈱ 東京都中央区 65 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

第一物流㈱ 東京都墨田区 50 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

第一メディカル㈱ 東京都中央区 50 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

㈱科学技術研究所 東京都品川区 20 医薬品 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

関東第一サービス㈱ 東京都江戸川区 10 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

第一三共ヘルスケア㈱ 東京都中央区 10 医薬品 
100.0 

(100.0) 
 

和光堂㈱ 東京都千代田区 2,918 その他 
61.2 

(61.2) 
役員の兼任等 

和光食品工業㈱ 長野県長野市 25 その他 
100.0 

(100.0) 
 

和光物流㈱ 東京都調布市 21 その他 
100.0 

(100.0) 
 

㈱日本小児医事出版社 東京都新宿区 20 その他 
100.0 

(100.0) 
 

富士製粉㈱ 静岡県静岡市清水区 500 その他 
66.4 

(66.4) 
 

三共アグロ㈱ 東京都文京区 350 その他 
100.0 

(100.0) 
 

 



名称 住所 

資本金又

は出資金 主要な事業の内容

議決権の

所有割合 関係内容 

  百万円  ％  

宇都宮化成工業㈱ 栃木県宇都宮市 20 その他 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

北海三共㈱ 北海道北広島市 331 その他 
80.0 

(80.0) 
役員の兼任等 

日本乳化剤㈱ 東京都中央区 300 その他 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

三共ライフテック㈱ 東京都文京区 300 その他 
100.0 

(100.0) 
 

第一地所㈱ 東京都中央区 100 その他 
100.0 

(100.0) 
 

目黒化工㈱ 東京都目黒区 40 その他 
100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

第一三共Inc. 
アメリカ 

ニュージャージー 

百万US$ 

24.9 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

ルイトポルド・ファーマシ

ューティカルズInc. 

アメリカ 

ニューヨーク 

千US$ 

200 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

第一アスビオ・ファーマシ

ューティカルズInc. 

アメリカ 

ニュージャージー 

US$ 

1 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

第一アスビオ・ホールディ

ングスInc. 

アメリカ 

デラウェア 

百万US$ 

6 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

第一アスビオ・メディカ

ル・リサーチ・ラボラトリ

ーズLLC 

アメリカ 

マサチューセッツ 

千US$ 

6,272 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマGmbH 
ドイツ 

ミュンヘン 

百万EUR 

16 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマＵＫ Ltd. 
イギリス 

アマーシャム 

百万GBP 

19.5 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマ・エスパーニ

ャS.A. 

スペイン 

マドリッド 

千EUR 

120 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマ・イタリア

S.p.A. 

イタリア 

ローマ 

千EUR 

120 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマ・ポルトガル

Lda. 

ポルトガル 

ポルト・サルヴォ 

千EUR 

349 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマツォイティ

カ・オーストリアGmbH 

オーストリア 

ウィーン 

千EUR 

18 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマ・シュバイツ

AG 

スイス 

タールヴィル 

百万CHF 

3 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共ファルマ・ネーデルラ

ンドB.V. 

オランダ 

ツバネンブルク 

千EUR 

18 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

Ｎ.Ｖ. 三共ファルマ・ベル

ジアムS.A. 

ベルギー 

ルーヴァン・ラ・ヌ

ーヴ 

千EUR 

62 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

Ｏｙ 三共ファルマ・フィン

ランドAb 

フィンランド 

ヘルシンキ 

千EUR 

25 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共マニュファクチュアリ

ング・フランスS.a.r.l. 

フランス 

アルトキルヒ 

千EUR 

457 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

ディグノス・ケミーGmbH 
ドイツ 

ミュンヘン 

千EUR 

40 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

 



（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．上記関係会社のうち、三共㈱、第一製薬㈱、第一アスビオファーマ㈱及び第一製薬(北京)有限公司は特定子

会社に該当しております。 

３．上記関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は、和光堂㈱、富士製粉㈱の

２社であります。 

４．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有で内数であります。 

５．三共㈱及び第一製薬㈱におけるヘルスケア事業の統合に向け、平成17年12月に新たに設立した第一三共ヘル

スケア㈱は、当連結会計年度より連結子会社に含めております。また、三共㈱及び第一製薬㈱は、平成18年

４月１日付にてヘルスケア事業を分割し、第一三共ヘルスケア㈱を承継会社とする会社分割をしておりま

す。 

名称 住所 

資本金又

は出資金 主要な事業の内容

議決権の

所有割合 関係内容 

    ％  

三共ファルマ・フランス

S.A.S. 

フランス 

リュ・エル・マルメ

ゾン 

千EUR 

2,182 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共グルンドステュックGmbH
ドイツ 

ミュンヘン 

百万EUR

5.1 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

三共グルンドステュック

GmbH & Co. オブジェクト・

ミュンヘン KG 

ドイツ 

ミュンヘン 

百万EUR

38.2 
医薬品 

94.0 

(94.0) 
 

第一ファーマシューティカル

ズＵＫ Ltd. 

イギリス 

ロンドン 

千GBP

400 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

ラボラトワール第一サノフ

ィ・アベンティス 

フランス 

パリ 

千EUR

154 
医薬品 

51.0 

(51.0) 
役員の兼任等 

第一ファインケミカル・ヨー

ロッパGmbH 

ドイツ 

デュッセルドルフ 

千EUR 

511 
その他 

100.0 

(100.0) 
 

第一製薬(北京)有限公司 
中国 

北京 

千US$ 

63,800 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
役員の兼任等 

第一ファーマシューティカ

ル・アジアLtd. 

中国 

香港 

千HK$ 

3,000 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

台湾第一製薬股份有限公司 
台湾 

台北 

百万NT$ 

80 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

韓国第一製薬㈱ 
大韓民国 

ソウル 

百万Ｗ 

3,000 
医薬品 

70.0 

(70.0) 
役員の兼任等 

第一ファーマシューティカル

（タイランド）Ltd. 

タイ 

バンコク 

千THB 

10,000 
医薬品 

100.0 

(100.0) 
 

中日合成化学股份有限公司 
台湾 

台北 

百万NT$ 

144 
その他 

52.0 

(52.0) 
役員の兼任等 

（持分法適用関連会社）          

  百万円  ％  

サノフィパスツール第一ワク

チン㈱ 
東京都江戸川区 310 医薬品 

50.0 

(50.0) 
役員の兼任等 

サノフィ・サンテラボ第一製

薬㈱ 
東京都新宿区 100 医薬品 

49.0 

(49.0) 
役員の兼任等 

東京医薬紙器㈱ 静岡県島田市 163 医薬品 
30.9 

(30.9) 
 

西邨紙器㈱ 大阪府高槻市 30 医薬品 
30.8 

(30.8) 
 

㈱日立ファルマエヴォリュー

ションズ 
東京都品川区 250 その他 

49.0 

(49.0) 
 



６．三共グルンドステュックGmbH & Co. オブジェクト・ミュンヘン KGは、平成17年９月に海外連結子会社の三

共グルンドステュックGmbHが94％出資し新たに設立したパートナーシップであり、当連結会計年度より連結

子会社に含めております。 

７．第一サントリーファーマ㈱につきましては、平成17年10月１日付にて第一アスビオファーマ㈱に商号変更し

ております。 

８．第一製薬（北京）有限公司は、平成18年１月10日付で第一製薬（中国）有限公司を吸収合併しております。

９．平成18年３月31日付にて三共㈱の米国子会社である三共ファルマInc.を存続会社として、第一製薬㈱の米国

子会社である第一ファーマ・ホールディングスInc.、第一ファーマシューティカルCorp.及び第一メディカ

ル・リサーチInc.を吸収合併し、商号を第一三共Inc.に変更いたしました。 

１０．連結子会社であったエフピー化工㈱は、平成18年１月に全株式を売却したため、連結の範囲から除外してお

ります。 

１１．連結子会社である富士製粉㈱は、平成18年４月１日に日東製粉㈱と合併し日東富士製粉㈱に社名変更してお

ります。なお、同日以降、議決権の所有割合の減少により関係会社ではなくなっております。 

１２．Ｏｙ 三共ファルマ・フィンランドAbは、平成18年１月に全株式を売却しております。 

１３．サノフィ・サンテラボ第一製薬㈱は平成18年４月１日付でサノフィ・アベンティス第一製薬㈱に商号変更し

ております。 

１４．連結子会社である和光堂㈱につきましては、アサヒビール㈱が実施した公開買付けに応募し、平成18年５月

に全株式を譲渡しております。 

１５．三共㈱及び第一製薬㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。 

主要な損益情報等 

三共㈱    (1) 売上高    318,127百万円 

(2) 経常利益    48,955百万円 

(3) 当期純利益   23,145百万円 

(4) 純資産額   702,194百万円 

(5) 総資産額   821,595百万円 

第一製薬㈱  (1) 売上高    278,193百万円 

(2) 経常利益    74,160百万円 

(3) 当期純利益   31,199百万円 

(4) 純資産額   427,796百万円 

(5) 総資産額   556,677百万円 



５【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員数であり、当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへ

の出向者を含んでおります。 

(2）提出会社の状況 

 （注）１．従業員数は就業人員数であります。 

２．当社従業員は、三共㈱及び第一製薬㈱からの出向者であります。 

３．平均年間給与は、平成17年９月28日から平成18年３月31日までのものであり、基準外賃金を含んでおりま

す。なお、設立初年度のため、当社負担となる賞与は支給されておりません。 

(3）労働組合の状況 

 当社グループには三共労働組合、第一製薬労働組合等が組織されており、平成18年３月31日現在の労働組合の組

合員数合計は9,406名であります。 

 なお、労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人） 

医薬品 15,746 

その他 2,688 

合計 18,434 

  平成18年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円） 

76 42.4 19.0 3,604,536 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

(1）業績 

世界の医薬品市場は米国市場が牽引し一定の成長を続けているものの、市場のボーダレス化、新薬開発の厳格化が

一層進展し、グローバルメガ企業による研究開発面、販売面での熾烈な企業間競争が繰り広げられています。日本市

場においても、国立大学病院の独立行政法人化、入院医療費包括評価制度の採用施設増加など医療費抑制策が浸透す

るとともに、台頭著しい外資系メーカーをはじめとする大手製薬メーカーとの企業間競争が激化し、経営環境はなお

一層厳しさを増しています。 

このような状況の中、当社は、日本発の「グローバル創薬型企業」を標榜し、平成17年９月28日に、株式移転によ

り三共㈱と第一製薬㈱を完全子会社とする持株会社として設立されました。 

従いまして、当連結会計年度が第１期連結会計年度となりますので、前年同期との比較は行っておりません。 

なお、当連結会計年度の業績は、三共㈱及び第一製薬㈱の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの連結業績

に当社の平成17年９月28日から平成18年３月31日の業績を加えたものとなります。 

当社グループは有効性と安全性に関する情報提供を的確に実施し、医薬品の適正使用を基本としたマーケティング

活動を展開した結果、第１期にあたる当連結会計年度において、売上高は、9,259億１千８百万円となりました。国

内では、血圧降下剤オルメテック、カルブロック、広範囲経口抗菌製剤クラビット、高血圧・狭心症・慢性心不全治

療剤アーチストなどが、また、海外では、合成抗菌剤レボフロキサシン原薬、血圧降下剤ベニカー（北米）・オルメ

テック（欧州）などが寄与しました。 

利益面において、品質・技術レベルの向上とコスト低減策を推進し、売上原価2,907億３千５百万円（原価率

31.4％）、販売費及び一般管理費4,804億５千４百万円（うち研究開発費1,587億１千６百万円）を計上し、営業利益

は、1,547億２千８百万円、経常利益は、1,597億１千４百万円となりました。 

特別損失において、事業統合関連損失98億９千３百万円、遊休固定資産に係る減損損失52億５千３百万円等を計上

した結果、当期純利益は876億９千２百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①医薬品 

医薬品事業の売上高は、7,846億６千６百万円、営業利益は、1,481億１千４百万円となりました。 

国内医療用医薬品では、後発医薬品の使用促進策が強化されるなど医療費抑制策が一段と浸透し、さらには平成18

年４月の業界平均6.7％に及ぶ薬価改定を控え、不透明な市場環境のもと推移しました。 

このような市場環境の中で、高脂血症治療剤メバロチンが低調に推移したものの、広範囲経口抗菌製剤クラビッ

ト、血圧降下剤オルメテックなどの伸長に加え、抗血小板剤プラビックスの製造販売承認に伴う一時金収入の寄与も

あり、売上高は、4,314億１百万円となりました。 

海外医療用医薬品では、欧州での特許切れ及び米国での競争激化の影響で高脂血症治療剤プラバスタチン原体が低

調でしたが、血圧降下剤ベニカー（米国）・オルメテック（欧州）が大幅に伸長、合成抗菌剤レボフロキサシン原薬

も堅調に推移し、円安傾向による為替差益の発生もあり、売上高は、2,895億３千万円となりました。 

ヘルスケア品では、市場が伸び悩む中、競合品の参入などにより発毛促進医薬品カロヤンガッシュ、ビタミンＣ主

薬製剤システィナＣなどが低調でしたが、医療用医薬品成分のスイッチOTC薬である水虫・たむし治療剤ラミシール

ATが好調に推移したことなどにより、売上高は、279億円となりました。 

②その他 

その他の事業は、売上高1,412億５千１百万円、営業利益61億４千６百万円となりました。 

当社グループは、経営資源を医薬品事業に集中させるため、非医薬品事業の自立化を進め、一層の経営効率化を図

ってまいります。 



 所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

日本では、高脂血症治療剤メバロチンの国内での売上やプラバスタチン原体の輸出が低調でしたが、血圧降下剤オ

ルメテック、広範囲経口抗菌製剤クラビットの国内での売上やレボフロキサシン原薬の輸出の伸長に加え、抗血小板

剤プラビックスの製造販売承認に伴う一時金収入の寄与もあり、売上高は7,527億９千３百万円、営業利益は1,302億

４千９百万円となりました。 

②北米 

北米地域では、血圧降下剤ベニカーの大幅な伸長により、売上高は1,160億６千１百万円、営業利益は254億５千７

百万円となりました。 

③その他 

その他地域では、欧州において、高脂血症治療剤メバロチンが低調でしたが、血圧降下剤オルメテックの伸長によ

り、売上高は570億６千３百万円、営業利益は１億７千８百万円となりました。 

(2）キャッシュ・フロー 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、期首に比べ468億６千５百万円増加の4,009億６千７百万円となり

ました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,327億５千９百万円となりました。主な内訳は、税金等調整

前当期純利益1,368億９千２百万円、減価償却費411億２千８百万円、法人税等の支払額530億１百万円です。 

投資活動に使用されたキャッシュ・フローは、392億５千８百万円となりました。有形・無形固定資産の取得に485

億８千６百万円、子会社株式の取得に102億６千８百万円を支出しました。 

財務活動に使用されたキャッシュ・フローは、501億６百万円となりました。自己株式を166億１千万円取得したほ

か、配当金173億２千６百万円、株式移転交付金171億６千７百万円を支払っております。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

 当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は正味販売価格によっており、セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度は当社の設立初年度であるため、前年同期比較の記載は行っておりません。 

(2) 受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、主に販売計画に基づいて生産計画を策定し、これにより生産をしてお

ります。受注生産は一部の連結子会社で行っておりますが、受注残高の金額に重要性はないため、記載を省略して

おります。 

(3) 販売実績 

 当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．当連結会計年度は当社の設立初年度であるため、前年同期比較の記載は行っておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品 633,177 － 

その他 102,782 － 

合計 735,960 － 

事業の種類別セグメントの名称 金額（百万円） 前年同期比（％） 

医薬品 784,666 － 

その他 141,251 － 

合計 925,918 － 

相手先 
当連結会計年度 

金額（百万円） 割合（％） 

アルフレッサ㈱ 105,010 11.3 



３【対処すべき課題】 

当社グループは、今般の経営統合を機に、日本発のグローバル創薬型企業としての第一歩を踏み出すべく、以下の

経営課題に鋭意取り組んでおります。 

(1) 完全統合の実現 

当社グループは、事業統合スケジュールに従い、第一段階として、株式移転により共同持株会社である当社を設立

し、以降順次統合作業を進め、平成18年４月迄に、米国営業機能、欧米開発機能、並びにヘルスケア事業の統合を完

了しました。今後さらに平成19年３月末を目処に非医薬品事業のグループ外での完全自立化を完成させ、三共㈱と第

一製薬㈱の医療用医薬品事業を持株会社である当社に統合して、全ての統合作業が完了する予定です。 

完全統合の実現においては、業界最高水準の業務運営効率を目指し、ビジネス統合のための作業部会と、人事シス

テムチーム等の共通支援チームを置き、グループ一丸となって鋭意推進しております。統合の完了時には、人員の適

正化やコスト構造のスリム化を達成し、統合シナジーの着実な実現とともに、経営管理機能、事業推進機能の強化や

人材の育成・発掘等も併せて実現してまいります。 

(2) 医薬品事業への集中 

当社グループは、事業の卓越性と継続的な成長を担保するため、医療用医薬品事業とヘルスケア事業からなる医薬

品事業へ特化することとし、平成19年３月末を目処に非医薬品事業専業のグループ会社のグループ外での完全自立化

を図ってまいります。 

既に昨年９月富士製粉㈱は、日東製粉㈱との合併契約を締結して本年４月に合併し、また、和光堂㈱は、当社グル

ープが所有する同社株式を本年５月アサヒビール㈱による公開買付けを通して売却することにより、それぞれ当社グ

ループから独立いたします。 

(3) 革新的新薬の創出力向上 

当社グループは、未充足の医療ニーズに対し、革新的な新薬を開発することを目標とし、その実現のため、1)適正

規模のグローバル研究開発組織、2)重点領域において革新的研究を遂行する規模の確保、3)主要な開発候補品を独自

開発できる人材の確保、さらには4)効果的かつ効率的な開発プロジェクト管理とタイムリーな意思決定等を経営課題

として体制作りに取り組んでおります。 

今般の経営統合において、三共㈱と第一製薬㈱の研究開発マネジメント一元化を最優先の経営課題の一つと捉え、

本年４月からの欧米開発組織統合を機に、１年前倒しでグローバル開発プロセスを稼動させております。このプロセ

スの稼動に先立ち昨年10月に新たな統合の会議体として、グローバルＲ＆Ｄ意思決定会議体（ＧＥＭＲＡＤ)を設置

し、グループの重点領域を循環器、糖代謝、感染症、癌等とし、開発候補品の選択を行いました。さらに優先度評価

を行い、抗血小板剤プラスグレル（ＣＳ－７４７）、抗Ｘａ剤ＤＵ－１７６ｂ、オルメサルタンとアムロジピンの配

合剤ＣＳ－８６６３、タキサン誘導体（抗癌剤）ＤＪ－９２７（経口）、抗血小板剤ＤＺ－６９７ｂを最優先開発プ

ロジェクトに選定し、開発プロジェクトチームを設置して研究開発を推進しております。 

(4) 国内外の収益基盤強化 

国内医療用医薬品事業では、経営統合により当社グループのＭＲ（医薬情報担当者）数は2,500名を超える規模が

見込まれ、質量とも卓越した営業力を確保することになります。さらに全国規模の医薬品卸会社との取引関係の一層

の強化により規模拡大のメリットを生かした流通戦略の展開も可能となります。平成19年４月以降、この総合的な営

業力を背景にして、主力製品への取組みを集中し、売上拡大を図り、国内市場での基盤を一層強化してまいります。

なお、統合効果の早期実現のため、オルメテックは昨年11月から、クラビットは本年４月より共同販売促進活動を開

始しております。 

海外医療用医薬品事業では、経営統合による規模メリットを活用し、米国を中心に優先プロジェクトの自社開発、

自社販売による製品価値の飛躍的な増大を目指します。このため米国を中心とした海外開発・営業拠点の拡充は必須

の経営課題となりますが、企業提携やＭ＆Ａ等外部資源の獲得も選択肢に入れ、拡充を図ってまいります。 

また、本年４月より、米国における三共㈱と第一製薬㈱の拠点を統合し、第一三共Inc.を発足させ、基盤の拡充を

図っております。 

ヘルスケア事業においては、三共㈱と第一製薬㈱のヘルスケア事業を統合し、新たに第一三共ヘルスケア㈱を設立

して、本年４月から営業を開始しました。今後研究開発力、マーケティング力、営業力の有機的集中による既存ブラ

ンドや新製品の売上拡大とローコスト体制構築により収益基盤を強化してまいります。 



さらに、本年４月にアステラス製薬㈱のヘルスケア事業子会社であるゼファーマ㈱の全株式を取得し、子会社とし

ました。平成19年４月に第一三共ヘルスケア㈱とゼファーマ㈱の統合を予定しており、さらなる規模の拡大とブラン

ド資産の増加による収益基盤の強化を目指します。 

４【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(1) 研究開発に関するリスク 

新薬候補品の研究開発には、多額の費用と長い年月が必要でありますが、その間に期待された有用性が確認できず

研究開発を中止する可能性があります。また、他者との研究開発に係る提携に関して契約条件の変更・解消等が起こ

った場合、研究開発の成否に影響を及ぼすことがあります。 

(2) 製造・仕入れに関するリスク 

製品の一部は当社グループの工場において独自の技術により製造しており、また、商品及び原材料の一部には特定

の取引先にその供給を依存している品目があります。このため、なんらかの理由により製造活動や仕入れが遅延また

は停止した場合、損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

医薬品は薬事法の規制の下で製造しておりますが、品質問題の発生により製品回収等を行うことになった場合、損

益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

(3) 販売に関するリスク 

予期していなかった副作用の発現、同領域の他社製品との競合や特許切れによる後発品の参入等は、売上を減少さ

せる要因となり、損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

販売及び技術導出契約の満了、契約条件の変更・解消等が起こった場合、損益及び財政状態に影響を及ぼすことが

あります。 

(4) 法規制、行政動向に関するリスク 

国内医療用医薬品は、薬事行政の下、種々の規制を受けております。また、２年毎に実施されている薬価基準の改

定をはじめとして、医療制度や健康保険に関する行政施策の動向は、損益及び財政状態に影響を及ぼすことがありま

す。また、海外においても同様に、医薬品として各種の規制の影響を受けております。 

(5) 知的財産に関するリスク 

当社グループの事業活動が他者の特許等知的財産権に抵触する場合、事業の断念や係争の可能性があります。一

方、他者が当社グループの特許等知的財産権を侵害すると考えられる場合は、その保護のため訴訟を提起する場合が

あり、それらの動向は損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

(6) 環境問題に関するリスク 

医薬品の研究、製造の過程で使われる化学物質のなかには、人の健康や生態系に影響を与える物質も含まれていま

す。大気汚染・水質汚濁の防止については各事業所とも自主規制を実施しており、使用する化学物質については環境

への影響がより少ない物質に切り替えるなど、環境保全に努めておりますが、万一、これらに関し周辺の環境に深刻

な影響を与えていると判断された場合、損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

(7) 訴訟に関するリスク 

公正取引に関する事案の他、事業活動に関連して、医薬品の副作用、製造物責任、労務問題などに関し、訴訟を提

起される可能性があり、その動向によっては損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 



(8) 為替変動に関するリスク 

為替相場の変動により、不利な影響を受ける可能性があります。当社グループはグローバルに事業を展開し、生

産・販売・輸出入を行っておりますので、為替相場の変動は損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあります。 

(9) その他のリスク 

 上記のほか、当社グループの損益及び財政状態に影響を及ぼすことがあるリスクとしては、地震等大規模な災害の

発生に伴う事業活動の停滞、ネットワークウイルス等によるコンピュータシステムの休止、株価や金利の変動、取引

先の経営悪化や国情等に起因する売上債権や貸付金の貸倒れなどが考えられます。 



５【経営上の重要な契約等】 

(1) 経営統合契約 

 連結子会社の三共㈱と第一製薬㈱（以下、「両社」という）は、平成17年５月13日に経営統合契約書に調印いたしま

した。平成17年６月29日開催の両社の株主総会の承認を経て、平成17年９月28日に株式移転により当社を設立しており

ます。 

① 統合の目的 

 患者と医療従事者の未充足の医療ニーズに応えるべく、革新的な製品及びサービスを継続的に提供し、世界の主要市

場において独自の競争力を有する、日本発の「グローバル創薬型企業」となることを目的としております。 

② 株式移転の方法 

（イ）商法第364条に定める株式移転を行い完全親会社となる共同持株会社「第一三共株式会社」を設立し、両社を完

全子会社といたしました。 

（ロ）平成19年４月を目処に、「第一三共株式会社」に属する両社の医療用医薬品事業を「第一三共株式会社」に統合

させる予定です。 

③ 株式移転の内容 

（イ）完全親会社が株式移転に際して発行する株式の種類及び数 

普通株式735,011,343株 

（ロ）両社の株主に対する株式の割当 

（a）三共㈱の株主 

 普通株式１株に対し、「第一三共株式会社」の普通株式１株 

（b）第一製薬㈱の株主 

 普通株式１株に対し、「第一三共株式会社」の普通株式1.159株 

（ハ）自己株式の消却並びに新株引受権及び新株予約権の取扱い 

 両社は、平成17年８月１日から同年９月26日までの間に取締役会を開催し、当該開催時点においてそれぞれが保

有する自己株式の全部を消却いたしました。また、株式移転の効力発生日においてそれぞれが発行する新株予約権

及びその他の潜在株式は存在しておりません。 

（ニ）完全親会社の資本の額及び資本準備金 

（a）資本の額 

50,000百万円 

（b）資本準備金の額 

1,083,349百万円 

（ホ）株式移転交付金 

 当社は、平成17年９月27日の最終の株主名簿に記載された両社の株主に対し、それぞれの中間配当金の支払に代

えて、旧両社普通株式１株につき25円を支払いました。 

④ 完全子会社の概要 

（イ）三共㈱の概要 

（a）事業内容 

医薬品、医薬部外品、医療用用具等の製造、販売、輸出入 

（b）設立年月日 

大正２年３月１日 

（c）本社所在地 

東京都中央区日本橋本町三丁目５番１号 

（d）代表者 

代表取締役社長 池上 康弘 



（e）資産、負債、資本金の状況（平成18年３月31日現在） 

総資産 821,595百万円 

総負債 119,400百万円 

資本金  68,793百万円 

（ロ）第一製薬㈱の概要 

（a）事業内容 

医薬品等の製造及び販売並びに輸出入 

（b）設立年月日 

大正７年１月31日 

（c）本社所在地 

東京都中央区日本橋三丁目14番10号 

（d）代表者 

代表取締役社長 森田 清 

（e）資産、負債、資本金の状況（平成18年３月31日現在） 

総資産 556,677百万円 

総負債 128,881百万円 

資本金  45,246百万円 

(2）当連結会計年度末日現在における、経営上の重要な契約は次のとおりであります。 

 技術導入 

 技術導出 

契約会社名 相手先 国名 技術内容 対価 契約期間 

三共㈱ 

（連結子会社） 

カイ・ファーマシューテ

ィカルズ社 
アメリカ 

心筋梗塞・脳梗塞治療剤

「CS-9803」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 2006．１ 

至 対象特許の満了日又は

上市後10年を経過する

日のいずれか遅い方の

日迄 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  

レ・ラボラトワール・セ

ルヴィエ社 
フランス 

持続性組織ACE阻害剤「コバ

シル」に関する技術 
一定料率の実施料 

自 1996．３ 

至 上市後10年 

（以後１年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社） 

エフ・ホフマン・ラ・ロ

シュ社  
スイス 

持続性高血圧・狭心症治療

剤慢性心不全治療剤「アー

チスト」に関する技術 

一定料率の実施料 

自 1989．７ 

至 商標を使用している限

り 

第一三共Inc. 

（連結子会社）  
ジェンザイム社 アメリカ 

高脂血症治療剤「ウェルコ

ール」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1999．12 

至 対象特許の満了日 

ルイトポルド・フ

ァーマシューティ

カルズInc. 

（連結子会社）  

バイフォー社 スイス 
貧血治療剤「ヴェノファ

ー」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1997．12 

至 2020．12 

契約会社名 相手先 国名 技術内容 対価 契約期間 

三共㈱ 

（連結子会社） 

ブリストル・マイヤーズ 

スクイブ社 
アメリカ 

高脂血症治療剤「プラバス

タチン」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1987．２ 

至 対象特許の満了日又は

特許を所有していない

国においては上市後10

年間 

三共㈱ 

（連結子会社） 
イーライ・リリー社 アメリカ 

虚血性疾患治療剤「プラス

グレル」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 2001．６ 

至 対象特許の満了日 

三共㈱ 

（連結子会社） 
ロシュ社 スイス 

カルバペネム系注射用抗菌

剤「CS－023」に関する技術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 2003．11 

至 対象特許の満了日又は

上市後10年目のうち何

れか遅く到来する日迄 

 



 販売契約等（導入） 

契約会社名 相手先 国名 技術内容 対価 契約期間 

第一製薬㈱ 

（連結子会社） 

ジョンソン・アンド・ジ

ョンソン社 
アメリカ 

広範囲経口抗菌製剤「レボ

フロキサシン」に関する技

術 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1991．５ 

至 最終特許満了日又は許

諾地域の最初の上市後

15年目のうち何れか遅

く到来する日迄 

第一製薬㈱ 

（連結子会社） 

サノフィ・アベンティ

ス・ファーマ ドイチュラ

ント社 

ドイツ 
契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1993．７ 

至 対象特許の満了日 

第一製薬㈱ 

（連結子会社） 
参天製薬㈱ 日本 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1994．５ 

至 対象特許の満了日又は

上市後10年目のうち何

れか遅く到来する日迄 

（以後３年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社） 

グラクソ・スミスクライ

ン社 
イタリア 

契約一時金及び 

一定料率の実施料 

自 1994．９ 

至 対象特許の満了日 

（以後３年毎の自動更新） 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間 

三共㈱ 

（連結子会社）  
㈱クレハ 日本 

同社の抗悪性腫瘍剤「クレスチン」

の日本国内における独占販売 

自 1976．10 

至 1987．３ 

（以後１年毎の自動更新） 

同社の慢性腎不全用剤「クレメジ

ン」の日本国内における独占販売 

自 1991．11 

至 2001．10 

（以後１年毎の自動更新） 

三共㈱ 

（連結子会社）  
グラクソ・スミスクライン㈱ 日本 

同社の消化性潰瘍治療剤「ザンタッ

ク」の日本国内における共同販売 

自 1999．３ 

至 2010．３ 

三共㈱ 

（連結子会社）  
興和㈱ 日本 

同社の高脂血症治療剤「リバロ」の

日本国内における共同販売 

自 1999．４ 

至 対象特許の満了日 

三共㈱ 

（連結子会社）  
味の素㈱ 日本 

同社の速効型食後血糖降下剤「ファ

スティック」の日本国内における販

売 

自 2001．12 

至 2011．12 

（以後１年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
サノフィ・アベンティス社 フランス 

同社の抗血小板剤「パナルジン」の

日本国内における独占販売 

自 1980．１ 

至 1992．８ 

（以後２年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
東レ㈱ 日本 

同社の天然型インターフェロン ベ

ータ製剤「フェロン」の日本国内に

おける共同販売 

自 1985．８ 

至 2013．３ 

（以後１年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
(社)北里研究所 日本 

同社のワクチン類の日本国内におけ

る販売 

自 1989．３ 

至 2001．３ 

（以後２年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
ジーイー・ヘルスケア社 

ノルウェ

ー 

同社の非イオン性ＭＲＩ用造影剤

「オムニスキャン」の日本国内にお

ける独占販売 

自 1989．７ 

至 発売日から15年間又は対象

特許の満了日のうち何れか

遅く到来する日迄 

同社の非イオン性造影剤「オムニパ

ーク」の日本国内における独占販売 

自 1987．３ 

至 無制限 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
ユーシービージャパン㈱ 日本 

同社のアレルギー性疾患治療剤「ジ

ルテック」の日本国内における独占

販売 

自 1998．７ 

至 2015．３ 

 



 販売契約等（導出） 

その他 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  

日本ベーリンガーインゲルハイ

ム㈱ 
日本 

同社の非ステロイド性消炎・鎮痛剤

「モービック」の日本国内における

独占販売 

自 2004．７ 

至 2009．６ 

（以後１年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
㈱ヤクルト本社 日本 

同社の抗悪性腫瘍剤「トポテシン」

の日本国内における共同販売 

自 1990．７ 

至 対象特許の満了日 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
ゼリア新薬工業㈱ 日本 

α型ヒト心房性ナトリウム利尿ポリ

ペプチド製剤「ハンプ」の日本国内

における独占販売 

自 2003．４ 

至 2013．７ 

（以後２年毎の自動更新） 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
メドトロニック社 アメリカ 

重度痙性麻痺の髄腔内バクロフェン

投与による治療法に用いるポンプと

カテーテルの日本国内における独占

販売 

自 2001．３ 

至 薬価収載から６年間 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
サノフィ・アベンティス社 フランス 

同社の抗血小板剤「プラビックス」

の日本国内における共同販促 

自 2005．９ 

至 2009．４ 

第一製薬㈱ 

（連結子会社）  
キッセイ薬品工業㈱ 日本 

同社の排尿障害治療剤「ユリーフ」

の日本国内における販売 

自 2004．６ 

至 販売中止日 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間 

第一三共Inc. 

（連結子会社）  
フォレスト・ラボラトリーズ社 アメリカ 

血圧降下剤「ベニカー（オルメサル

タン）」の米国内における共同販促 

自 2001．12 

至 第三者が後発品を販売した

日又は2014．４のいずれか

早い日 

三共ファルマGmbH 

（連結子会社） 
メナリーニ社 イタリア 

血圧降下剤「オルメテック（オルメ

サルタン）」の欧州における共同販

売 

自 2001．６ 

至 対象特許の満了日 

契約会社名 相手方の名称 国名 契約の内容 契約期間 

三共㈱ 

（連結子会社） 
㈱日立製作所 日本 IT業務の同社への委託 

自 2005．10 

至 2010．９ 



６【研究開発活動】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、医薬品事業を中心とし、その他事業に含まれる各事業において研究開発

活動を行っております。当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は、1,587億１千６百万円（売上高比

17.1％）であります。 

事業の種類別セグメントの研究開発活動の状況は以下のとおりであります。 

(1) 医薬品事業 

医療用医薬品では、グローバルに通用する新薬の創生と早期発売を目指し、重点領域に集中的な研究開発投資を行

い、「グローバル創薬型企業」の実現に向けた研究開発活動を推進しております。 

今般の経営統合においては、いち早く三共㈱と第一製薬㈱の研究開発意思決定会議体を統合し、両社の研究開発マ

ネジメントの一元化を図り、企業成長の原動力となる優先プロジェクトにこれまで以上のスピードをもって取り組ん

でおります。 

開発状況につきましては、三共㈱で経皮吸収型鎮痛・抗炎症剤ロキソニンパップ（一般名：ロキソプロフェンナト

リウム）が本年１月承認され、５月に発売いたしました。また、第一製薬㈱では、キッセイ薬品工業㈱との共同開発

品である排尿障害治療剤ユリーフ（一般名：シロドシン）と抗血小板剤プラビックス（一般名：硫酸クロピドグレ

ル）は本年１月に承認され、５月に発売されました。プラビックスにつきましては、昨年９月のサノフィ・アベンテ

ィス社への全営業権移管合意に基づき、取得した製造販売承認を３月に同社の日本法人であるサノフィ・アベンティ

ス㈱へ承継し、製造面及びプロモーション面において今後も協力することとしております。 

また、本年１月、三共㈱は、米国でＰⅠ／ＰⅡ試験段階にある心筋梗塞・脳梗塞治療剤ＫＡＩ－９８０３（当社開

発番号ＣＳ－９８０３）の全世界での開発並びに製造販売に関する独占的な権利を米国カイ・ファーマシューティカ

ルズ社から取得し、今後同社の協力のもと本剤の開発を進めてまいります。  

なお、自社開発の動脈硬化性心血管疾患治療剤ＣＳ－５０５は米国で実施したフェーズⅡ試験において、期待した

有効性を見出すことが出来なかったことから、また、㈱三和化学研究所との共同開発品である糖尿病性神経障害治療

剤フィダレスタットは当社グループの研究資源の選択と集中のための見直しの結果、それぞれ当社グループにおける

開発を終結いたしました。 

昨年11月アメリカ心臓協会年次学術集会において、三共㈱製品であるプラバスタチン（製品名：メバロチン）を用

いた大規模臨床試験（ＭＥＧＡ Study）の成績について発表されました。この試験は厚生労働省（当時厚生省）の

委託研究事業として平成５年に開始され、約8,000名の高脂血症患者を対象とし、心血管疾患の一次予防効果を平均

５年以上観察した日本で初めての大規模臨床試験です。この試験により、日本における高脂血症治療の意義が改めて

明確に証明されましたが、今後その内容を適切かつ正確に医療の現場に情報提供してまいります。 

当事業に係る研究開発費は、1,536億４千４百万円であります。 

(2) その他事業 

その他事業では、食品・農薬・化学品などの開発を中心として、研究開発費の金額は50億７千２百万円でありま

す。 



７【財政状態及び経営成績の分析】 

 文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日（平成18年６月29日）現在において当社グループが判断

したものであります。  

(1) 重要な会計方針及び見積り  

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成して

おります。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響

を与える見積りを必要としており、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断しておりますが、実

際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。 

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１） 

連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しておりますが、特に次の重要な会計方針

が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えております。 

①収益の認識基準 

当社グループの売上高は販売基準に基づき、製・商品が出荷された時点で売上計上しております。また、特許料収

入につきましてはライセンシーからの計算書に基づき計上しておりますが、一部の子会社では入金時に収益計上して

おります。 

②貸倒引当金の計上基準 

当社グループは売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、回収不能見込額を貸倒引当金として計上しておりま

す。将来、取引先等の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上または貸倒損失が発生する

可能性があります。 

③たな卸資産の評価基準 

当社グループの販売するたな卸資産は薬価改定や市場の需給の影響をうけ市場価格が低下する可能性がありますの

で、評価基準として低価法を採用しております。 

④退職給付関係 

退職給付費用は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき見積り計上しており、その前提条件が変化した場合や見積額と実績との差異は発生の翌期以降規則的に、ま

た、一部の子会社では発生時に全額を費用処理するものとしております。退職給付費用に関する事項については「第

５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１） 連結財務諸表 注記事項 （退職給付関係）」に記載しておりま

す。 

⑤有価証券の減損処理 

当社グループは金融機関や取引先会社等の株式を保有しております。時価のある株式の価格については価格変動リ

スクを負っているため、合理的な基準に基づいて有価証券の減損処理を行っております。減損処理に係る合理的な基

準については「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （１） 連結財務諸表 注記事項 （有価証券関係）」に

記載しております。将来、市場価格が下落した場合には多額の有価証券評価損を計上する可能性があります。 

⑥繰延税金資産の回収可能性の判断 

当社グループは繰延税金資産の回収可能性を判断する際、将来の回収可能性をスケジューリングし合理的に見積っ

ております。繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積額に依存しますので、その見積額が減少した場合は

繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。 

(2) 当連結会計年度の経営成績の分析  

①売上高 

国内における血圧降下剤オルメテック、カルブロック、広範囲経口抗菌製剤クラビット、高血圧・狭心症・慢性心

不全治療剤アーチスト、また、海外における合成抗菌剤レボフロキサシン原薬、血圧降下剤ベニカー（北米）・オル

メテック（欧州）などの寄与により、売上高は9,259億１千８百万円となりました。 

②売上原価 

高原価率品の減少や、原価改善努力、第一製薬㈱における工場分社化による製造経費の減少等により、売上原価は

2,907億３千５百万円、売上原価率は31.4％となりました。 

③販売費及び一般管理費 

広告宣伝費及び販売促進費746億９千万円、研究開発費1,587億１千６百万円（対売上高研究開発費率17.1％）など

により、販売費及び一般管理費は4,804億５千４百万円、対売上高販管費率は51.9％となりました。 

 今後も連結ベースでの収益の動向、研究開発品目の動向を踏まえ、効率的な研究開発投資を行ってまいります。 

④営業利益 

これらの結果、当連結会計年度の営業利益は1,547億２千８百万円、対売上高営業利益率は16.7％となりました。 



⑤営業外収益（費用） 

受取利息及び受取配当金53億２千２百万円などにより、営業外収益は109億５千１百万円となりました。 

たな卸資産処分損及び評価損15億８千７百万円などにより、営業外費用は59億６千４百万円となりました。 

⑥特別利益（損失） 

固定資産売却益48億９千７百万円などにより、特別利益は68億９千万円となりました。 

事業統合関連損失98億９千３百万円、固定資産処分損55億５千万円、減損損失52億５千３百万円などにより、特別

損失は297億１千２百万円となりました。 

⑦法人税等 

法人税、住民税及び事業税並びに法人税等調整額の合計額は491億９千６百万円となり、税金等調整前当期純利益

に対する法人税等負担率は35.9％となりました。 

⑧当期純利益 

以上の結果、当期純利益は876億９千２百万円と、対売上高当期純利益率は9.5％となりました。 

(3) 経営成績に重要な影響を与える要因について  

①三共㈱と第一製薬㈱との経営統合 

当社は平成17年９月28日に、株式移転により三共㈱と第一製薬㈱を完全子会社とする持株会社として設立され、さ

らに平成19年４月に、両事業子会社の医療用医薬品事業を当社に統合する予定です。当社グループは、「2009年（平

成21年）度グループ売上高9,320億円、営業利益2,550億円、DOE５％」という企業目標の実現を目指しております

が、この統合の成否は、今後の経営成績及び財政状態に重大な影響を与える可能性があります。 

②重要な製品の特許期間の満了 

当社グループの主力品であります「プラバスタチン（日本販売名：メバロチン）」は、米国で平成18年４月に特許

が満了いたしました。また、フランスにおいて、平成18年８月に特許が満了する見込みです。この結果、後発品他の

対抗品の影響により、プラバスタチン原薬の売上げは大きく減少する見通しであります。なお、日本では平成14年10

月に、ドイツ及び英国では平成16年８月に特許が満了しております。 

③重要な製品の売上げ動向  

当社グループでは、「オルメサルタン」をグローバル戦略製品と位置付け、平成21年度の全世界での売上げ2,000

億円以上の目標を掲げております。欧米では平成14年度より、日本では平成16年５月より「オルメサルタン」を販売

しておりますが、その売上げの動向は当社グループの経営成績に重要な影響を与えるものと考えております。  

④研究開発活動・ライセンス活動の動向 

当社グループは、継続的に新製品を発売し成長を続けるために、グローバルに研究開発活動・ライセンス活動を行

っております。現在、期待しておりますグローバル開発品として「CS－747」「DU－176b」などがありますが、これ

らの製品を発売するに至るまでには相当額の投資が必要となります。研究開発投資を効率的に行うよう収益動向など

を踏まえマネジメントしておりますが、想定以上に投資額が必要となり、経営成績に影響を及ぼす可能性がありま

す。また、臨床試験で新薬の候補品が期待通りの効果を得られなかった場合や、候補品の安全性に疑問が残る結果と

なった場合、開発期間の延長、開発の中断あるいは中止を行う場合があり、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 

⑤日本及び諸外国の薬価制度の動向 

日本、米国及び欧州などの薬価基準及び薬剤の価格は、各国政府の規制、保護を受けておりますが、規制あるいは

保護の制度変更などにより、当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。  

(4) 流動性及び資金の源泉  

①キャッシュ・フロー  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、期首に比べ468億６千５百万円増加し4,009億６千７百万円とな

りました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益1,368億９千２百万円、減価償却費411億２千８百

万円、法人税等の支払額530億１百万円等により、1,327億５千９百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得485億８千６百万円、子会社株式の取得102億６

千８百万円の支出等により、392億５千８百万円の資金支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の取得に166億１千万円、配当金に173億２千６百万円、株式移転

交付金に171億６千７百万円を支出した結果、501億６百万円の資金支出となりました。 



②資金需要  

当社グループでは、今後もグローバル市場へ製商品を供給していくため、主に日本、米国及び欧州において研究開

発活動、ライセンスイン活動を続けるとともに、自社販売体制を拡充してまいります。当社グループは、引き続き財

務の健全性を保ち、営業活動によりキャッシュ・フローを生み出すことによって、当社グループの成長に必要な資金

調達が可能と考えております。 



第３【設備の状況】 

１【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社及び連結子会社）では、生産設備の増強・合理化及び研究開発の強化・効率化などを目的とし

た設備投資を継続的に実施しており、当連結会計年度は医薬品事業を中心に全体で302億４千７百万円の設備投資を

実施いたしました。 

医薬品事業では、三共㈱小名浜工場の製造設備及び品川研究所の研究設備、第一製薬㈱東京研究開発センターの研

究設備、㈱第一ラジオアイソトープ研究所千葉工場の製造設備、第一アスビオファーマ㈱医薬センターの製造設備、

三共ファルマGmbHパッフェンホーフェン工場の製造設備などの新設・改修を中心に全体で238億９千４百万円の設備

投資を行いました。 

その他事業では、三共有機合成㈱の製造設備、第一地所㈱の賃貸設備などの新設・改修を中心に63億５千３百万円

の設備投資を行いました。 

当連結会計年度において、第一製薬㈱の栃木研究センター及び札幌物流センターを閉鎖しております。 

２【主要な設備の状況】 

 当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。 

(1) 国内子会社 

平成18年３月31日現在 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

三共㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
医薬品 管理設備 3,257 7 

1,956 

(2,603)
938 6,160 549 

〃 

東京第一支店 

(東京都港区) 

他22支店 

医薬品 販売設備 3,460 69 
805 

(12,446)
121 4,456 1,976 

〃 
研究開発センター 

(東京都品川区) 
医薬品 研究設備 25,057 629 

51 

(79,121)
4,509 30,247 1,361 

〃 
平塚工場 

(神奈川県平塚市) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
24,621 6,310 

1,346 

(248,827)
1,695 33,973 745 

〃 
小名浜工場 

(福島県いわき市) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
8,373 4,225 

4,402 

(327,457)
276 17,278 175 

〃 

小田原工場 

(神奈川県小田原

市) 

医薬品 製造設備 3,033 1,928 
1,129 

(67,270)
98 6,189 136 

〃 

大阪工場 

(大阪府大阪市北

区) 

医薬品 製造設備 1,922 549 
8 

(24,943)
91 2,571 160 

〃 

東京物流センター 

(埼玉県春日部市) 

他２物流センター 

医薬品 物流設備 3,417 675 
2,092 

(57,622)
47 6,232 28 

第一製薬㈱ 
本社 

(東京都中央区) 
医薬品 管理設備 1,678 16 

61 

(915)
234 1,991 594 

〃 

東京第一支店 

(東京都中央区) 

他12支店 

医薬品 販売設備 1,011 0 
28 

(1,292)
144 1,184 1,791 

〃 

東京研究開発セン

ター 

(東京都江戸川区) 

医薬品 研究設備 13,381 228 
45 

(56,045)
1,925 15,580 915 

 



（注）１．上記金額には消費税等を含めておりません。 

２．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

３．第一ファルマテック㈱の大阪工場、静岡工場及び秋田工場は第一製薬㈱からの賃借資産を含んでおります。

４．当連結会計年度において、三共㈱の小名浜工場の製造設備について、設備の一部休止に伴う減損損失を計上

しております。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

第一製薬㈱ 
東富士研修所 

(静岡県小山町) 
医薬品 研修設備 589 1 

1,072 

(35,983)
18 1,682 1 

〃 

東京物流センター 

(埼玉県吉川市) 

他３物流センター 

医薬品 物流設備 3,945 1,943 
3,815 

(46,153)
76 9,781 － 

第一アスビオフ

ァーマ㈱ 

医薬センター 

(群馬県千代田町) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
2,797 196 

3,040 

(101,709)
420 6,454 106 

第一ファインケ

ミカル㈱ 

本社工場 

(富山県高岡市) 

医薬品 

その他 

製造設備 

研究設備 
2,073 2,080 

1,339 

(206,429)
175 5,668 366 

㈱第一ラジオア

イソトープ研究

所 

千葉事業所 

(千葉県山武市) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
3,999 3,105 

228 

(62,090)
435 7,769 176 

第一化学薬品㈱ 
つくば工場 

(茨城県龍ヶ崎市) 
医薬品 製造設備 842 254 

1,569 

(56,851)
330 2,997 70 

埼玉第一製薬㈱ 
本社・春日部工場 

(埼玉県春日部市) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
1,544 940 

1,007 

(9,611)
112 3,604 168 

三共有機合成㈱ 

小田原工場 

(神奈川県小田原

市) 

医薬品 

その他 
製造設備 1,509 2,076 

32 

(65,793)
37 3,656 163 

第一ファルマテ

ック㈱ 

大阪工場 

(大阪府高槻市) 
医薬品 製造設備 4,494 2,326 

65 

(65,875)
146 7,032 174 

〃 
静岡工場 

(静岡県島田市) 
医薬品 製造設備 4,866 3,059 

169 

(210,523)
298 8,393 319 

〃 
秋田工場 

(秋田県秋田市) 
医薬品 製造設備 2,114 1,282 

952 

(258,043)
77 4,427 69 

三共化成工業㈱ 
平塚工場 

(神奈川県平塚市) 
医薬品 

製造設備 

研究設備 
673 1,710 

961 

(59,479)
76 3,420 288 

和光堂㈱ 
栃木工場 

(栃木県さくら市) 
その他 

製造設備 

物流設備 
2,727 176 

401 

(84,609)
34 3,340 124 

富士製粉㈱ 

本社工場 

(静岡県静岡市清水

区) 

その他 
製造設備 

管理設備 
988 1,295 

806 

(30,376)
85 3,175 139 

日本乳化剤㈱ 
鹿島工場 

(茨城県神栖市) 
その他 製造設備 891 699 

1,582 

(54,577)
7 3,180 57 

目黒化工㈱ 
静岡工場 

(静岡県掛川市) 
その他 製造設備 1,467 1,559 

653 

(35,372)
124 3,803 161 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

減損金額（百万円） 

建物及び構
築物 

機械装置及
び運搬具 

その他 合計 

三共㈱ 
小名浜工場 

(福島県いわき市) 
医薬品 製造設備 2,004 1,881 16 3,902 



(2) 在外子会社 

平成18年３月31日現在 

（注）１．上記金額には消費税等を含めておりません。 

２．帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。 

３．三共ファルマGmbHのパッフェンホーフェン工場は三共グルンドステュックGmbH & Co. オブジェクト・ミュ

ンヘン KGからの賃借資産を含んでおります。 

３【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備の新設等 

（注）１．上記金額には消費税等を含めておりません。 

２．三共ファルマGmbHパッフェンホーフェン工場における製造設備は、三共ファルマGmbHと三共グルンドステュ

ックGmbH & Co. オブジェクト・ミュンヘン KGが共同で設備投資を行います。 

(2) 重要な設備の除却等 

経常的な設備の更新のための除却を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。 

会社名 
事業所名 
（所在地） 

事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容

帳簿価額（百万円） 
従業員数
（人） 建物及び構

築物 
機械装置及
び運搬具 

土地 
(面積㎡) 

その他 合計 

三共ファルマ 

GmbH 

パッフェンホーフ

ェン工場 

(ドイツ 

バイエルン州) 

医薬品 製造設備 1,532 2,617 
1,818 

(74,263)
18 5,987 269 

第一製薬（北

京）有限公司 

本社工場 

(中国北京市) 
医薬品 製造設備 1,526 2,062 － 51 3,640 375 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類
別セグメン
トの名称 

設備の内容 

投資予定金額 
資金調達方
法 

着手及び完了予定年月 
完成後の
増加能力 総額 

（百万円）
既支払額 
（百万円）

着手 完了 

三共ファルマ

GmbH 

パッフェンホ

ーフェン工場 

ドイツ 

バイエルン州 
医薬品  製造設備 3,375 455 自己資金  

平成17年10

月 
平成19年７月 新設 



第４【提出会社の状況】 

１【株式等の状況】 

(1）【株式の総数等】 

①【株式の総数】 

②【発行済株式】 

(2）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

(3）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

（注）平成17年９月28日に株式移転により設立しております。 

(4）【所有者別状況】 

 （注）１．自己株式37,608株は、「個人その他」欄に376単元及び「単元未満株式の状況」欄に8株含めて記載しており

ます。 

２．上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が175単元含まれております。 

種類 会社が発行する株式の総数（株） 

普通株式 2,800,000,000 

計 2,800,000,000 

種類 
事業年度末現在発行数
（株） 
（平成18年３月31日） 

提出日現在発行数（株） 
（平成18年６月29日） 

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名 

内容 

普通株式 735,011,343 735,011,343 

東京証券取引所 

大阪証券取引所 

名古屋証券取引所 

（各市場第一部） 

完全議決権株

式であり、権

利内容に何ら

限定のない当

社における標

準となる株式 

計 735,011,343 735,011,343 － － 

年月日 
発行済株式
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額 
（百万円） 

資本金残高 
（百万円） 

資本準備金
増減額 
（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成17年９月28日 

（注） 
735,011,343 735,011,343 50,000 50,000 1,083,349 1,083,349 

  平成18年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況
（株） 

政府及び地 
方公共団体 

金融機関 証券会社 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） 2 185 49 697 547 49 62,290 63,819 － 

所有株式数
（単元） 

3 3,409,512 74,091 490,146 2,366,934 319 995,250 7,336,255 1,385,843 

所有株式数の
割合（％） 

0.00 46.47 1.01 6.68 32.26 0.00 13.58 100.00 － 



(5）【大株主の状況】 

 （注）次のとおり株式を保有している旨の大量保有報告書を受けておりますが、当事業年度末時点における所有株式数

の確認ができないため、上記大株主の状況には含めておりません。 

  平成18年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

日本マスタートラスト信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号 55,883 7.60 

日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海一丁目８番11号 48,316 6.57 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 41,839 5.69 

ザチェースマンハッタンバン

クエヌエイロンドンエスエル

オムニバスアカウント 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室） 

Woolgate House,Coleman Street London  

EC2P 2HD,England 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

15,945 2.17 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号  13,413 1.82 

ステートストリートバンクア

ンドトラストカンパニー

505103 

（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行兜町証券

決済業務室） 

P.O.Box 351 Boston Massachusetts 02101 U.S.A. 

（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 
12,833 1.75 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 9,468 1.29 

東京海上日動火災保険株式会

社 
東京都千代田区丸の内一丁目２番１号 9,328 1.27 

株式会社みずほコーポレート

銀行 
東京都中央区晴海一丁目８番12号 8,591 1.17 

みずほ信託退職給付信託みず

ほコーポレート銀行口再信託

受託者資産管理サービス信託 

東京都中央区晴海一丁目８番12号 8,497 1.16 

計 224,119 30.49 

氏名又は名称 住所 提出日
所有株式数 
 （千株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

ブランデス・インベストメン

ト・パートナーズ・エル・ピ

ー 

11988 El Camino Real,Suite 

500,San Diego,CA92191-

9048,U.S.A. 

平成18年４月14日 49,009 6.67 



(6）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式17,500株含まれております。 

なお、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権175個は含まれておりません。 

 ２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式８株、三共株式会社が所有する相互保有株式39株及び証券

保管振替機構名義の株式70株が含まれております。 

②【自己株式等】 

 （注）このほか、株主名簿上は三共㈱及び第一製薬㈱名義となっておりますが、実質的に所有していない株式がそれぞ

れ1,000株（議決権の数10個）及び1,159株（議決権の数11個）あります。 

なお、当該株式数は①「発行済株式」の「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄に含まれてお

ります。また、当該株式数に係る議決権21個は「議決権の数」の欄には含まれておりません。 

(7）【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  平成18年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 

（自己保有株式） 

 普通株式 

37,600 

－ 

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式 

（相互保有株式） 

 普通株式 

5,921,400 

－ 同上 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

727,666,500 
7,276,469 同上 

単元未満株式 
普通株式 

1,385,843 
－ 同上 

発行済株式総数 735,011,343 － － 

総株主の議決権 － 7,276,469 － 

  平成18年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％） 

（自己保有株式） 

 第一三共株式会社 

東京都中央区日本橋 

本町三丁目５番１号 
37,600 － 37,600 0.00 

（相互保有株式） 

 三共株式会社 

東京都中央区日本橋 

本町三丁目５番１号 
3,319,400 － 3,319,400 0.45 

（相互保有株式） 

 第一製薬株式会社 

東京都中央区日本橋 

三丁目14番10号  
2,602,000 － 2,602,000 0.35 

計 － 5,959,000 － 5,959,000 0.81 



２【自己株式の取得等の状況】 

(1）【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

（注） 平成18年６月29日開催の定時株主総会において定款の一部を変更し、「当会社は、会社法第165条第２項の規

定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。」旨を定款に定めてお

ります。 

(2）【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状況】 

①【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

 該当事項はありません。 

②【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】 

 該当事項はありません。 

３【配当政策】 

当社は、グループの事業活動から得られた成果の配分を最も重要な経営課題の一つとして位置付けており、業績や

資本効率の観点を反映した利益還元を重視するとともに、今後の成長戦略展開に備え、内部留保の充実などを総合的

に勘案し、利益配分を決定してまいります。 

配当につきましては、2009年（平成21年）度に株主資本配当率（DOE）５％の達成を中期的な目標に掲げ、安定的

な増額を図ってまいります。また、自己株式の取得も機動的に実施してまいります。  

内部留保につきましては、研究開発、企業提携、海外事業基盤の強化など、将来の成長を具現化させるための投資

に充当してまいります。 

当期の利益配当金につきましては、期末配当は、１株当たり25円といたしました。 

この結果、平成17年12月12日に中間配当金に代えてお支払いしました普通株式１株につき25円の株式移転交付金と

合わせると、配当性向（連結）40.5％、株主資本配当率（連結）2.9％となります。 

４【株価の推移】 

(1）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

(2）【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 （注） 最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  平成18年６月29日現在

区分 株式の種類 株式数（株） 価額の総額（円）

自己株式取得に係る決議  － － － 

回次 第１期 

決算年月 平成18年３月 

最高（円） 2,710 

最低（円） 2,075 

月別 平成17年10月 11月 12月 平成18年１月 ２月 ３月 

最高（円） 2,330 2,215 2,370 2,490 2,500 2,710 

最低（円） 2,085 2,075 2,180 2,280 2,340 2,335 



５【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

代表取締役 

会長 
  森田 清 昭和14年３月29日生

昭和37年４月 第一製薬株式会社入社 

昭和63年４月 同社医薬営業情報部長 

平成３年４月 同社医薬業務部長 

平成３年６月 同社取締役 

平成７年６月 同社常務取締役 

平成９年６月 同社代表取締役専務 

平成11年６月 同社代表取締役社長（現任） 

平成17年９月 当社代表取締役会長（現任） 

40 

代表取締役 

社長兼ＣＥＯ 
  庄田 隆 昭和23年６月21日生

昭和47年４月 三共株式会社入社 

平成11年１月 同社欧州部長 

平成11年６月 同社海外医薬営業本部長 

平成13年６月 同社取締役 

平成14年６月 同社常務取締役 

平成15年６月 同社代表取締役社長執行役員 

平成17年９月 同社取締役（現任） 

  当社代表取締役社長兼ＣＥＯ

（現任） 

59 

取締役   永迫 弘幸 昭和14年５月17日生

昭和37年４月 第一製薬株式会社入社 

昭和63年４月 同社経営企画室長 

平成３年６月 同社取締役 

平成７年６月 同社常務取締役 

平成11年６月 同社代表取締役専務 

平成15年６月 同社代表取締役副社長 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

16 

取締役   池上 康弘 昭和14年12月24日生

昭和37年４月 三共株式会社入社 

平成６年９月 同社福岡支店長 

平成12年９月 同社医薬営業企画部長 

平成13年６月 同社取締役 

  同社医薬営業本部長 

平成14年６月 同社専務取締役  

平成15年６月 同社代表取締役副社長執行役員 

平成17年９月 同社代表取締役社長執行役員

（現任） 

  当社取締役（現任） 

29 

取締役   采 孟 昭和22年12月11日生

昭和45年４月 第一製薬株式会社入社 

平成９年10月 同社研究開発企画部長 

平成10年６月 同社開発渉外部長 

平成11年６月 同社取締役 

平成11年10月 同社研究開発戦略部長 

平成14年10月 同社常務取締役 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

平成18年６月 第一製薬株式会社代表取締役専

務（現任） 

4 

 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役   杉村 征夫 昭和17年１月16日生

昭和41年４月 三共株式会社入社 

平成５年９月 同社活性物質研究所長 

平成11年９月 同社研究本部副本部長兼研究企

画部長 

平成13年６月 同社取締役 

  同社研究本部長 

平成14年６月 同社専務取締役 

平成15年６月 同社代表取締役副社長執行役員

（現任） 

平成15年10月 同社研究開発統轄本部長（現

任）  

平成18年６月 当社取締役（現任） 

13 

取締役   仁平 圀雄 昭和８年４月６日生

昭和32年４月 警察庁入庁 

平成元年６月 警察庁警務局長 

平成２年12月 警視総監 

平成11年６月 社団法人日本自動車連盟会長 

平成15年６月 三共株式会社取締役（現任） 

平成15年８月 財団法人日本交通管理技術協会

会長（現任） 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

15 

取締役   西川 善文 昭和13年８月３日生

昭和36年４月 株式会社住友銀行入行 

昭和61年６月 同行取締役 

平成元年６月 同行常務取締役 

平成３年11月 同行専務取締役 

平成８年５月 同行副頭取 

平成９年６月 同行頭取 

平成13年４月 株式会社三井住友銀行頭取 

平成14年12月 株式会社三井住友フィナンシャ

ルグループ取締役社長兼任 

平成17年６月 株式会社三井住友銀行特別顧問 

  第一製薬株式会社取締役（現

任） 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

平成18年１月 日本郵政株式会社代表取締役社

長（現任） 

－ 

取締役   矢部 丈太郎 昭和14年１月８日生

昭和38年４月 公正取引委員会事務局入局 

平成８年６月 同 審査局長 

平成９年６月 同 事務総長 

平成11年４月 大阪大学大学院法学研究科教授 

平成14年４月 財団法人公正取引協会副会長

（現任） 

平成16年４月 実践女子大学人間社会学部教授

（現任） 

平成17年６月 第一製薬株式会社取締役（現

任） 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

2 

 



（注）１．取締役仁平圀雄、西川善文、矢部丈太郎及び杉田力之は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であ

ります。 

２．監査役島田馨及び樋口公啓は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 
（千株） 

取締役   杉田 力之 昭和17年10月13日生

昭和41年４月 株式会社日本勧業銀行入行 

平成６年６月 株式会社第一勧業銀行取締役総

括部長 

平成７年５月 同行常務取締役 

平成９年６月 同行代表取締役頭取 

平成12年９月 株式会社みずほホールディング

ス取締役社長兼任 

平成14年６月 株式会社みずほフィナンシャル

グループ名誉顧問（現任） 

平成15年６月 三共株式会社取締役（現任） 

平成17年９月 当社取締役（現任） 

11 

常勤 

監査役 
  和田 耕三 昭和14年１月６日生

昭和37年４月 三共株式会社入社 

平成３年６月 同社監査部長 

平成10年６月 同社監査役（現任） 

平成17年９月 当社監査役（現任） 

15 

常勤 

監査役 
  井上 敦郎 昭和15年４月11日生

昭和40年４月 第一製薬株式会社入社 

平成３年４月 同社国際開発部長 

平成７年６月 同社取締役 

平成７年10月 同社医薬開発企画部長 

平成９年10月 同社国際事業部長 

平成11年６月 同社常務取締役 

平成17年９月 当社監査役（現任） 

42 

監査役   島田 馨 昭和９年３月16日生

昭和35年４月 東京大学医学部第一内科入局 

昭和47年４月 東京都養育院附属病院微生物科

長 

昭和59年８月 東京大学医科学研究所感染症研

究部教授 

平成３年４月 東京大学医科学研究所附属病院

院長 

平成８年４月 東京専売病院院長 

平成15年６月 三共株式会社監査役（現任） 

平成17年９月 当社監査役（現任） 

2 

監査役   樋口 公啓 昭和11年３月14日生

昭和35年４月 東京海上火災保険株式会社入社 

平成元年６月 同社取締役 

平成３年８月 同社常務取締役 

平成７年６月 同社専務取締役  

平成８年６月 同社取締役社長 

平成13年６月 同社取締役会長 

平成15年６月 同社相談役（現任） 

平成16年６月 第一製薬株式会社監査役（現

任） 

平成17年９月 当社監査役（現任）  

－ 

        計 253 



３．なお、当社は執行役員制度を導入しております。執行役員の構成は以下のとおりであります。 

４．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第２項に定める補欠

監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。 

役名 氏名 職名 

執行役員 高野 芳一 総務部長  

執行役員 坂井 学 経営管理部長 

執行役員 小澤 明彦 財務経理部長 

執行役員 高橋 利夫 コーポレートコミュニケーション部長 

執行役員 尾崎 昭雄 経営統合推進部長 

執行役員 蓑谷 利朗 監査部長 

氏名 生年月日 略歴 
所有株式数 

（千株） 

森脇 純夫  昭和32年３月３日生 

昭和56年４月 弁護士登録 石井法律事務所入

所 

平成３年４月 石井法律事務所パートナー（現

任） 

－ 



６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとともに、法令の遵守と経

営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの信

頼に応えることのできる環境を整備することを重視しております。 

(1) 会社の機関の内容および内部統制システムの整備の状況 

①会社の機関の基本説明 

当社は、株主価値向上を経営の重要課題と認識し、法令の遵守と透明性の高い経営、迅速かつ適正な経営の意思決

定、経営と執行に対する監督機能の強化を図っております。 

取締役の経営責任を明確化し、経営環境の変化に機動的に対応して最適な経営体制を構築するため、取締役の任期

を１年としております。 

また、取締役をグループ外から４名選任し、業務執行全般の監督機能の強化並びに経営の透明性を確保する体制と

しております。 

さらに、社外監査役を含む４名で監査役会を構成し、経営の適法性、健全性を監査しております。 

業務執行を担う執行役員は、取締役会において選任され、任期を１年として、代表取締役の指揮のもとで、特定の業

務執行を担当いたします。執行役員には、担当業務に関する専門性が高い能力を有する人材を登用しております。 

会社の機関の内容は、以下に示す通りであります。 

②会社の機関の内容 

取締役会は原則月１回開催し、会社の業務執行を決し、取締役の職務執行を監督しております。 

また経営会議を原則週２回開催し、業務執行に関する審議を行い、経営判断の迅速性と適正性の向上に努めており

ます。 

また、当社の取締役は事業子会社の三共㈱と第一製薬㈱の取締役を概ね兼務し、第一三共グループトータルとして

の事業展開を目指しております。 

③監査役監査及び内部監査の状況 

当社は監査役制度を採用しております。各監査役は、会社の健全で持続的な経営に資するため監査役監査基準に則

り取締役会ならびに経営会議などの重要な会議に出席し意見を述べるとともに、取締役及び使用人等から受領した報

告内容の検証、会社の業務及び財産の状況に関する調査等を実施しております。 

内部監査につきましては、内部監査担当部門の監査部が監査計画に基づき、コンプライアンス体制、リスクマネジ

メント体制、内部統制システム等の監査を実施しております。 



④会計監査の状況 

当社はあずさ監査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けております。また監査役との連携にも留意しておりま

す。 

当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、三和 彦幸、浜嶋 哲三、大谷 秋洋であります。また、当社の会

計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、会計士補７名及びその他４名であります。 

⑤社外取締役及び社外監査役との関係 

当社と当社の社外取締役および社外監査役の間には、特別な利害関係はありません。 

⑥コンプライアンスの重視 

法令の遵守については、当社及びグループ各社が「企業行動指針」を制定しているほか、当社は顧問弁護士及び取

締役等を構成メンバーとする倫理委員会や従業員ホットラインを設置し、継続的な徹底に努めております。 

⑦ディスクロージャー 

当社は、会社状況等のタイムリーな情報開示を継続して実施し、経営の透明性に努めております。 

(2) リスク管理体制の整備の状況 

当社では、重大な事件、事故もしくは問題発生により、当社の企業経営に重大な損失を及ぼす虞のある事態を危機

と定義し、社内規程として「リスクマネジメント推進規程」を策定し、危機を事前に予知し、その未然防止を図ると

ともに、万が一発生した危機による損失を最小限にとどめるための活動について定めております。 

グループリスクマネジメントは、グループ各社と連絡体制を構築、連携し推進しております。 

また、発生した事態が危機と判断した場合には、速やかに経営会議の開催を要請、緊急対策本部を設置し、迅速か

つ適切な措置をとることとしております。 

(3) 役員報酬の内容 

当社の社内取締役に対する報酬は８千２百万円であり、同じく社外取締役に対する報酬は、１千２百万円でありま

す。 

また、監査役に対する報酬は３千万円であります。 

なお、期末日現在の社内取締役は６名、社外取締役は４名、監査役は４名であり、株主総会決議による報酬限度額

は取締役４億５千万円、監査役１億２千万円であります。 

(4) 監査報酬の内容 

当社の会計監査人であるあずさ監査法人に対する報酬の内容は、公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第

１項に規定する監査業務に係わる報酬が７千８百万円、監査証明以外の業務に対する報酬が１百万円であります。監

査業務に係わる報酬には、米国基準に基づく平成18年３月期に係る監査の監査報酬の額５千５百万円が含まれており

ます。 



第５【経理の状況】 

１．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

 （1）当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。 

   以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 （2）当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下 

   「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

     当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、当連結会計年度（平成17年４月１日から平成18年３月31日まで）

の連結財務諸表及び当事業年度（平成17年９月28日から平成18年３月31日まで）の財務諸表について、あずさ監査法

人により監査を受けております。 



１【連結財務諸表等】 

(1）【連結財務諸表】 

①【連結貸借対照表】 

  
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   223,979  

２．受取手形及び売掛金   240,173  

３．有価証券   274,510  

４．抵当証券   16,500  

５．たな卸資産   121,694  

６．繰延税金資産   40,911  

７．その他   41,313  

  貸倒引当金   △599  

流動資産合計   958,483 60.1 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※１    

（1）建物及び構築物 ※３ 164,047   

（2）機械装置及び運搬具 ※３ 47,888   

（3）土地 ※３ 48,892   

（4）建設仮勘定  10,010   

（5）その他 ※３ 18,874 289,712 18.1 

２．無形固定資産     

（1）連結調整勘定  9,788   

（2）その他  26,378 36,166 2.3 

３．投資その他の資産     

（1）投資有価証券 ※2,3 256,338   

（2）長期貸付金  6,154   

（3）前払年金費用  17,307   

（4）繰延税金資産  7,403   

（5）その他 ※２ 25,090   

   貸倒引当金  △529 311,763 19.5 

固定資産合計   637,643 39.9 

資産合計   1,596,126 100.0 

 



  
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金   65,596  

２．短期借入金 ※３  13,547  

３．未払法人税等   26,169  

４．繰延税金負債   31  

５．返品調整引当金   657  

６．売上割戻引当金   2,204  

７．偶発損失引当金   3,379  

８．その他   125,246  

流動負債合計   236,833 14.9 

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金 ※３  3,374  

２．繰延税金負債   23,926  

３．退職給付引当金   68,321  

４．役員退職慰労引当金   3,140  

５．土壌浄化対策引当金   2,850  

６．その他   8,540  

固定負債合計   110,154 6.9 

負債合計   346,987 21.8 

     

（少数株主持分）     

少数株主持分   11,609 0.7 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※７  50,000 3.1 

Ⅱ 資本剰余金   179,858 11.3 

Ⅲ 利益剰余金   936,513 58.7 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   80,254 5.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   735 0.0 

Ⅵ 自己株式 ※８  △9,832 △0.6 

資本合計   1,237,529 77.5 

負債、少数株主持分及び資本 
合計 

  1,596,126 100.0 

     



②【連結損益計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   925,918 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  290,735 31.4 

売上総利益   635,182 68.6 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

１．広告宣伝費及び販売促進費  74,690   

２．給料・賞与及び手当  98,570   

３．退職給付費用  4,899   

４．研究開発費 ※１ 158,716   

５．その他  143,577 480,454 51.9 

営業利益   154,728 16.7 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  3,326   

２．受取配当金  1,995   

３．受取賃貸料  1,148   

４．その他  4,480 10,951 1.2 

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息  313   

２．たな卸資産処分損及び評価損  1,587   

３．寄付金  1,099   

４．創立費償却額  361   

５．持分法による投資損失   349   

６．その他  2,253 5,964 0.7 

経常利益   159,714 17.2 

 



  
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益     

１．固定資産売却益 ※２ 4,897   

２．関係会社株式処分益  1,179   

３．投資有価証券売却益  649   

４．厚生年金基金代行返上益  163 6,890 0.8 

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産処分損 ※３ 5,550   

２．事業統合関連損失  ※４  9,893   

３．減損損失 ※５ 5,253   

４．偶発損失引当金繰入額  ※６ 3,379   

５．土壌浄化対策引当金繰入額   2,850   

６．事業再編関連損失  ※７ 1,153   

７．ビタミン独禁法関連損失  ※８ 1,125   

８．投資有価証券評価損   346   

９．特別退職加算金   160 29,712 3.2 

税金等調整前当期純利益   136,892 14.8 

法人税、住民税及び事業税  54,207   

法人税等調整額  △5,011 49,196 5.3 

少数株主利益   3 0.0 

当期純利益   87,692 9.5 



③【連結剰余金計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   180,027 

Ⅱ 資本剰余金減少高    

１．自己株式処分差損  169 169 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   179,858 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   956,658 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．当期純利益  87,692 87,692 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  17,311  

２．株式移転交付金  17,167  

３．役員賞与  405  

４．自己株式消却額  72,419  

５．自己株式処分差損  298  

６．連結子会社減少に伴う減
少高 

 235 107,837 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   936,513 

    



④【連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益  136,892 

減価償却費  41,128 

減損損失  5,253 

連結調整勘定償却額  1,424 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △27 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △3,314 

前払年金費用の増減額（増加：△）  △1,813 

受取利息及び受取配当金  △5,322 

支払利息  313 

固定資産売却損益  653 

罰金及び和解金損失  1,125 

持分法による投資損益  349 

売上債権の増減額（増加：△）  11,651 

たな卸資産の増減額（増加：△）  8,251 

仕入債務の増減額（減少：△）  △6,990 

その他  △7,661 

小計  181,914 

利息及び配当金の受取額  5,285 

利息の支払額  △313 

罰金及び和解金の支払額  △1,125 

法人税等の支払額  △53,001 

営業活動によるキャッシュ・フロー  132,759 

Ⅱ 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  △5,140 

定期預金の払戻による収入  4,409 

有価証券の取得による支出  △86,578 

有価証券の売却による収入  119,972 

有形固定資産の取得による支出  △41,798 

有形固定資産の売却による収入  5,471 

無形固定資産の取得による支出  △6,788 

投資有価証券の取得による支出  △38,975 

投資有価証券の売却による収入  16,095 

少数株主からの子会社株式の取得によ
る支出 

 △10,268 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入 

※２ 642 

貸付けによる支出  △2,451 

貸付金の回収による収入  1,837 

その他  4,313 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △39,258 

 



  
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅲ 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（減少：△）  △2,286 

長期借入れによる収入  1,110 

長期借入金の返済による支出  △1,204 

自己株式の取得による支出  △16,610 

自己株式の売却による収入  2,919 

配当金の支払額  △17,326 

株式移転交付金の支払額  △17,167 

その他  460 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △50,106 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,793 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

 47,188 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  354,102 

Ⅶ 連結範囲の変更による増減額（減少：
△） 

 △322 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 400,967 

   



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1) 連結子会社 57社 

主要な連結子会社名 

（国内） 

三共㈱、第一製薬㈱、第一アスビオフ

ァーマ㈱、第一ファインケミカル㈱、

㈱第一ラジオアイソトープ研究所、第

一化学薬品㈱、第一ファルマテック

㈱、和光堂㈱、三共アグロ㈱、日本乳

化剤㈱、三共ライフテック㈱ 

（海外） 

第一三共Inc.、ルイトポルド・ファー

マシューティカルズInc.、三共ファル

マGmbH 

なお、三共㈱の連結子会社であった

日本ダイヤバルブ㈱、九州三共㈱及び

三共フーヅ㈱を株式の売却等により、

期首において連結の範囲から除外して

おりますが、利益剰余金期首残高には

含めております。エフピー化工㈱は、

株式を売却したため、期中において連

結の範囲から除外しております。 

また、第一製薬㈱の連結子会社であ

った東京医薬紙器㈱及び西邨紙器㈱

は、第一製薬㈱が保有株式の一部を売

却したため、期中において連結の範囲

から除外し、持分法を適用しておりま

す。第一ファインケミカルズInc.は、

清算が結了したため連結の範囲から除

外しております。 

三共㈱の連結子会社であったディス

メドAG、第一製薬㈱の連結子会社であ

った関西第一サービス㈱、第一テクノ

ス㈱、㈱第一サントリー生物医学研究

所及び第一製薬（中国）有限公司は、

他の連結子会社と合併しております。

三共㈱の連結子会社であった三共ファ

ルマInc.と第一製薬㈱の連結子会社で

あった第一ファーマ・ホールディング

スInc.、第一ファーマシューティカル

Corp.及び第一メディカル・リサーチ

Inc.の４社は平成18年３月31日付で合

併し、新たに第一三共Inc.となってお

ります。 

当連結会計年度において設立した第

一三共ヘルスケア㈱及び三共グルンド

ステュックGmbH & Co.オブジェクト・

ミュンヘンKGを、新規連結しておりま

す。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  (2) 非連結子会社（三共保険エージェン

シー㈱、ゴードー不動産㈱、上海三共

製薬有限公司他）は、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に対する影響が軽微であるため、

連結の範囲から除外しております 

２．持分法の適用に関する

事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 ０社 

  持分法適用の関連会社 ５社 

主要な会社名 

サノフィパスツール第一ワクチン㈱ 

(2) 持分法適用外の非連結子会社（三共

保険エージェンシー㈱、ゴードー不動

産㈱、上海三共製薬有限公司他）及び

関連会社（㈱東京薬業会館他）は、そ

れぞれ連結純損益及び連結利益剰余金

等に及ぼす影響が軽微であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響を及ぼ

していないため、持分法の適用から除

外しております。 

３．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、決算日が12月31

日の会社については、連結財務諸表の

作成にあたって、同決算日現在の財務

諸表を使用しております。ただし、連

結決算日との間に重要な取引が生じた

場合、連結上必要な調整を行っており

ます。 

（決算日が12月31日の会社） 

ルイトポルド・ファーマシューティカ

ルズInc.、第一アスビオ・ファーマシ

ューティカルズInc.、三共ファルマ

GmbH及び子会社12社、第一製薬（北

京）有限公司他５社 

 なお、三共ファルマInc.（現第一三

共Inc.）は、第一ファーマ・ホールデ

ィングスInc.他との合併を機に、決算

期を３月31日に変更しておりますが、

当連結会計年度においては平成17年12

月31日現在の財務諸表を使用しており

ます。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

４．株式移転に伴う資本連

結手続に関する事項 

(1) 当社は、株式移転制度の利用により

三共㈱と第一製薬㈱（以下「完全子会

社」）の完全親会社として設立いたし

ました。この企業結合による資本手続

は、「株式交換及び株式移転制度を利

用して完全親子会社関係を創設する場

合の資本連結手続」（日本公認会計士

協会会計制度委員会研究報告第６号）

に準拠し、持分プーリング法による処

理を行っております。 

 (2) 今回の企業結合については、完全子

会社の業務内容及び財政状態等を総合

的に勘案し、当社グループのリスクと

便益を完全子会社が継続的に共同して

負担及び享受することとなるため、持

分の結合に該当すると判断いたしまし

た。 

５．会計処理基準に関する

事項 

 

(イ) 重要な資産の評価基

準及び評価方法 

(1) 有価証券 

満期保有目的の債券 

…主として償却原価法（定額法） 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

…主として決算時の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法によ

り算定） 

 時価のないもの 

…主として移動平均法による原価

法 

 (2) デリバティブ 

…時価法 

 (3) たな卸資産 

…主として総平均法による低価法 

(ロ) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定率法

によっております。 

ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法によっております。 

在外連結子会社は、主として定額法

によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

  建物及び構築物 15～50年

 機械装置及び運搬具 ４～７年

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (2) 無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、将来の費用削減効果が確実な

自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に

基づいております。 

(ハ) 繰延資産の償却の方

法 

(1) 創立費 

支出時に全額費用として処理してお

ります。 

(ニ) 重要な引当金の計上

基準 

(1) 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

 (2) 返品調整引当金 

連結子会社の三共㈱、第一製薬㈱及

びその他一部の連結子会社は、連結会

計年度末日後の返品損失に備えるた

め、将来の返品見込額に対し、売上利

益及び廃棄損失相当額の合計額を計上

しております。 

なお、戻入額268百万円は売上原価で

処理しております。 

 (3) 売上割戻引当金 

連結子会社の三共㈱、第一製薬㈱及

びその他一部の連結子会社は、将来の

売上割戻に備えるため、連結会計年度

末特約店在庫金額及び連結会計年度末

売掛金額に対し支出見込率を乗じた額

を計上しております。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (4) 退職給付引当金 

国内連結子会社は、従業員の退職給

付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき計上しております。 

一部の在外連結子会社は、所在地国

における一般に公正妥当と認められる

会計基準に基づき計上しております。 

過去勤務債務は、発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年～10年）による定額法により費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年～10

年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年度から費

用処理しております。ただし、連結子

会社の三共㈱は発生時に全額を費用処

理しております。 

 （追加情報）  

連結子会社の第一製薬㈱は、確定給

付企業年金法の施行に伴い、厚生年金

基金の代行部分について、平成17年１

月１日に厚生労働大臣から過去分返上

の認可を受け、平成17年５月31日に国

に返還額（最低責任準備金）の納付を

行いました。 

当連結会計年度の損益に与えている

影響額は、特別利益163百万円でありま

す。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社は、役員の退職時に

支給される退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく連結会計年度末要

支給額を計上しております。 

一部の在外連結子会社は、役員退職

慰労金の支出に備えて、当連結会計年

度末までに発生していると認められる

額を計上しております。 

 (6) 偶発損失引当金 

将来発生する可能性のある偶発損失

に備えるため、偶発事象毎に個別のリ

スクを検討し、合理的に算定した損失

見込額を計上しております。  

 (7) 土壌浄化対策引当金 

土壌浄化対策に係わる損失に備える

ため、土地の一部における浄化対策費

用の見積額を計上しております。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(ホ) 重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算時

の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しておりま

す。 

なお、在外子会社等の資産及び負債

は決算時の直物為替相場により円貨に

換算し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は少数

株主持分及び資本の部における為替換

算調整勘定に含めて計上しておりま

す。 

(ヘ) 重要なリース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(ト) 重要なヘッジ会計の

方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約について振当処理の要

件を満たしている場合には、振当処理

によっており、金利スワップについて

はヘッジ会計の要件を満たし、さらに

想定元本、利息の受払条件及び契約期

間がヘッジ対象となる借入金と同一で

あるため、特例処理によっておりま

す。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約、金利スワッ

プ 

 ヘッジ対象：外貨建債権債務及び予

定取引、借入金 

 (3) ヘッジ方針 

輸出入取引に係る為替変動リスク、

借入金の金利変動リスクをヘッジし、

投機目的によるデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

為替予約は取引の重要な条件が同一

であり、金利スワップは特例処理によ

っているため、ヘッジ効果が極めて高

いことから、有効性の評価を省略して

おります。 

(チ) その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。 

 



項目 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

全面時価評価法を採用しておりま

す。 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

原則として５年間で均等償却するこ

ととしております。ただし、金額が僅

少の場合は、発生した年度に一括償却

しております。 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

連結会社の利益処分については、連

結会計年度中において確定した利益処

分に基づいて、連結剰余金計算書を作

成しております。 

８．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、543,118百万円

であります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式） 2,106百万円 

投資その他の資産のその他 

（出資金） 
7,213 

※３．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 百万円 百万円 

建物及び構築物 2,285 (1,840) 

機械装置及び運搬具 2,321 (2,321) 

土地 900 (757) 

有形固定資産のその他 60 (60) 

投資有価証券 766 (－) 

計 6,333 (4,979) 

 担保付債務 百万円 百万円 

短期借入金 415 (88) 

長期借入金 1,367 (700) 

 計 1,782 (788) 

 上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当並びに当

該債務を示しております。 

 ４．偶発債務 

 連結会社以外の会社及び従業員の金融機関ほかか

らの借入金等に対して債務保証を行っており、その

内訳は次のとおりであります。 

従業員（住宅資金等） 2,195百万円

サノフィパスツール第一ワクチ

ン㈱ 
350
 

サウジアラビアンジャパニーズ

ファーマシューティカル社  
322
 

その他 52
 

 計 2,920 

 ５．受取手形割引高は、93百万円であります。 

 



当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 ６．貸出コミットメント契約 

連結子会社の三共㈱、第一製薬㈱及びその他一部

の連結子会社において、運転資金の効率的な調達を

行うため取引金融機関17行と貸出コミットメント契

約を締結しております。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに

係る借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 63,000百万円

借入実行残高 － 

 差引額 63,000 

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式735,011,343株

であります。 

※８．連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式

の数は、普通株式5,959,047株であります。 



（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費は次のとおりであります。 

一般管理費 158,716百万円

当期製造費用 － 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 33 

土地 4,860 

有形固定資産のその他 2 

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 1,773百万円

機械装置及び運搬具 422 

土地 44 

有形固定資産のその他 514 

無形固定資産のその他 1,308 

上記の他、破却費用が1,487百万円であります。 

※４．事業統合関連損失 

当社グループにおける三共グループと第一製薬グ

ループとの医薬品事業統合に伴う一時費用であり、

その主な内訳は次のとおりであります。 

海外事業統合関連費用 7,086百万円

ヘルスケア事業統合関連費用 968 

その他調査費用等 1,838 

 



当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※５．減損損失 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、事業用

資産については製品の種類や営業活動の類似性、企

業集団としての整合性、及び将来的な管理の継続性

を考慮して管理会計上の事業別損益管理区分により

グルーピングしており、また、賃貸資産及び事業の

用に直接供していない遊休資産については個々にグ

ルーピングしております。 

当連結会計期間において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

  
上記の資産グループは、遊休状態であり今後の使

用見込みも未確定なため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（5,253百万円）

として特別損失に計上いたしました。 

その内訳は、建物及び構築物2,442百万円、機械装

置1,888百万円、土地901百万円、その他20百万円で

あります。 

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、鑑定評価額又は固定資産

税評価額を合理的に調整した価額等に基づき算定し

ております。 

場所 用途 種類 摘要 

福島県 
いわき市 

小名浜工場
医薬品製造
設備 

建物及び 
機械装置等 

遊休 

札幌市 
白石区 

旧札幌物流
センター 
物流設備 

土地 遊休 

栃木県 
下野市 

旧栃木研究
センター 
研究設備 

建物及び 
土地等 

遊休 

茨城県 
土浦市 

社宅用地等 土地 遊休 

千葉県 
山武市 

千葉工場 
工場用地 

土地 遊休 

※６．偶発損失引当金繰入額 

最低購入数量の規定がある商品購入契約に係る、

将来の違約金等の損失見積額であります。 

※７．事業再編関連損失 

医薬品事業に集中するため、周辺事業の整理を進

めており、その一環として実施した関係会社株式の

売却により生じた損失及び外部のアドバイザーへの

支払費用であります。 

※８．ビタミン独禁法関連損失 

ビタミンカルテルの欧州における控訴審判決に伴

う課徴金であります。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 223,979百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△2,901 

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資 
179,890 

現金及び現金同等物 400,967 

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により連結子会社でなくなった日本ダ

イヤバルブ㈱、エフピー化工㈱の資産及び負債の内

訳並びに子会社株式の売却価額と子会社株式の売却

による収入（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 4,452百万円 

固定資産 939 

流動負債 △3,526 

固定負債 △561 

関係会社株式処分益 27 

関係会社株式処分損 △330 

子会社株式の売却価額 1,001 

子会社の現金及び現金同等物 △358 

差引：子会社株式の売却によ

る収入 
642 



（リース取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額
相当額 
 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

減損損失
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 

9,023 5,540 － 3,482 

その他 12,093 7,176 － 4,916 

 合計 21,117 12,717 － 8,399 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 3,175百万円 

１年超 5,223
 

 合計 8,399 

リース資産減損勘定の残高 －百万円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 4,469百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 － 

減価償却費相当額 4,469 

減損損失 － 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料 

１年内 1,858百万円 

１年超 6,479 

 合計 8,338 



（有価証券関係） 

Ⅰ 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

 種 類 
連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

時価 

（百万円） 

差額 

（百万円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 999 1,000 0 

(2) 社債 22,808 22,866 58 

(3) その他 － － － 

小計 23,808 23,866 58 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 42,397 42,311 △86 

(2) 社債 83,695 82,639 △1,055 

(3) その他 － － － 

小計 126,093 124,951 △1,141 

合計 149,901 148,817 △1,083 

 種 類 
取得原価 

（百万円） 

連結貸借対照表 

計上額(百万円) 

差額 

（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1) 株式 38,949 172,059 133,109 

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 1,120 1,226 106 

③その他 － － － 

(3) その他 2,155 3,276 1,121 

小計 42,224 176,562 134,337 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1) 株式 64 59 △4 

(2) 債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 17,096 17,096 － 

(3) その他 210 204 △6 

小計 17,371 17,360 △10 

合計 59,595 193,922 134,327 



（注）当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて301百万円の減損処理を行っております。

なお、当該有価証券の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した

場合には「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。

また、30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性

を判断し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

4,593 752 206 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 
 

①譲渡性預金 12,000 

②コマーシャル・ペーパー 84,981 

③その他 10 

(2）その他有価証券  

①ＭＭＦ等 65,811 

②非上場株式 11,847 

③優先出資証券 6,000 

④その他 4,267 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

(1）債券     

①国債・地方債等 40,403 2,993 － － 

②社債 54,206 41,281 11,016 － 

③その他 96,991 － － － 

(2）その他 － 1,226 － － 

合計 191,602 45,501 11,016 － 



（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 連結子会社が為替予約取引、通貨オプション取引、

金利スワップ取引及び個別株オプション取引を 

行っております。 

(2）取引に対する取組方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、将来の金利変動

リスク及び株価連動型報奨受給権に係る株価変動リス

クの回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

(3）取引の利用目的 

  輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利変

動リスク及び株価連動型報奨受給権に関する株価変動

リスクを回避する目的で利用しております。 

  なお、為替予約取引、通貨オプション取引及び金利

スワップ取引を利用してヘッジ会計を行っておりま

す。 

ヘッジ会計の方法 

 為替予約及び通貨オプション取引においては振当

処理、金利スワップにおいては特例処理によってお

ります。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 … 為替予約、通貨オプション、金

利スワップ 

 ヘッジ対象 … 外貨建債権債務及び予定取引、

借入金 

ヘッジ方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利

変動リスクをヘッジする方針であります。なお、投

機目的によるデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額累計とヘッジ対象の変動額累

計とを比較し、その変動額の比率によって有効性の

評価を行うこととしております。なお、為替予約等

は取引の重要な条件が同一であり、金利スワップは

特例処理によっているため、ヘッジ効果が極めて高

いことから、有効性の評価を省略しております。 

 



  ２．取引の時価等に関する事項 

   (1）株式関連 

  （注）１．時価の算定方法 取引の契約先の金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

     ２．「契約額等」及び「うち１年超」下段（ ）書きの金額は、オプション料の金額であります。 

    ３．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、記載対象から除いております。 

  

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当該デリバティブ取引について、為替予約及び通貨

オプションは為替変動による一般的な市場リスクがあ

り、金利スワップは市場金利の低下によるリスクがあ

り、個別株オプションは株価変動による一般的な市場

リスクがあります。なお、当該デリバティブ取引の契

約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先の

契約不履行に伴う信用リスクはほとんどないと判断し

ております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の実行及び管理は、当該会社の経

理部門等が行っております。取引の実行にあたって

は、取引契約を締結する段階で社長等の決裁を得るこ

ととしており、その範囲内で経理担当役員の承認を得

て行っております。また、取引の結果については、必

要に応じて社長または取締役会に報告しております。 

区分 取引の種類 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

契約額等 

（百万円） 

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

 評価損益 

（百万円） 

市場取引以外の取引 
個別株オプション取引 

買建 コール 

4,325 4,325     

(1,755) (1,755) 1,475 △280 

合計 
4,325 4,325     

(1,755) (1,755) 1,475 △280 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 国内連結子会社のうち、三共㈱及び国内子会社は確定給付型の制度として、主に退職一時金制度及び適格退職年金制

度を採用しております。また、一部の子会社では総合設立型厚生年金制度に加入しております。第一製薬㈱及び国内子

会社は、主にグループ連合型による確定給付企業年金制度と確定拠出年金制度を採用しております。一部の在外連結子

会社では、確定給付型または確定拠出型の年金制度を設けております。 

 なお、退職給付会計に準拠した数理計算の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務 （注）１ △148,160百万円 

(2）年金資産   （注）２ 97,909 

(3）未積立退職給付債務 (1)+(2) △50,251 

(4）未認識数理計算上の差異 2,064 

(5）未認識過去勤務債務    △2,827 

(6）連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5) △51,014 

(7）前払年金費用 17,307 

(8）退職給付引当金   (6)-(7) △68,321 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

（注)１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

２．総合設立型厚生年金基金制度の年金資産の額

8,891百万円(自社の拠出に対応する金額を合理

的に計算することが出来ないため、掛金拠出割

合で計算）は、上記年金資産に含まれておりま

せん。 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）勤務費用  （注）１・２ 8,715百万円 

(2）利息費用 3,272 

(3）期待運用収益 △2,338 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 △1,437 

(5）過去勤務債務の費用処理額 △870 

(6）臨時に支払った割増退職金等 1,620 

(7) 退職給付費用 

    (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) 
8,961 

(8）厚生年金基金代行返上益 △163 

(9）その他   （注）３ 884 

合計  (7)+(8)+(9) 9,681 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

（注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

２．総合設立型厚生年金基金に対する従業員拠出額

を控除しております。 

３．確定拠出年金の掛金支払額及び退職年金前払い

制度による従業員に対する前払退職金支給額で

あります。 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 主として2.5％ 

(3）期待運用収益率 2.5～3.0％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 ５年～10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により費用処

理しております。） 

(5）数理計算上の差異の処理年数 ５年～10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数による定額法により、それ

ぞれ翌連結会計年度から費用処

理することとしております。）

ただし、三共㈱は発生時に全額

費用処理しております。 



（税効果会計関係） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

退職給付引当金超過額 25,879百万円 

前払委託研究費・共同開発費等 21,546 

減価償却費 16,914 

繰越欠損金 15,840 

未払賞与 10,330 

たな卸資産未実現利益・評価損 8,009 

固定資産未実現利益 6,106 

減損損失 4,402 

未払事業税 2,181 

その他 20,679 

繰延税金資産小計 131,891 

評価性引当額 △32,484 

繰延税金資産合計 99,407 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △55,030 

固定資産圧縮積立金 △9,604 

前払年金費用 △6,948 

その他 △3,468 

繰延税金負債合計 △75,052 

繰延税金資産（負債）の純額 24,355 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 40,911百万円 

固定資産－繰延税金資産 7,403
 

流動負債－繰延税金負債 △31
 

固定負債－繰延税金負債 △23,926
 

 



当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない
項目 

5.2
 

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△1.0
 

評価性引当額の増減額 △3.1 

試験研究費の法人税額特別控除 △6.2 

その他 0.5 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.9 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

製品の種類、販売市場の類似性等を考慮し、区分しております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

医薬品…医療用医薬品、ヘルスケア品 

その他…食品、農薬、化学品 他 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の各区分に属する国又は地域 

北米 …… 米国 

その他 … ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、台湾等 

 
医薬品 

（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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 784,666 141,251 925,918 － 925,918

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
790 4,024 4,814 (4,814) －

計 785,457 145,275 930,733 (4,814) 925,918

営業費用 637,342 139,129 776,472 (5,282) 771,190

営業利益 148,114 6,146 154,260 467 154,728

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失及び

資本的支出 
     

資産 1,429,425 169,659 1,599,084 (2,957) 1,596,126

減価償却費 35,795 5,333 41,128 － 41,128

減損損失 5,253 － 5,253 － 5,253

資本的支出 28,967 6,408 35,375 － 35,375

 
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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 752,793 116,061 57,063 925,918 － 925,918

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
21,553 18,212 5,805 45,572 (45,572) －

計 774,347 134,274 62,869 971,490 (45,572) 925,918

営業費用 644,098 108,816 62,690 815,605 (44,414) 771,190

営業利益 130,249 25,457 178 155,885 (1,157) 154,728

Ⅱ 資産 1,452,287 132,455 59,040 1,643,783 (47,656) 1,596,126



【海外売上高】 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

北米……米国、カナダ 

欧州……ドイツ、英国、スペイン、イタリア、アイルランド、フランス、スイス等 

その他…アジア、中近東、中南米等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

【関連当事者との取引】 

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 182,614 98,440 26,210 307,265

Ⅱ 連結売上高（百万円）    925,918

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.7 10.6 2.9 33.2



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,696.97円 

１株当たり当期純利益 119.49円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 119.47円 

 
当連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益  

当期純利益（百万円） 87,692 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 350 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (350) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 87,342 

普通株式の期中平均株式数（千株） 730,938 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  

当期純利益調整額（百万円） － 

普通株式増加数（千株） 136 

（うち新株予約権（千株）） (136) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 第一製薬㈱が付与した新株引受

権２種類（目的となる株式数1,001

千株）及び三共㈱が発行した新株

予約権１種類（新株予約権の数 

3,760個）。 

 なお、当連結会計期間末におい

てはすべて消滅しております。 



（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．ゼファーマ株式会社の株式取得 

 当社は、平成18年３月31日付でアステラス製薬㈱の完

全子会社であるゼファーマ㈱の全株式を取得することを

アステラス製薬㈱と合意し、平成18年４月13日に株式取

得を完了しております。 

(1)買収の目的 

 一般用医薬品を中心とするヘルスケア事業の強化 

(2)株式取得の相手会社の名称 

 アステラス製薬株式会社 

(3)買収した会社の名称、事業内容、規模 

 名称：ゼファーマ株式会社 

 事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、食品等の開

発・販売 

 資本金：３億円 

 売上高：220億円（平成18年３月期） 

(4)株式取得の時期  

 平成18年４月13日  

(5)取得した株式の数、取得価額及び取得後の持分比率  

 取得株式数：6,000株 

 取得価額：355億円 

 取得後の持分比率：100％ 

(6)支払資金の調達 

 自己資金 

２．和光堂株式会社の株式譲渡 

 当社の完全子会社である三共㈱は、平成18年４月24日

の取締役会において、同社の子会社である和光堂㈱の株

式について、アサヒビール㈱が実施する公開買付けに応

募することを決議いたしました。平成18年５月に当該公

開買付けが成立し、株式譲渡を完了しております。 

(1)譲渡の理由 

 当社は医薬品事業に経営資源の集中を図るべく、非医

薬品事業の見直しに取り組んでおります。そのような

中、和光堂㈱の事業性、成長性を高く評価するアサヒビ

ール㈱より、公開買付けにより和光堂㈱の株式を買い付

ける提案がなされました。アサヒビール㈱の顧客満足と

品質を追求する経営及び技術やノウハウ、多用な販売チ

ャネルが、和光堂㈱の今後の更なる事業発展につながる

ものと判断されることや、公開買付け価格などの諸条件

を総合的に勘案し、公開買付けに応募することといたし

ました。 

(2)譲渡した相手会社の名称 

 アサヒビール株式会社 

(3)譲渡の日程 

 平成18年４月25日 公開買付開始公告日 

 平成18年５月15日 公開買付期間末日 

 平成18年５月19日 公開買付決済開始日 

 



当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4)当該子会社等の名称、事業内容及び会社との取引内容 

 名称：和光堂株式会社 

 事業内容：育児用粉乳、ベビーフード、自動販売機用

食品、家庭用食品、業務用粉乳、医薬品、

医薬部外品、化粧品、衛生用品、雑貨等の

製造及び販売 

 取引内容：該当事項はありません 

(5)譲渡した株式の数、譲渡価額、譲渡益及び譲渡後の持

分比率 

 譲渡株式数：3,533千株 

 譲渡価額：279億円 

 譲渡益：198億円 

 譲渡後の持分比率：0％ 



⑤【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

 該当事項はありません。 

【借入金等明細表】 

 （注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内の返済予定額は次のとおりであり

ます。 

※３．取引保証金（その他の有利子負債）については、返済期限を特に定めていないため連結決算日後５年内の返

済予定額は記載しておりません。 

区分 
当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 12,647 0.85 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 899 1.52 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 3,374 1.51 平成19年～31年 

その他の有利子負債 取引保証金 3,725 2.44 ※３ 

合計 20,647 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 808 634 522 514 



(2）【その他】 

①決算日後の状況 

 該当事項はありません。 

②訴訟 

（イ） 米国において、ワーナー・ランバート社が、当社の連結子会社である三共㈱が供給した原体（一般名：ト

ログリタゾン）を使用して、平成12年３月まで製造販売しておりました糖尿病治療剤「レズリン」を服用し

た患者から、ワーナー・ランバート社らに対して、同剤の服用により被害を受けたとして、損害賠償などを

求める訴訟が米国内において多数提起されております。そのうちの一部の訴訟については、三共㈱の米国子

会社である三共ファルマInc.（現第一三共Inc.）も被告となっており、ワーナー・ランバート社とともに、

これらの訴訟に対応しております。これらの訴訟において原告が要求している救済には、損害賠償、懲罰的

賠償が含まれております。 

なお、三共㈱とワーナー・ランバート社との同剤に関するライセンス契約には、同剤に関連して訴訟が発

生した場合の、三共㈱及び三共㈱子会社の負担費用など（損害賠償金を含む）に関するワーナー・ランバー

ト社による補填規定があります。 

（ロ） 当社の連結子会社である第一製薬㈱と第一製薬㈱の米国子会社である第一ファーマシューティカルCorp.

（現第一三共Inc.）及び第一ファインケミカルズInc.（第一ファインケミカル㈱が100％所有）は、パント

テン酸カルシウム及びビタミンＢ６の販売に関して、カルテルによって損害を被ったとする人々から他のビ

タミン製造・販売会社とともに、米国において連邦裁判所及び州裁判所に対し損害賠償請求訴訟を提起され

ております。また、カナダにおいても同社は同様の損害賠償請求訴訟を地方裁判所に提起されております。

米国における連邦裁判所の訴訟については、平成11年11月に原告側との間に和解金を支払うことで集団和

解契約を締結し和解手続きを進めました。和解契約に基づく和解金は、米国及びカナダ政府との司法取引に

よる罰金とともに、平成12年３月期連結会計年度において特別損失に計上いたしました。なお、集団和解よ

り離脱した原告について個別に和解交渉を継続した結果、ほぼ個別和解が成立し、平成15年３月期連結会計

年度までに和解金を特別損失として計上しております。また、米国の州裁判所に提起された訴訟について

は、平成12年10月に、一部の州を除き原告側との間に和解金を支払うことで集団和解契約が成立し、和解手

続きを進めました。和解契約に基づく和解金は、平成13年３月期及び平成14年３月期連結会計年度におい

て、特別損失に計上いたしました。集団和解より離脱した一部の原告及び集団和解契約に参加しなかった州

の原告については、個別に和解を進めており、平成17年３月期連結会計年度までに特別損失に計上しており

ます。 

カナダにおける損害賠償請求訴訟については、和解が成立し、平成17年３月期連結会計年度までに特別損

失に計上しております。 

（ハ） ヨーロッパにおいて第一製薬㈱は、パントテン酸カルシウム及びビタミンＢ６の販売に関して、ＥＵ競争

法に基づく欧州委員会の調査を受け、平成13年11月に同委員会よりＥＵ競争法違反による23,400千ユーロ

（約27億円）の課徴金の決定通知を受領しました。これに対し第一製薬㈱は、平成14年２月欧州第一審裁判

所に控訴いたしましたが、平成18年３月課徴金を18,000千ユーロ（約19億円）に減額する旨の判決があり、

これが確定いたしました。課徴金の一部については、平成14年３月期連結会計年度において特別損失に計上

いたしましたが、残額についても平成18年３月期連結会計年度において特別損失に計上いたしました。 

（ニ） 当社の連結子会社である第一製薬㈱は、米国において、マイラン社等が主力製品であるレボフロキサシン

のジェネリック申請を行ったことに対し、同社の特許権の侵害であると判断し、同社及びライセンシーが共

同で地方裁判所に提訴しておりました。一昨年12月同社側が勝訴しましたが、マイラン社グループは、本判

決を不服として控訴しました。昨年12月、同社側は地方裁判所に続き控訴裁判所でも勝訴しました。今後と

も、継続して知的財産の保護に注力してまいります。 



２【財務諸表等】 

(1）【財務諸表】 

①【貸借対照表】 

  
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金   41,900  

２．繰延税金資産   172  

３．未収入金    1,380  

４．未収還付法人税等   14,541  

５．その他   193  

流動資産合計   58,187 4.8 

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産     

（1）建物  32   

減価償却累計額  4 27  

（2）工具器具及び備品  12   

減価償却累計額  1 11  

有形固定資産合計   39 0.0 

２．無形固定資産     

（1）商標権   296  

（2）その他   0  

無形固定資産合計   296 0.0 

３．投資その他の資産     

（1）関係会社株式   1,150,654  

（2）繰延税金資産   16  

（3）その他   83  

投資その他の資産合計   1,150,755 95.2 

固定資産合計   1,151,090 95.2 

資産合計   1,209,278 100.0 

     
 



  
当事業年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．未払金   2,110  

２．未払費用   165  

３．未払法人税等   138  

４．未払消費税等   45  

５．預り金   8  

流動負債合計   2,467 0.2 

負債合計   2,467 0.2 

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金 ※１  50,000 4.1 

Ⅱ 資本剰余金     

１．資本準備金  1,083,349   

２．その他資本剰余金      

（1）自己株式処分差益  0   

資本剰余金合計   1,083,350 89.6 

Ⅲ 利益剰余金     

１．当期未処分利益  73,545   

利益剰余金合計   73,545 6.1 

Ⅳ 自己株式 ※２  △84 △0.0 

資本合計   1,206,810 99.8 

負債資本合計   1,209,278 100.0 

     



②【損益計算書】 

  
当事業年度 

（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収益     

１．受取配当金 ※１ 73,501   

２．経営管理料   3,155 76,656 100.0 

Ⅱ 営業費用     

１．役員報酬・給料・賞与  528   

２．退職給付費用  30   

３．福利厚生費  57   

４．減価償却費  22   

５．業務委託費  440   

６．企業広告費  869   

７．その他  758 2,707 3.5 

営業利益   73,948 96.5 

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息  2   

２．その他  2 4 0.0 

Ⅴ 営業外費用     

１．創立費償却額  361   

２．その他  0 361 0.5 

経常利益   73,591 96.0 

Ⅵ 特別利益   － － 

Ⅶ 特別損失   － － 

税引前当期純利益   73,591 96.0 

法人税、住民税及び事業税  235   

法人税等調整額  △189 45 0.1 

当期純利益   73,545 95.9 

当期未処分利益   73,545  



③【利益処分計算書】 

  
当事業年度 

（株主総会承認日 
平成18年６月29日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益   73,545 

Ⅱ 利益処分額    

配当金  18,374 18,374

Ⅲ 次期繰越利益   55,170 

    



重要な会計方針 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

項目 
当事業年度 

（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

子会社株式 

…移動平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

３．繰延資産の処理方法 創立費 

 支出時に全額費用として処理しており

ます。 

４．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

５．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

※１．授権株式数   普通株式 2,800,000,000株 

発行済株式総数 普通株式  735,011,343株 

※２．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式37,608

株であります。 

当事業年度 
（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社との取引高 

 関係会社との主な取引は次のとおりであります。 

受取配当金 73,501百万円



（リース取引関係） 

当事業年度 
（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

   
（百万円） 

減価償却

累計額相

当額 
（百万円）

減損損失

累計額相

当額 
（百万円） 

期末残高

相当額 
（百万円）

工具器具及
び備品 

25 3 － 22 

 合計 25 3 － 22 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

２．未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 5百万円 

１年超 16 

 合計 22 

リース資産減損勘定の残高 －百万円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に

占める割合が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 2百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 － 

減価償却費相当額 2 

減損損失 － 

４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 



（有価証券関係） 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

子会社株式で時価のあるものはありません。 

（税効果会計関係） 

当事業年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産   

前払費用等 61百万円

未払賞与 56 

未払事業税 42 

減価償却費 16 

その他 11 

繰延税金資産合計 189 

繰延税金資産（負債）の純額 189 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.7％ 

（調整）   

受取配当金等永久に益金に算入され
ない項目 

△40.6 

その他 0.0 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 0.1 



（１株当たり情報） 

 （注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

当事業年度 
（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,641.98 円 

１株当たり当期純利益 100.06 円 

 
当事業年度 

（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 73,545 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 73,545 

普通株式の期中平均株式数（千株） 734,991 

当事業年度 
（自 平成17年９月28日 
至 平成18年３月31日） 

ゼファーマ株式会社の株式取得 

 当社は、平成18年３月31日付でアステラス製薬㈱の完

全子会社であるゼファーマ㈱の全株式を取得することを

アステラス製薬㈱と合意し、平成18年４月13日に株式取

得を完了しております。 

(1)買収の目的 

 一般用医薬品を中心とするヘルスケア事業の強化 

(2)株式取得の相手会社の名称 

 アステラス製薬株式会社 

(3)買収する会社の名称、事業内容、規模 

 名称：ゼファーマ株式会社 

 事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、食品等の開

発・販売 

 資本金：３億円 

 売上高：220億円（平成18年３月期） 

(4)株式取得の時期  

 平成18年４月13日  

(5)取得する株式の数、取得価額及び取得後の持分比率  

 取得株式数：6,000株 

 取得価額：355億円 

 取得後の持分比率：100％ 

(6)支払資金の調達 

 自己資金 



④【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

該当事項はありません。 

【有形固定資産等明細表】 

（注）１．有形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「前期末残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。 

資産の種類 
前期末残高 
（百万円） 

当期増加額 
（百万円） 

当期減少額 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額 
(百万円) 

当期償却額 
（百万円） 

差引当期末
残高 
（百万円） 

有形固定資産        

建物 － － － 32 4 4 27 

工具器具及び備品 － － － 12 1 1 11 

有形固定資産計 － － － 45 5 5 39 

無形固定資産        

商標権 － － － 313 17 17 296 

その他 － － － 0 － － 0 

無形固定資産計 － － － 313 17 17 296 

長期前払費用 － － － － － － － 

繰延資産        

－ － － － － － － － 

繰延資産計 － － － － － － － 



【資本金等明細表】 

（注）１．当事業年度末における自己株式数は37,608株であります。 

２．資本金及び資本準備金の増加は、株式移転による設立に伴うものであります。 

３．発行済株式の増加は、株式移転による設立に伴うものであります。 

４．自己株式処分差益の増加は、単元未満株式の買増請求に対する自己株式売却に伴うものであります。 

【引当金明細表】 

該当事項はありません。 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金（百万円）        （注）２ － 50,000 － 50,000 

資本金のうち既

発行株式 

普通株式 

（株）  （注）１・３ 
(－) (735,011,343) (－) (735,011,343) 

普通株式 

（百万円） 
－ 50,000 － 50,000 

計（株） (－) (735,011,343) (－) (735,011,343) 

計（百万円） － 50,000 － 50,000 

資本準備金及び

その他資本剰余

金 

（資本準備金） 

商法第288条ノ２第１項第

３号による資本準備金 

（百万円）  （注）２ 

－ 1,083,349 － 1,083,349 

（その他資本剰余金） 

自己株式処分差益 

（百万円）  （注）４ 

－ 0 － 0 

計（百万円） － 1,083,350 － 1,083,350 

利益準備金及び

任意積立金 

（利益準備金） 

（百万円） 
－ － － － 

（任意積立金） 

（百万円） 
－ － － － 

計（百万円） － － － － 



(2）【主な資産及び負債の内容】 

 当事業年度末（平成18年３月31日現在）における主な資産及び負債の内容は次のとおりであります。 

①現金及び預金 

②関係会社株式 

区分 金額（百万円） 

現金 － 

預金 

当座預金 2,900 

定期預金 39,000 

計 41,900 

合計 41,900 

 銘柄 金額（百万円） 

子会社株式 
三共㈱ 725,808 

第一製薬㈱ 424,845 

合計 1,150,654 



(3）【その他】 

 株式移転により当社の完全子会社となった三共株式会社及び第一製薬株式会社の最近２連結会計年度に係る連

結財務諸表は、以下のとおりであります。 

（三共株式会社） 

(1）連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   175,960   162,976  

２．受取手形及び売掛金   162,442   149,870  

３．有価証券   146,632   158,625  

４．親会社株式   －   8,912  

５．たな卸資産   89,979   84,071  

６．繰延税金資産   21,832   22,874  

７．その他   9,704   11,471  

貸倒引当金   △483   △564  

流動資産合計   606,067 62.1  598,238 62.0 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産 ※１       

(1）建物及び構築物 ※３ 111,966   108,690   

(2）機械装置及び運搬具 ※３ 31,831   28,259   

(3）土地 ※３ 30,655   32,265   

(4）建設仮勘定  10,005   4,076   

(5）その他 ※３ 11,980 196,439 20.1 12,789 186,080 19.3 

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定  845   547   

(2）その他  24,181 25,026 2.6 19,589 20,136 2.1 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※2,3 114,480   133,471   

(2）長期貸付金  5,876   5,273   

(3）繰延税金資産  14,967   4,016   

(4）前払年金費用  －   2,950   

(5）その他 ※２ 13,702   14,450   

貸倒引当金  △329 148,696 15.2 △228 159,934 16.6 

固定資産合計   370,163 37.9  366,150 38.0 

資産合計   976,230 100.0  964,389 100.0 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

金額（百万円） 
構成比
（％） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   54,435   47,997  

２．短期借入金 ※３  16,699   13,546  

３．未払法人税等   16,904   2,621  

４．繰延税金負債   689   31  

５．賞与引当金   13,481   －  

６．返品調整引当金   476   412  

７．売上割戻引当金   1,022   894  

８．偶発損失引当金   －   3,379  

９．その他   70,002   78,591  

流動負債合計   173,712 17.8  147,475 15.3 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※３  3,373   3,369  

２．繰延税金負債   441   2,306  

３．退職給付引当金   66,843   63,389  

４．役員退職慰労引当金   1,830   1,619  

５．土壌浄化対策引当金   －   2,850  

６．その他   4,006   5,792  

固定負債合計   76,495 7.8  79,326 8.2 

負債合計   250,208 25.6  226,802 23.5 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   9,434 1.0  23,870 2.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※７  68,793 7.0  68,793 7.1 

Ⅱ 資本剰余金   66,862 6.8  66,862 6.9 

Ⅲ 利益剰余金   580,514 59.5  529,144 54.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   27,857 2.9  47,933 5.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △7,026 △0.7  982 0.1 

Ⅵ 自己株式 ※８  △20,412 △2.1  － － 

資本合計   716,587 73.4  713,715 74.0 

負債、少数株主持分及び資本 
合計 

  976,230 100.0  964,389 100.0 

        



② 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   587,830 100.0  579,949 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１  213,874 36.4  198,328 34.2 

売上総利益   373,956 63.6  381,621 65.8 

返品調整引当金取崩額   － －  64 0.0 

返品調整引当金繰入額   15 0.0  － － 

差引売上総利益   373,940 63.6  381,685 65.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．広告宣伝費及び販売促進費  51,738   58,515   

２．給料・賞与  46,401   56,486   

３．賞与引当金繰入額  8,282   －   

４．退職給付費用  3,976   1,715   

５．役員退職慰労引当金繰入額  248   430   

６．貸倒引当金繰入額  －   111   

７．研究開発費 ※１ 86,551   97,265   

８．連結調整勘定償却額  389   400   

９．その他  91,427 289,015 49.2 88,423 303,350 52.3 

営業利益   84,925 14.4  78,335 13.5 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  1,178   2,488   

２．受取配当金  2,126   1,257   

３．連結調整勘定償却額  11   3   

４．持分法による投資利益  －   19   

５．受取賃貸料  889   1,053   

６．その他  2,219 6,425 1.1 3,667 8,490 1.4 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  358   312   

２．たな卸資産処分損  3,983   1,314   

３．寄付金  737   1,099   

４．その他  3,765 8,844 1.5 1,934 4,660 0.8 

経常利益   82,506 14.0  82,164 14.1 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

金額（百万円） 
百分比
（％） 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※２ 12,179   4,897   

２．関係会社株式処分益  544   1,179   

３．投資有価証券売却益  983   444   

４．貸倒引当金取崩益  2,026   －   

５．役員退職慰労引当金取崩益  41 15,775 2.7 － 6,521 1.1 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産処分損 ※３ 2,333   4,706   

２．減損損失 ※４ 15,865   3,913   

３．偶発損失引当金繰入額  －   3,379   

４．土壌浄化対策引当金繰入額  －   2,850   

５．事業統合関連損失 ※５ －   2,231   

６．関係会社株式処分損  －   374   

７．事業再編関連損失 ※６ －   345   

８．持分変動損失  －   333   

９．特別退職加算金  662   47   

10．投資有価証券評価損  4   44   

11．投資有価証券売却損  5   －   

12．関係会社株式評価損  1,483   －   

13．出資金評価損  249 20,603 3.5 － 18,227 3.1 

税金等調整前当期純利益   77,678 13.2  70,457 12.1 

法人税、住民税及び事業税  33,224   22,075   

法人税等調整額  △4,550 28,674 4.9 △2,710 19,364 3.3 

少数株主利益   722 0.1  465 0.1 

当期純利益   48,282 8.2  50,627 8.7 



③ 連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   66,862  66,862 

Ⅱ 資本剰余金期末残高   66,862  66,862 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   546,422  580,514 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  48,282  50,627  

２．非連結子会社との合併に
伴う増加高 

 117 48,399 － 50,627

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  13,959  53,013  

２．役員賞与      

(1）取締役賞与  326  240  

(2）監査役賞与  21  20  

３．自己株式消却額  －  35,736  

４．自己株式処分差損  －  229  

５．連結子会社の持分変動に
伴う剰余金減少高 

 －  12,522  

６．連結子会社減少に伴う減
少高 

 － 14,308 235 101,997 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   580,514  529,144 

      



④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純利益  77,678 70,457 

減価償却費  28,811 27,100 

減損損失  15,865 3,913 

有価証券及び投資有価証券売却損益  △1,064 △395 

有価証券及び投資有価証券評価損益  1,736 △232 

連結調整勘定償却額  378 397 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △2,021 14 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △3,498 △2,986 

賞与引当金の増減額（減少：△）  224 △13,391 

受取利息及び受取配当金  △3,304 △3,745 

支払利息  358 312 

固定資産売却損益  △10,731 △190 

売上債権の増減額（増加：△）  8,147 13,657 

たな卸資産の増減額（増加：△）  122 5,259 

仕入債務の増減額（減少：△）  3,473 △7,369 

その他  6,329 19,747 

小計  122,504 112,550 

利息及び配当金の受取額  3,407 3,603 

利息の支払額  △358 △312 

法人税等の支払額  △28,851 △36,034 

営業活動によるキャッシュ・フロー  96,703 79,806 

Ⅱ 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  △7,889 △1,786 

定期預金の払戻による収入  10,842 2,363 

有価証券の取得による支出  △62,969 △59,538 

有価証券の売却による収入  77,786 78,943 

有形固定資産の取得による支出  △27,282 △28,166 

有形固定資産の売却による収入  14,696 5,411 

無形固定資産の取得による支出  △2,439 △4,513 

無形固定資産の処分による収入  － 625 

投資有価証券の取得による支出  △21,704 △18,712 

投資有価証券の売却による収入  1,561 2,959 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却
による収入 

※２ 527 642 

貸付けによる支出  △904 △1,951 

貸付金の回収による収入  1,342 1,812 

その他  169 1,615 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △16,265 △20,295 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅲ 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（減少：△）  2,365 △2,286 

長期借入れによる収入  470 1,110 

長期借入金の返済による支出  △1,282 △1,186 

少数株主からの払込による収入  － 876 

自己株式の取得による支出  △76 △16,490 

ストックオプションの権利行使による自己
株式処分に伴う収入 

 － 936 

配当金の支払額  △13,960 △53,028 

少数株主への配当金の支払額  △109 △194 

その他  △123 △97 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △12,716 △70,359 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △123 3,342 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  67,596 △7,506 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  194,789 262,530 

Ⅶ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額  － △314 

Ⅷ 非連結子会社との合併に伴う増加高  144 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高  262,530 254,708 

    



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事

項 

 連結子会社は37社であります。 

 連結子会社名は「第１ 企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度まで連結子会社

であった三共通商㈱は、全株式を売却し

たため、当連結会計年度より連結の範囲

から除外しております。 

 非連結子会社の総資産、売上高、当期

純損益のうち持分に見合う額及び利益剰

余金等のうち持分に見合う額のそれぞれ

の合計額は小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

 主要な非連結子会社は、三共保険エー

ジェンシー㈱、ゴードー不動産㈱、及び

上海三共製薬有限公司であります。 

 連結子会社は34社であります。 

 連結子会社名は「第１ 企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しておりま

す。 

 なお、第一三共ヘルスケア㈱及び三共

グルンドステュックGmbH＆Co.オブジェク

ト・ミュンヘンKGは、当連結会計年度よ

り連結子会社に含めております。 

 また、前連結会計年度まで連結子会社

であった日本ダイヤバルブ㈱、三共フー

ヅ㈱、九州三共㈱、エフピー化工㈱及び

ディスメドAGは、当連結会計年度より連

結の範囲から除外しております。 

 日本ダイヤバルブ㈱は平成17年４月に

全株式を売却したため、三共フーヅ㈱は

平成17年７月に営業譲渡したため、九州

三共㈱は平成17年４月に連結子会社の三

共アグロ㈱及び宇都宮化成工業㈱と統合

したため連結の範囲から除外しておりま

す。 

 また、ディスメドAGは平成17年６月に

連結子会社の三共ファルマ・シュバイツ

AGと合併しております。 

 その他、連結の範囲に含めた理由及び

連結の範囲から除外した理由について

は、「第１ 企業の概況 ４．関係会社の

状況」に記載しております。 

 非連結子会社の総資産、売上高、当期

純損益のうち持分に見合う額及び利益剰

余金等のうち持分に見合う額のそれぞれ

の合計額は小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いため、連結の範囲から除外しておりま

す。 

 主要な非連結子会社は、三共保険エー

ジェンシー㈱、ゴードー不動産㈱、及び

上海三共製薬有限公司であります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する

事項 

 非連結子会社及び関連会社のうち持分

法を適用している会社はありません。 

 持分法適用外の非連結子会社及び関連

会社は、それぞれ連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

全体として連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、持分法の適用から

除外しております。 

 持分法を適用していない主要な非連結

子会社は、三共保険エージェンシー㈱、

ゴードー不動産㈱、及び上海三共製薬有

限公司であり、持分法を適用していない

主要な関連会社は、㈱東京薬業会館であ

ります。 

(1）非連結子会社のうち持分法を適用し

ている会社はありません。 

(2）持分法適用の関連会社数 １社 

  ㈱日立ファルマエヴォリューション

ズは、当連結会計年度において新たに

設立し株式を取得したため、持分法適

用の関連会社に含めております。 

 持分法適用外の非連結子会社及び関連

会社は、それぞれ連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、

全体として連結財務諸表に重要な影響を

及ぼしていないため、持分法の適用から

除外しております。なお、持分法を適用

していない主要な非連結子会社は、三共

保険エージェンシー㈱、ゴードー不動産

㈱、及び上海三共製薬有限公司であり、

持分法を適用していない主要な関連会社

は、㈱東京薬業会館であります。 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 在外連結子会社18社の決算日は平成16

年12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との間に重要な

取引が生じた場合、連結上必要な調整を

行っております。 

 在外連結子会社18社の決算日は平成17

年12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

決算日現在の財務諸表を使用しておりま

す。ただし、連結決算日との間に重要な

取引が生じた場合、連結上必要な調整を

行っております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

  

(イ）重要な資産の評価基

準及び評価方法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

…主として償却原価法（定額法） 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

…同左 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

…主として決算時の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は全

部資本直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法に

より算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

…同左 

 時価のないもの 

…主として移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

…同左 

 (2）デリバティブ 

…時価法 

(2）デリバティブ 

…同左 

 (3）たな卸資産 

…当社及び国内連結子会社は主とし

て総平均法による原価法によってお

ります。在外連結子会社は主として

総平均法による低価法によっており

ます。 

(3）たな卸資産 

…主として総平均法による低価法に

よっております。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(ロ）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法に

よっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）につい

ては定額法によっております。 

 在外連結子会社は、主として定額法

によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

(1）有形固定資産 

 同左 

  建物及び構築物 ２～60年

 機械装置及び運搬具 ２～17年

 

 (2）無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

(2）無形固定資産 

 同左 

(ハ）重要な引当金の計上

基準 

(1）貸倒引当金 

 当社及び連結子会社は売上債権、貸

付金等の貸倒損失に備えて、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を勘案し、回収不能見込額

を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

 同左 

 (2）賞与引当金 

 当社及び連結子会社は主として従業

員賞与の支出に備えて、支給見込額の

うち当連結会計年度負担分を計上して

おります。 

(2）     ────── 

 (3）返品調整引当金 

 当社及び国内連結子会社４社は、連

結会計年度末日後の返品損失に備え

て、法人税法の定める売掛金基準によ

る繰入限度相当額を計上しておりま

す。 

(3）返品調整引当金 

 当社及び一部の国内連結子会社は、

販売した製商品の返品による損失に備

えて、主として過去の返品実績を基に

した売買利益相当額及び廃棄損失相当

額を計上しております。 

 (4）売上割戻引当金 

 当社は将来発生する売上割戻に備え

て、連結会計年度末卸店在庫金額また

は連結会計年度末売掛金額に当連結会

計年度割戻率を乗じた金額を計上して

おります。 

(4）売上割戻引当金 

 同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (5）退職給付引当金 

 当社及び国内連結子会社は従業員の

退職給付に備えて、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。 

 在外連結子会社６社は、所在地国に

おける一般に公正妥当と認められる会

計基準に基づき計上しております。 

 過去勤務債務は、当社は発生時の従

業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（５年）による定額法により費用

処理しております。 

 数理計算上の差異は、当社は発生時

に全額を費用処理しており、国内連結

子会社では各連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれ発生の翌連

結会計年度から費用処理しておりま

す。 

(5）退職給付引当金 

 同左 

 (6）役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は役員退職

慰労金の支出に備えて、内規に基づく

連結会計年度末要支給額を計上してお

ります。 

 在外連結子会社２社は役員退職慰労

金の支出に備えて、当連結会計年度末

までに発生していると認められる額を

計上しております。 

(6）役員退職慰労引当金 

 同左 

   

────── 

(7）偶発損失引当金 

 当社は将来発生する可能性のある偶

発損失に備えて、偶発事象毎に個別の

リスクを検討し、合理的に算定した損

失見込額を計上しております。 

   

────── 

(8）土壌浄化対策引当金 

 当社は土壌浄化対策に係わる損失に

備えるため、土地の一部における浄化

対策費用の見積額を計上しておりま

す。 

(ニ）重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨

への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算時の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。 

 なお、在外子会社等の資産及び負債は

決算時の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は少数株主持分

及び資本の部における為替換算調整勘定

に含めて計上しております。 

 同左 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(ホ）重要なリース取引の

処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 同左 

(ヘ）重要なヘッジ会計の

方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約について振当処理の要

件を満たしている場合には、振当処理

によっており、金利スワップについて

はヘッジ会計の要件を満たし、さらに

想定元本、利息の受払条件及び契約期

間がヘッジ対象となる借入金と同一で

あるため、特例処理によっておりま

す。 

(1）ヘッジ会計の方法 

 同左 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約、金利スワッ

プ、個別株オプション 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約、金利スワッ

プ 

 ヘッジ対象：外貨建債権債務及び予

定取引、借入金、株価

連動型報奨受給権 

ヘッジ対象：外貨建債権債務及び予

定取引、借入金 

 (3）ヘッジ方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、

借入金の金利変動リスク及び株価連動

型報奨受給権に関する株価変動リスク

をヘッジし、投機目的によるデリバ 

ティブ取引は行わない方針でありま

す。 

(3）ヘッジ方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、

借入金の金利変動リスクをヘッジし、

投機目的によるデリバティブ取引は行

わない方針であります。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額累計とヘッジ対

象の変動額累計とを比較し、その変動

額の比率によって有効性の評価を行う

こととしております。なお、為替予約

は取引の重要な条件が同一であり、金

利スワップは特例処理によっているた

め、ヘッジ効果が極めて高いことか

ら、有効性の評価を省略しておりま

す。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約は取引の重要な条件が同一

であり、金利スワップは特例処理によ

っているため、ヘッジ効果が極めて高

いことから、有効性の評価を省略して

おります。 

 



項目 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(ト）その他連結財務諸表

作成のための基本と

なる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

 同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 全面時価評価法を採用しております。 同左 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

 ５年間で均等償却することとしており

ます。ただし、金額が僅少の場合は、発

生した年度に一括償却しております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

 連結会社の利益処分については、連結

会計年度中において確定した利益処分に

基づいて、連結剰余金計算書を作成して

おります。 

同左 

８．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  （たな卸資産の評価基準及び評価方法） 

 ──────  従来、当社及び国内連結子会社は主として総平均法によ

る原価法によっておりましたが、当連結会計年度から主と

して総平均法による低価法に変更しております。 

 この変更は、医薬品業界における市場価格が変動する厳

しい事業環境の中で、その影響をたな卸資産評価により適

正に反映させるために行ったものであります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、経常利益

及び税金等調整前当期純利益は、299百万円少なく計上さ

れております。 

 セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に

記載しております。 

  

────── 

（返品調整引当金の計上基準） 

 従来、当社及び一部の国内連結子会社は、販売した製商

品の返品による損失に備えて、法人税法の定める売掛金基

準による繰入限度相当額を計上しておりましたが、当連結

会計年度から主として過去の返品実績を基にした売買利益

相当額及び廃棄損失相当額を計上する方法に変更しており

ます。 

 この変更は、返品された製商品が再生及び再販売される

ことなく、廃棄処分となる可能性が極めて高いため、その

影響をより適正に期間損益に反映させるために行ったもの

であります。 

 この結果、従来の方法によった場合と比べて、営業利

益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、19百万円少

なく計上されております。 

 セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に

記載しております。 

（固定資産の減損に係る会計基準）   

 固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平成15年10

月31日）が平成16年３月31日に終了する連結会計年度に係

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、

当連結会計年度から同会計基準及び同適用指針を適用して

おります。これにより税金等調整前当期純利益は、15,865

百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）に

記載しております。 

────── 



追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

────── 

（未払賞与） 

 従来、当社及び連結子会社は主として従業員賞与の支

出に備えて、支給見込額を「賞与引当金」として計上し

ておりましたが、当連結会計年度から支給額が確定でき

ることとなったため、支給確定額の当連結会計年度負担

分14,044百万円を未払費用として流動負債のその他に含

めて計上しております。 

  

────── 

（偶発損失引当金の計上基準） 

 当社は最低購入数量の規定がある取引のうち、当連結

会計年度において、将来、違約金支払による損失の発生

の可能性が高まり、かつ損失金額を合理的に算定するこ

とができることとなった商品購入契約について、当該損

失見込額3,379百万円を偶発損失引当金として計上してお

ります。 

 なお、当中間連結会計期間においては、将来想定され

る過剰在庫の評価減による損失を引当てておりました

が、当連結会計年度末においては、商品購入契約の見直

しにより、引当ての計上基準を変更しております。 

  

────── 

（土壌浄化対策引当金の計上基準） 

 当社は土地の一部における土壌浄化対象範囲について

の調査に基づき、翌連結会計年度以降の浄化対策費用を

合理的に見積もることが可能になったため、支払見込額

2,850百万円を土壌浄化対策引当金として計上しておりま

す。 

（法人事業税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示方法） 

 実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成16年２月13日）が公表

されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及び資本割971百万円

を販売費及び一般管理費として処理しております。 

 セグメント情報に与える影響は、（セグメント情報）

に記載しております。 

  

  

────── 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は322,172百万円で

あります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は325,891百万円で

あります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 1,801百万円

投資その他の資産のその他 

(出資金) 
6,598 

投資有価証券(株式) 1,597百万円

投資その他の資産のその他 

(出資金) 
6,598 

※３．担保資産及び担保付債務 ※３．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

 担保資産 百万円 百万円 

建物及び構築物 1,912 (1,562) 

機械装置及び運搬具 2,087 (2,087) 

土地 277 (56) 

有形固定資産のその他 33 (33) 

投資有価証券 415 (－) 

 計 4,727 (3,740) 

 担保資産  百万円   百万円 

建物及び構築物 1,893 (1,448) 

機械装置及び運搬具 2,075 (2,075) 

土地 176 (32) 

有形固定資産のその他 38 (38) 

投資有価証券 766 (－) 

 計 4,949 (3,595) 

 担保付債務 百万円 百万円 

短期借入金 3,314 (2,931) 

長期借入金 622 (289) 

 計 3,936 (3,221) 

 担保付債務  百万円  百万円 

短期借入金 415 (88) 

長期借入金 1,367 (700) 

 計 1,782 (788) 

 上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

 上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該

債務を示しております。 

 ４．偶発債務  ４．偶発債務 

(1）連結会社以外の会社及び従業員の金融機関ほかか

らの借入金等に対して債務保証を行っており、その

内訳は次のとおりであります。 

(1）連結会社以外の会社及び従業員の金融機関ほかか

らの借入金等に対して債務保証を行っており、その

内訳は次のとおりであります。 

サウジアラビアンジャパニーズ

ファーマシューティカル社 
366百万円

その他１社及び従業員 129
 

 計 496 

サウジアラビアンジャパニーズ

ファーマシューティカル社 
322百万円

その他１社及び従業員 49
 

 計 372 

(2）仕入商品のうち最低購入数量の規定がある取引に

ついて、将来、過剰在庫の評価減による損失が発生

する可能性があります。 

(2）       ────── 

  

  

 



次へ  

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

 ５．受取手形割引高は、561百万円であります。  ５．受取手形割引高は、65百万円であります。 

 ６．当座貸越契約及び貸出コミットメント契約  ６．当座貸越契約及び貸出コミットメント契約 

 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため当座貸越契約を取引金融機関16

行及び貸出コミットメント契約を取引金融機関15行

と締結しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。 

 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため当座貸越契約を取引金融機関15

行及び貸出コミットメント契約を取引金融機関15行

と締結しております。 

 当連結会計年度末における当座貸越契約及び貸出

コミットメントに係る借入未実行残高等は次のとお

りであります。  

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
82,679百万円

借入実行残高 10,035 

 差引額 72,643 

当座貸越極度額及び 

貸出コミットメントの総額 
81,429百万円

 借入実行残高 7,675 

  差引額 73,753 

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式439,498,765株

であります。 

※７．当社の発行済株式総数は、普通株式422,753,456株

であります。 

※８．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

9,990,256株であります。 

※８．       ────── 



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費 

※１．一般管理費及び当期製造費用に含まれている研究

開発費 

一般管理費 86,551百万円

当期製造費用 － 

一般管理費 97,265百万円

当期製造費用 － 

※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 31百万円

機械装置及び運搬具 14 

土地 12,133 

有形固定資産のその他 0 

建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 33 

土地 4,860 

有形固定資産のその他 2 

※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 455百万円

機械装置及び運搬具 332 

土地 567 

有形固定資産のその他 133 

無形固定資産のその他 300 

建物及び構築物 1,635百万円

機械装置及び運搬具 234 

土地 44 

有形固定資産のその他  255 

無形固定資産のその他 1,307 

 上記の他、破却費用が545百万円であります。  上記の他、破却費用が1,228百万円であります。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※４．減損損失 

   当社グループ（当社及び連結子会社）は、継続的

に収支の把握を行っている管理会計上の区分（製品

群別等）にて事業用資産をグルーピングしており、

賃貸資産及び事業の用に直接供していない遊休資産

については個々にグルーピングしております。  

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失（15,865百万円）を

計上いたしました。 

 (1）事業用資産 

 医薬品事業における導入品の販売権（13,059百

万円）について、売上低迷等により当該品目の収

益性が低下しており、将来キャッシュ・フローが

マイナスと見込まれるため、全額を減損損失とし

て特別損失に計上いたしました。 

 (2）賃貸資産及び遊休資産 

  
   上記の資産グループは、遊休状態であり今後の

使用見込みも未確定なため、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（2,806百

万円）として特別損失に計上いたしました。 

 その内訳は、建物及び構築物2,159百万円、機械

装置525百万円、土地112百万円、その他９百万円

であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、土地については固定

資産税評価額を合理的に調整した価額に基づく正

味売却価額により評価しており、建物及び機械装

置等については、取得価額の５％を売却可能価額

として評価しております。 

場所 用途 種類 摘要 

福島県 

いわき市 

小名浜工

場医薬品

製造設備 

建物及び機

械装置等 
遊休 

滋賀県

野洲市 

旧野洲川

工場農薬

製造設備 

建物 遊休 

静岡県 

静岡市他 

社宅用地

等 
土地 遊休 

※４．減損損失 

   当社グループ（当社及び連結子会社）は、継続的

に収支の把握を行っている管理会計上の区分（製品

群別等）にて事業用資産をグルーピングしており、

賃貸資産及び事業の用に直接供していない遊休資産

については個々にグルーピングしております。 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

  
   事業用資産については減損の兆候はありません

でしたが、上記の資産グループについては、遊休

状態であり今後の使用見込みも未確定なため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（3,913百万円）として特別損失に計上い

たしました。 

 その内訳は、建物及び構築物2,004百万円、機械

装置1,881百万円、土地11百万円、その他16百万円

であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売

却価額により測定しており、土地については固定

資産税評価額を合理的に調整した価額に基づく正

味売却価額により評価しており、建物及び機械装

置等については、取得価額の５％を売却可能価額

として評価しております。 

場所 用途 種類 摘要 

福島県 

いわき市 

小名浜工

場医薬品

製造設備 

建物及び機

械装置等 
遊休 

茨城県

土浦市 

社宅用地

等 
土地 遊休 

※５．      ────── ※５．事業統合関連損失 

   第一三共グループにおける当社グループと第一製

薬㈱グループとの経営統合に伴う一時費用でありま

す。 

※６．      ────── ※６．事業再編関連損失 

   当社グループにおける非医薬品事業の再編に伴う

一時費用であります。 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

 １．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 175,960百万円 

有価証券勘定 146,632 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△2,484 

株式及び償還期間が３ヶ月を

超える債券等 
△57,577 

現金及び現金同等物 262,530 

現金及び預金勘定 162,976百万円 

有価証券勘定 158,625 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△1,905 

株式及び償還期間が３ヶ月を

超える債券等 
△64,987 

現金及び現金同等物 254,708 

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により連結子会社でなくなった三共通

商㈱の資産及び負債の内訳並びに子会社株式の売却

価額と子会社株式の売却による収入（純額）との関

係は次のとおりであります。 

流動資産 466百万円 

固定資産 2,532 

流動負債 △1,237 

固定負債 △1,196 

その他 △7 

関係会社株式処分益 86 

子会社株式の売却価額 644 

子会社の現金及び現金同等物 △116 

差引：子会社株式の売却によ

る収入 
527 

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社の

資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却により連結子会社でなくなった日本ダ

イヤバルブ㈱、エフピー化工㈱の資産及び負債の内

訳並びに子会社株式の売却価額と子会社株式の売却

による収入（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

流動資産 4,452百万円 

固定資産 939 

流動負債 △3,526 

固定負債 △561 

関係会社株式処分益 27 

関係会社株式処分損 △330 

子会社株式の売却価額 1,001 

子会社の現金及び現金同等物 △358 

差引：子会社株式の売却によ

る収入 
642 



（リース取引関係） 

次へ  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 

取得価額
相当額 
 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円）

減損損失
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 

7,573 4,575 － 2,997 

その他 7,657 5,298 － 2,359 

 合計 15,230 9,873 － 5,356 

 

取得価額
相当額 
 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

減損損失
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
 
（百万円）

機械装置及
び運搬具 

7,809 4,983 － 2,826 

その他 4,436 2,842 － 1,593 

 合計 12,245 7,826 － 4,419 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定しております。 

（注）同左 

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 2,171百万円 

１年超 3,185
 

 合計 5,356 

リース資産減損勘定の残高 －百万円 

未経過リース料期末残高相当額   

１年内 1,481百万円 

１年超 2,938
 

 合計 4,419 

リース資産減損勘定の残高 －百万円 

（注）未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定しており

ます。 

（注）同左 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 3,022百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 － 

減価償却費相当額 3,022 

減損損失 － 

支払リース料 2,282百万円 

リース資産減損勘定の取崩額 － 

減価償却費相当額 2,282 

減損損失 － 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引 

 未経過リース料  未経過リース料 

１年内 1,105百万円 

１年超 4,130 

 合計 5,235 

１年内 1,858百万円 

１年超 6,479 

 合計 8,338 



（有価証券関係） 

Ⅰ 前連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成17年３月31日） 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成17年３月31日） 

 種 類 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1）国債・地方債等 1,002 1,002 0 

(2）社債 39,237 39,382 144 

(3）その他 － － － 

小計 40,239 40,384 145 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1）国債・地方債等 28,088 28,088 － 

(2）社債 14,987 14,974 △13 

(3）その他 － － － 

小計 43,076 43,063 △13 

合計 83,316 83,448 132 

 種 類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表 
 
計上額(百万円) 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式 20,545 67,899 47,353 

(2）債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 220 229 8 

小計 20,766 68,128 47,362 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式 7 7 △0 

(2）債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 2 2 △0 

小計 9 9 △0 

合計 20,776 68,137 47,361 



（注）有価証券の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には

「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。また、

30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断

し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成17年３月31日） 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成17年３月31日） 

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

1,184 983 5 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 
 

①コマーシャル・ペーパー 29,998 

②その他 10 

(2）その他有価証券  

①非上場株式 14,416 

②ＭＭＦ等 60,848 

③その他 2,583 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

(1）債券     

①国債・地方債等 29,077 13 － － 

②社債 26,707 27,517 － － 

③その他 － 10 － － 

(2）その他     

コマーシャル・ペーパー 29,998 － － － 

合計 85,783 27,540 － － 



Ⅱ 当連結会計年度 

１．売買目的有価証券（平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成18年３月31日） 

 種 類 
連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1）国債・地方債等 － － － 

(2）社債 11,203 11,222 18 

(3）その他 － － － 

小計 11,203 11,222 18 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1）国債・地方債等 39,403 39,403 － 

(2）社債 35,619 35,403 △215 

(3）その他 － － － 

小計 75,022 74,807 △215 

合計 86,226 86,029 △197 

 種 類 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式 21,461 101,432 79,970 

(2）債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3）その他 7 21 14 

小計 21,469 101,454 79,984 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式 0 0 － 

(2）債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 17,096 17,096 － 

(3）その他 210 204 △6 

小計 17,308 17,302 △6 

合計 38,777 118,756 79,978 



（注）有価証券の減損にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べて30％以上下落した場合には

「著しく下落した」ものとし、50％以上下落したものについては減損処理を行うこととしております。また、

30％以上50％未満下落したものについては、時価の推移及び発行会社の財政状態等を勘案して回復可能性を判断

し、回復する見込みがあると認められる場合を除き減損処理を行うこととしております。 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額（平成18年３月31日） 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成18年３月31日） 

次へ  

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円） 

563 282 0 

 連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券 
 

①コマーシャル・ペーパー 29,994 

②その他 10 

(2）その他有価証券  

①非上場株式 13,610 

②ＭＭＦ等 46,546 

③その他 4,267 

 
１年以内 
（百万円） 

１年超５年以内 
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

(1）債券     

①国債・地方債等 39,403 － － － 

②社債 25,574 21,248 － － 

③その他 10 － － － 

(2）その他     

コマーシャル・ペーパー 29,994 － － － 

合計 94,981 21,248 － － 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 連結子会社が為替予約取引、クーポンスワップ取

引、金利スワップ取引及び個別株オプション取引を 

行っております。 

１．取引の状況に関する事項 

(1）取引の内容 

 連結子会社が為替予約取引、金利スワップ取引及び

個別株オプション取引を行っております。 

(2）取引に対する取組方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、将来の金利変動

リスク及び株価連動型報奨受給権に係る株価変動リス

クの回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 同左 

(3）取引の利用目的 

  輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利変

動リスク及び株価連動型報奨受給権に関する株価変動

リスクを回避する目的で利用しております。 

  なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を 

行っております。 

(3）取引の利用目的 

  輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利変

動リスク及び株価連動型報奨受給権に関する株価変動

リスクを回避する目的で利用しております。 

  なお、為替予約取引及び金利スワップ取引を利用し

てヘッジ会計を行っております。 

ヘッジ会計の方法 

 為替予約においては振当処理、金利スワップにお

いては特例処理、個別株オプションにおいては繰延

ヘッジ処理によっております。 

ヘッジ会計の方法 

 為替予約においては振当処理、金利スワップにお

いては特例処理によっております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 … 為替予約、金利スワップ、個別

株オプション 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 … 為替予約、金利スワップ 

 ヘッジ対象 … 外貨建債権債務及び予定取引、

借入金、株価連動型報奨受給権 

 ヘッジ対象 … 外貨建債権債務及び予定取引、

借入金 

ヘッジ方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利

変動リスク及び株価連動型報奨受給権に関する株価

変動リスクをヘッジする方針であります。なお、投

機目的によるデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

ヘッジ方針 

 輸出入取引に係る為替変動リスク、借入金の金利

変動リスクをヘッジする方針であります。なお、投

機目的によるデリバティブ取引は行わない方針であ

ります。 

ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額累計とヘッジ対象の変動額累

計とを比較し、その変動額の比率によって有効性の

評価を行うこととしております。なお、為替予約は

取引の重要な条件が同一であり、金利スワップは特

例処理によっているため、ヘッジ効果が極めて高い

ことから、有効性の評価を省略しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約は取引の重要な条件が同一であり、金利

スワップは特例処理によっているため、ヘッジ効果

が極めて高いことから、有効性の評価を省略してお

ります。 

 



  ２．取引の時価等に関する事項 

   (1）通貨関連 

  （注）１．取引の契約先の金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

     ２．ヘッジ会計が適用されているものついては、記載対象から除いております。 

  

   (2）金利関連 

     該当事項はありません。 

   (3）株式関連 

  （注）１．取引の契約先の金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

     ２．「契約額等」及び「うち１年超」下段（ ）書きの金額は、オプション料の金額であります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当該デリバティブ取引について、為替予約及びクー

ポンスワップは為替変動による一般的な市場リスクが

あり、金利スワップは市場金利の低下によるリスクが

あり、個別株オプションは株価変動による一般的な市

場リスクがあります。なお、当該デリバティブ取引の

契約先は、信用度の高い金融機関であるため、相手先

の契約不履行に伴う信用リスクはほとんどないと判断

しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 当該デリバティブ取引について、為替予約は為替変

動による一般的な市場リスクがあり、金利スワップは

市場金利の低下によるリスクがあり、個別株オプショ

ンは株価変動による一般的な市場リスクがあります。

なお、当該デリバティブ取引の契約先は、信用度の高

い金融機関であるため、相手先の契約不履行に伴う信

用リスクはほとんどないと判断しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の実行及び管理は、当該会社の経

理部門が行っております。取引の実行にあたっては、

取引契約を締結する段階で社長等の決裁を得ることと

しており、その範囲内で経理担当役員の承認を得て 

行っております。また、取引の結果については、必要

に応じて社長または取締役会に報告しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 同左 

区分 取引の種類 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

契約額等 

（百万円） 

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

市場取引以

外の取引 

 クーポンスワップ取引                 

受取固定 米ドル 

支払固定 円 
2,828 2,828 △34 △34 － － － － 

合計 2,828 2,828 △34 △34 － － － － 

区分 取引の種類 

前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

契約額等 

（百万円） 

うち１年超

（百万円）

時価 

（百万円）

評価損益 

（百万円）

契約額等 

（百万円）

うち１年超 

（百万円） 

時価 

（百万円） 

評価損益 

（百万円）

市場取引以

外の取引 

 個別株オプション取引 

買建 コール 

－ －     4,325 4,325     

(－) (－) － － (1,755) (1,755) 1,475 △280 

合計 

－ －     4,325 4,325     

(－) (－) － － (1,755) (1,755) 1,475 △280 



（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社は確定給付型の制度として、退職一時金制度及び適格退職年金制度を設けております。 

 国内連結子会社は確定給付型の制度として退職一時金制度を設けており、一部の国内連結子会社では適格退職年金制

度を設けております。一部の国内連結子会社では総合設立型厚生年金基金制度に加入しております。一部の在外連結子

会社では、確定給付型または確定拠出型の年金制度を設けております。 

 なお、退職給付会計に準拠した数理計算の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。 

２．退職給付債務に関する事項 

３．退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

(1）退職給付債務 （注）１ △84,085百万円 △83,945百万円 

(2）年金資産   （注）２ 22,429 27,682 

(3）未積立退職給付債務 (1)+(2) △61,656 △56,263 

(4）未認識数理計算上の差異 73 △91 

(5）未認識過去勤務債務    △5,260 △4,083 

(6）前払年金費用 － △2,950 

(7）退職給付引当金   (3)+(4)+(5)+(6） △66,843 △63,389 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

（注)１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

 （注)１．一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

２．総合設立型厚生年金基金制度の年金資産の額

7,923百万円(自社の拠出に対応する金額を合理

的に計算することが出来ないため、掛金拠出割

合で計算）は、上記年金資産に含まれておりま

せん。 

 ２．総合設立型厚生年金基金制度の年金資産の額

8,891百万円(自社の拠出に対応する金額を合理

的に計算することが出来ないため、掛金拠出割

合で計算）は、上記年金資産に含まれておりま

せん。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）勤務費用   （注）１・２ 6,596百万円 5,599百万円 

(2）利息費用 1,844 1,723 

(3）期待運用収益 △392 △443 

(4）数理計算上の差異の費用処理額 △426 △2,773 

(5）過去勤務債務の費用処理額 △603 △1,176 

(6）割増退職金  （注）３ 693 128 

合計 7,712 3,058 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

（注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

 （注)１．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、勤務費用に計上しております。 

２．総合設立型厚生年金基金に対する従業員拠出額

を控除しております。 

 ２．総合設立型厚生年金基金に対する従業員拠出額

を控除しております。 

３．このうち、662百万円は臨時の割増退職金とし

て、特別損失に計上しております。 

 ３．このうち、47百万円は臨時の割増退職金とし

て、特別損失に計上しております。 



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2）割引率 2.5％ 2.5％ 

(3）期待運用収益率 2.5％ 2.5％ 

(4）過去勤務債務の額の処理年数 ５年 ５年 

(5）数理計算上の差異の処理年数 １年～５年 １年～５年 



（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産   

退職給付引当金超過額 24,001百万円 

前払委託研究費・共同開発費等 14,775 

繰越欠損金 14,012 

減損損失 6,445 

賞与引当金損金算入限度超過額 4,898 

たな卸資産評価損 3,350 

ソフトウェア償却超過額 3,005 

減価償却費 2,476 

たな卸資産未実現利益 2,158 

投資有価証券等評価損 1,932 

共同販促一時金前受収益 1,263 

未払事業税 1,161 

その他 8,557 

繰延税金資産小計 88,040 

評価性引当額 △24,271 

繰延税金資産合計 63,769 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 △19,264 

固定資産圧縮積立金 △5,954 

特別償却積立金 △1,881 

その他 △999 

繰延税金負債合計 △28,100 

繰延税金資産（負債）の純額 35,668 

繰延税金資産   

退職給付引当金超過額 24,112 百万円

前払委託研究費・共同開発費等 14,441 

繰越欠損金 11,944 

固定資産未実現利益 6,106 

未払賞与 5,814 

減損損失 3,860 

ソフトウェア償却超過額 2,995 

たな卸資産評価損  2,965 

減価償却費 2,573 

たな卸資産未実現利益  2,314 

偶発損失引当金繰入額 1,371 

土壌浄化対策引当金繰入額 1,156 

その他 10,933 

繰延税金資産小計 90,589 

評価性引当額 △21,415 

繰延税金資産合計 69,174 

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金  △33,005 

固定資産圧縮積立金 △7,031 

特別償却積立金 △1,950 

前払年金費用 △1,129 

その他 △1,506 

繰延税金負債合計 △44,622 

繰延税金資産（負債）の純額 24,552 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

（注）繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。 

流動資産－繰延税金資産 21,832百万円 

固定資産－繰延税金資産 14,967
 

流動負債－繰延税金負債 △689
 

固定負債－繰延税金負債 △441
 

流動資産－繰延税金資産 22,874 百万円

固定資産－繰延税金資産 4,016
 

流動負債－繰延税金負債 △31
 

固定負債－繰延税金負債 △2,306
 

 



次へ  

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.6％ 

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

5.3
 

評価性引当額 3.3 

IT投資の法人税額特別控除 △0.4 

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1.0
 

試験研究費の法人税額特別控除 △6.1 

海外連結子会社の税率差異 △6.6 

その他 1.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.9 

法定実効税率 40.6％ 

 （調整）   

交際費等永久に損金に算入されな
い項目 

7.0
 

受取配当金等永久に益金に算入さ
れない項目 

△1.1
 

研究開発費の税額控除 △5.1 

評価性引当額 △12.1 

その他 △1.8 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.5 



（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

製品の種類、販売市場の類似性等を考慮し、医薬品、その他にセグメンテーションしております。 

２．各事業区分に属する主要製品 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は318,220百万円であ

り、その主なものは、親会社の余資運用資金（現預金及び有価証券）及び長期投資資産（投資有価証券等）

であります。 

４．減価償却費には、有形固定資産及び無形固定資産の償却費のほか、長期前払費用の償却費を含んでおりま

す。 

５．資本的支出には、有形固定資産及び無形固定資産の増加額のほか、長期前払費用の増加額を含んでおりま

す。 

    ６．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より固定資産

の減損に係る会計基準を適用しております。 

７．「追加情報」に記載のとおり、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」が公表されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割について、医薬品事業においては814百万円、その他事業においては157百万円を販売費及

び一般管理費として処理しております。 

 
医薬品 
（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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 454,710 133,120 587,830 － 587,830 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 922 1,723 2,646 (2,646) － 

計 455,633 134,843 590,476 (2,646) 587,830 

営業費用 378,137 128,256 506,393 (3,488) 502,904 

営業利益又は営業損失（△） 77,495 6,587 84,083 842 84,925 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出      

資産 512,239 146,942 659,181 317,049 976,230 

減価償却費 25,633 3,177 28,811 － 28,811 

減損損失 15,853 11 15,865 － 15,865 

資本的支出 25,276 8,517 33,794 － 33,794 

事業区分 主要製品

医薬品 医療用医薬品、ヘルスケア品

その他 

食品 食品、食品添加物 

アグロ 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 

その他 化学品、動物用医薬品、バルブ 



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

前連結会計年度と同様であります。 

２．各事業区分に属する主要製品 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は316,751百万円であ

り、その主なものは、親会社の余資運用資金（現預金及び有価証券）及び長期投資資産（投資有価証券等）

であります。 

４．減価償却費には、有形固定資産及び無形固定資産の償却費のほか、長期前払費用の償却費を含んでおりま

す。 

５．資本的支出には、有形固定資産及び無形固定資産の増加額のほか、長期前払費用の増加額を含んでおりま

す。 

    ６．会計処理の方法の変更 

     (1）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、たな

卸資産の評価基準及び評価方法を主として総平均法による低価法に変更しております。これにより資産は、

医薬品事業については295百万円少なく、その他事業については４百万円少なく計上されております。 

     (2）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、返品

調整引当金の計上基準を、主として過去の返品実績を基にした売買利益相当額及び廃棄損失相当額を計上す

る方法に変更しております。これにより営業利益は、医薬品事業については19百万円少なく計上されており

ます。なお、その他事業については、セグメント情報に与える影響はありません。 

 
医薬品 
（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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 453,856 126,092 579,949 － 579,949 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 594 1,238 1,833 (1,833) － 

計 454,451 127,331 581,783 (1,833) 579,949 

営業費用 382,225 121,658 503,883 (2,269) 501,614 

営業利益又は営業損失（△） 72,226 5,672 77,899 435 78,335 

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失及び資本的支出      

資産 507,790 140,704 648,494 315,894 964,389 

減価償却費 23,186 3,914 27,100 － 27,100 

減損損失 3,913 － 3,913 － 3,913 

資本的支出 17,576 4,113 21,689 － 21,689 

事業区分 主要製品

医薬品 医療用医薬品、ヘルスケア品

その他 

食品 食品、食品添加物 

アグロ 殺虫剤、殺菌剤、除草剤 

その他 化学品、動物用医薬品 



所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によりセグメンテーションしております。 

２．日本以外の各区分に属する国又は地域 

北米 …… 米国 

その他 … ドイツ、英国、フランス、スペイン、イタリア、台湾等 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は318,220百万円であ

り、その主なものは、親会社の余資運用資金（現預金及び有価証券）及び長期投資資産（投資有価証券等）

であります。 

    ４．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より固定資産

の減損に係る会計基準を適用しております。 

５．「追加情報」に記載のとおり、「法人事業税における外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての実

務上の取扱い」が公表されたことに伴い、当連結会計年度から同実務対応報告に基づき、法人事業税の付加

価値割及び資本割について、日本においては971百万円を販売費及び一般管理費として処理しております。

なお、北米及びその他地域においては、セグメント情報に与える影響はありません。 

 
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 461,748 76,902 49,178 587,830 － 587,830 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 12,119 3,424 3,466 19,010 (19,010) － 

計 473,867 80,327 52,645 606,841 (19,010) 587,830 

営業費用 400,554 67,184 53,956 521,694 (18,789) 502,904 

営業利益又は営業損失（△） 73,313 13,143 △1,310 85,146 (220) 84,925 

Ⅱ．資産 543,343 76,651 46,004 665,998 310,232 976,230 



当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法 

前連結会計年度と同様であります。 

２．日本以外の各区分に属する国又は地域 

前連結会計年度と同様であります。 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は316,751百万円であ

り、その主なものは、親会社の余資運用資金（現預金及び有価証券）及び長期投資資産（投資有価証券等）

であります。 

    ４．会計処理の方法の変更 

     (1）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、たな

卸資産の評価基準及び評価方法を、主として総平均法による低価法に変更しております。これにより資産

は、日本については299百万円少なく計上されております。なお、北米及びその他地域については、セグメ

ント情報に与える影響はありません。 

     (2）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、返品

調整引当金の計上基準を、主として過去の返品実績を基にした売買利益相当額及び廃棄損失相当額を計上す

る方法に変更しております。これにより営業利益は、日本については19百万円少なく計上されております。

なお、北米及びその他地域については、セグメント情報に与える影響はありません。 

 
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） 

Ⅰ．売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 426,215 104,608 49,125 579,949 － 579,949 

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 17,691 4,781 4,348 26,820 (26,820) － 

計 443,906 109,389 53,474 606,770 (26,820) 579,949 

営業費用 388,992 84,552 53,898 527,443 (25,828) 501,614 

営業利益又は営業損失（△） 54,914 24,836 △424 79,327 (992) 78,335 

Ⅱ．資産 494,428 122,408 47,802 664,638 299,750 964,389 



海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によりセグメンテーションしております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

北米……米国、カナダ 

欧州……ドイツ、英国、スペイン、イタリア、アイルランド、フランス、スイス等 

その他…アジア、中近東、中南米等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法 

前連結会計年度と同様であります。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

前連結会計年度と同様であります。 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の日本以外の国又は地域における売上高であります。 

関連当事者との取引 

前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

次へ  

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 114,949 85,372 15,324 215,645 

Ⅱ．連結売上高（百万円）    587,830 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 19.6 14.5 2.6 36.7 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（百万円） 134,895 82,291 15,538 232,724 

Ⅱ．連結売上高（百万円）    579,949 

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 23.2 14.2 2.7 40.1 



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,667.76円 

１株当たり当期純利益 111.78円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 111.74円 

１株当たり純資産額 1,687.71円 

１株当たり当期純利益 118.57円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 118.56円 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 48,282 50,627 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 269 232 

（うち利益処分による役員賞与金（百万円）） (269) (232) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 48,012 50,394 

普通株式の期中平均株式数（千株） 429,527 425,007 

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

当期純利益調整額（百万円） － － 

普通株式増加数（千株） 156 55 

（うち新株予約権（千株）） (156) (55) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数3,760個）。これらの詳細

は、「第４提出会社の状況、１．

株式等の状況、(2）新株予約権等

の状況」に記載のとおりでありま

す。 

 新株予約権１種類（新株予約権

の数3,760個）。なお、当連結会計

年度末においてはすべて消却され

ております。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  

────── 

  

（和光堂株式会社の株式譲渡） 

 当社は、平成18年４月24日の取締役会において、子会

社である和光堂㈱の株式について、アサヒビール㈱が実

施する公開買付けに応募することを決議いたしました。

平成18年５月に当該公開買付けが成立し、株式譲渡を完

了しております。 

(1）譲渡の理由 

 当社は、医薬品事業に経営資源の集中を図るべく、非

医薬品事業の見直しに取り組んでおります。そのような

中、和光堂㈱の事業性、成長性を高く評価するアサヒビ

ール㈱より、公開買付けにより和光堂㈱の株式を買い付

ける提案がなされました。アサヒビール㈱の顧客満足と

品質を追求する経営及び技術やノウハウ、多用な販売チ

ャネルが、和光堂㈱の今後の更なる事業発展につながる

ものと判断されることや、公開買付け価格などの諸条件

を総合的に勘案し、公開買付けに応募することといたし

ました。 

(2）譲渡した相手会社の名称 

アサヒビール株式会社 

(3）譲渡の日程 

平成18年４月25日 公開買付開始公告日 

平成18年５月15日 公開買付期間末日 

平成18年５月19日 公開買付決済開始日 

(4）当該子会社等の名称、事業内容及び会社との取引内容

 名称  ：和光堂株式会社 

事業内容：育児用粉乳、ベビーフード、自動販売機用

食品、家庭用食品、業務用粉乳、医薬品、

医薬部外品、化粧品、衛生用品、雑貨等の

製造及び販売 

取引内容：当社が製品を販売、当社が製品を購入 

(5）譲渡した株式の数、譲渡価額、譲渡益及び譲渡後の

持分比率 

譲渡株式数：3,533千株 

譲渡価額 ：279億円 

譲渡益  ：198億円 

譲渡後の持分比率：0％ 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

（第一製薬㈱との共同持株会社設立による経営統合につ

いて） 

 当社は、平成17年５月13日開催の取締役会で平成17年

９月28日に第一製薬㈱と共同持株会社を設立することを

決議し、同日、経営統合契約書に調印いたしました。 

 なお、この共同持株会社設立に関しては、平成17年６

月29日開催の当社第151回定時株主総会にて承認されてお

ります。 

１.統合の目的 

 当社と第一製薬㈱（以下、両社）は、製薬業界のグロ

ーバル市場化、事業環境の構造変化等が進む中にあっ

て、その企業価値をさらに向上させるとともに、21世紀

においても引き続き日本を代表する製薬企業としての使

命を全うするために、個別企業としての枠を越えた新た

な次元における飛躍を目指し、経営統合することに合意

いたしました。 

 この経営統合は、患者と医療従事者の未充足の医療ニ

ーズに応えるべく、革新的な製品及びサービスを継続的

に提供し、世界の主要市場において独自の競争力を有す

る、日本発の「グローバル創薬型企業」となることを目

的としております。 

２.株式移転の方法 

(1）両社が共同で商法第364条に定める株式移転を行

うことにより、完全親会社となる共同持株会社「第

一三共株式会社」を設立し、両社はその完全子会社

となります。 

(2）平成19年４月を目処に、「第一三共株式会社」に

属する両社の医療用医薬品事業を「第一三共株式会

社」に統合させる予定です。 

３.株式移転の内容 

(1）設立する完全親会社が株式移転に際して発行する

株式の種類及び数 

 「第一三共株式会社」が株式移転に際して発行す

る株式の種類は普通株式とし、その数は

771,498,064株とします。ただし、この株式の数

は、平成17年３月31日（以下「株式数算定基準日」

といいます。）現在の両社の発行済株式総数に基づ

いて算定されたものであり、その翌日以降、株式移

転をなすべき時期の前日までに、両社のそれぞれが

自己株式を消却した場合、並びに両社がそれぞれ発

行した新株引受権及び新株予約権が行使されてそれ

ぞれ普通株式の発行があった場合には、株式移転に

際して発行する株式の数は、次の(a) 及び(b) の合

計から１株に満たない端数を控除した数といたしま

す。  

  

  

────── 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(a）株式数算定基準日の当社の発行済株式総数

（439,498,765株）から、株式数算定基準日の翌

日以降に当社が消却した自己株式の数を減じ、か

つ当社が発行した新株予約権の行使により株式数

算定基準日の翌日以降に新たに発行された普通株

式数を加えた数  

(b）株式数算定基準日の第一製薬㈱の発行済株式総

数（286,453,235株）から、株式数算定基準日の

翌日以降に第一製薬㈱が消却した自己株式の数を

減じ、かつ第一製薬㈱が発行した新株引受権及び

新株予約権の行使により株式数算定基準日の翌日

以降に新たに発行された普通株式数を加えた数に

1.159を乗じた数  

(2）両社の株主に対する株式の割当 

 「第一三共株式会社」は、株式移転に際して、株

式移転をなすべき時期の前日の最終の株主名簿（実

質株主名簿を含みます。以下同じ。）に記載された

両社の株主（実質株主を含みます。以下同じ。）に

対し、それぞれ次の比率で「第一三共株式会社」の

株式を割当てます。  

(a）当社の株主  

当社の普通株式１株に対し、「第一三共株式会

社」の普通株式１株  

(b）第一製薬㈱の株主  

第一製薬㈱の普通株式１株に対し、「第一三共株

式会社」の普通株式1.159株  

(3）自己株式の消却並びに新株引受権及び新株予約権

の取扱い  

 両社は、平成17年８月１日から同年９月26日まで

の間に取締役会を開催し、当該開催時点においてそ

れぞれが保有する自己株式の全部を消却いたしま

す。また、両社は、それぞれが発行している新株引

受権及び新株予約権の全てをそれぞれの責任におい

て消却し、当該権利の保有者に放棄させ、又はその

他の適当な方法により平成17年９月26日までにこれ

を消滅させるものとし、また、株式移転の効力発生

日においてそれぞれが発行する新株予約権その他の

潜在株式が一切存しないよう確保するものといたし

ます。両社が新株引受権及び新株予約権を消滅させ

るために対価を支払う場合、その対価は、当該新株

引受権及び当該新株予約権の価値を合理的な方法で

評価した額を超えない金額といたします。  

(4）設立する完全親会社の資本の額及び資本準備金  

(a）資本の額 

 50,000百万円  

(b）資本準備金の額 

 株式移転の日に、両社に現存する純資産額の合

計額から、上記資本の額及び次号に定める株式移

転交付金の合計額を控除した額  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(5）株式移転交付金（株主に支払をなすべき金額）  

 「第一三共株式会社」は、株式移転に際し、株式

移転をなすべき時期の前日の最終の株主名簿に記載

された両社の株主及び登録質権者に対し、株式移転

をなすべき時期後３か月以内に、それぞれの中間配

当金の支払いに代えて、次に定める株式移転交付金

を支払います。  

(a）当社の株主及び登録質権者  

  当社の普通株式１株につき、25円  

(b）第一製薬㈱の株主及び登録質権者  

  第一製薬㈱の普通株式１株につき、25円  

(6）株式移転をなすべき時期  

 株式移転をなすべき時期は平成17年９月28日と

し、「第一三共株式会社」の設立登記も同日に行う

予定であります。ただし、株式移転の手続上の必要

性その他の事由により必要な場合には、両社で協議

の上、これを変更することができるものといたしま

す。  

(7）株式移転の日までになす利益配当の限度額  

 両社は、平成17年３月31日の最終の株主名簿に記

載されたそれぞれの株主及び登録質権者に対し、そ

れぞれ次の金額を限度として、利益の配当を行うこ

とができるものといたします。  

(a）当社の株主及び登録質権者  

 当社の普通株式１株につき、25円 

  総額10,737,712,725円  

(b）第一製薬㈱の株主及び登録質権者  

 第一製薬㈱の普通株式１株につき、25円 

  総額6,710,100,575円  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

４．共同持株会社の概要 

(1）商号 

 第一三共株式会社 

 （英文：DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED） 

(2）事業内容 

 傘下子会社及びグループの経営管理並びにそれに付

帯する業務 

(3）本店所在地 

 東京都中央区 

  

  

  

  

  

  

  

  

５．第一製薬㈱の概要 

(1）事業内容 

 医薬品等の製造及び販売並びに輸出入 

(2）設立年月日 

 大正７年１月31日 

(3）本店所在地 

 東京都中央区日本橋三丁目14番10号 

(4）代表者 

 代表取締役社長 森田 清 

(5）資本金 

 45,246百万円（平成17年３月31日現在） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



⑤ 連結附属明細表 

社債明細表 

 該当事項はありません。 

借入金等明細表 

 （注）１．平均利率については、期末借入残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内の返済予定額は次のとおりであり

ます。 

※３．取引保証金（その他の有利子負債）については、返済期限を特に定めていないため連結決算日後５年内の返

済予定額は記載しておりません。 

次へ  

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 15,568 12,647 0.85 － 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,131 898 1.51 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 3,373 3,369 1.50 平成20年～31年 

その他の有利子負債 取引保証金 3,740 3,725 2.44 ※３ 

合計 23,813 20,641 － － 

 
１年超２年以内 
（百万円） 

２年超３年以内 
（百万円） 

３年超４年以内 
（百万円） 

４年超５年以内 
（百万円） 

長期借入金 807 634 521 513 



（第一製薬株式会社） 

(1）連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金   16,395   13,566  

２．受取手形及び売掛金   88,168   89,892  

３．有価証券   107,514   115,884  

４．親会社株式   －   6,986  

５．抵当証券   20,000   16,500  

６．たな卸資産   40,486   36,690  

７．繰延税金資産   13,826   15,287  

８．その他   13,496   15,998  

貸倒引当金   △50   △35  

流動資産合計   299,836 54.86  310,772 51.99 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 141,983   144,457   

減価償却累計額  86,013 55,969  89,128 55,328  

(2）機械装置及び運搬具 ※１ 112,430   114,615   

減価償却累計額  92,724 19,705  94,986 19,629  

(3）土地 ※１  17,526   16,627  

(4）建設仮勘定   6,029   5,934  

(5）その他 ※１ 38,264   38,150   

減価償却累計額  31,892 6,372  32,107 6,042  

有形固定資産合計   105,602 19.32  103,562 17.33 

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   －   9,241  

(2）その他   6,796   6,280  

無形固定資産合計   6,796 1.24  15,521 2.60 

 



  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券 ※２  105,461   139,309  

(2）長期貸付金   763   880  

(3）前払年金費用   15,493   14,356  

(4）繰延税金資産   3,167   3,370  

(5）その他  ※２  9,756   10,229  

貸倒引当金   △323   △301  

投資その他の資産合計   134,319 24.58  167,845 28.08 

固定資産合計   246,718 45.14  286,929 48.01 

資産合計   546,555 100.00  597,701 100.00 

        

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   17,182   17,599  

２．短期借入金 ※１  18   0  

３．未払法人税等   8,401   23,410  

４．返品調整引当金   448   245  

５．売上割戻引当金   1,421   1,309  

６．その他   46,867   42,741  

流動負債合計   74,339 13.60  85,305 14.27 

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金   5   4  

２．繰延税金負債   9,791   21,620  

３．退職給付引当金   4,754   4,932  

４．役員退職慰労引当金   2,200   1,520  

５．その他   5,318   2,748  

固定負債合計   22,070 4.04  30,827 5.16 

負債合計   96,409 17.64  116,133 19.43 

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   1,582 0.29  385 0.06 

 



次へ  

  
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※４  45,246 8.28  45,246 7.57 

Ⅱ 資本剰余金   49,130 8.99  48,961 8.19 

Ⅲ 利益剰余金   376,144 68.82  351,242 58.77 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

  18,215 3.33  35,977 6.02 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △1,305 △0.24  △246 △0.04 

Ⅵ 自己株式 ※５  △38,867 △7.11  － － 

資本合計   448,563 82.07  481,181 80.51 

負債、少数株主持分及び
資本合計 

  546,555 100.00  597,701 100.00 



② 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   328,534 100.00  346,447 100.00 

Ⅱ 売上原価 ※１  100,834 30.69  92,190 26.61 

売上総利益   227,699 69.31  254,257 73.39 

Ⅲ 販売費及び一般管理費        

１．給料及び手当  38,076   38,895   

２．退職給付費用  3,429   3,153   

３．研究開発費 ※１ 57,416   61,647   

４．その他  72,713 171,636 52.24 74,473 178,169 51.43 

営業利益   56,063 17.07  76,087 21.96 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  738   836   

２．受取配当金  735   1,011   

３．為替差益  297   521   

４．その他  1,023 2,795 0.85 507 2,876 0.83 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  1   0   

２．たな卸資産処分損及び
評価損 

 626   273   

３．持分法による投資損失  399   369   

４．その他  510 1,538 0.47 391 1,034 0.30 

経常利益   57,320 17.45  77,929 22.49 

Ⅵ 特別利益        

１．投資有価証券売却益  283   204   

２．土地売却益  384   －   

３．厚生年金基金代行返上
益 

 11,747   163   

４．確定拠出年金移行に伴
う利益 

 3,769   －   

５．動物薬事業譲渡益 ※２ 800 16,983 5.17 － 368 0.11

        
 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 
百分比
（％）

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅶ 特別損失        

１．経営統合関連損失 ※３ －   7,661   

２．ビタミン独禁法関連損
失 

※４ 111   1,125   

３．投資有価証券評価損  32   301   

４．特別退職加算金  －   113   

５．持分変動損失  －   99   

６．構造改革関連費用 ※５ 7,316   －   

７．基金脱退一時金 ※６ 381   －   

８．減損損失 ※７ －   1,339   

９．固定資産処分損 ※８ 1,792 9,633 2.93 843 11,485 3.32 

税金等調整前当期純利
益 

  64,670 19.69  66,813 19.28 

法人税、住民税及び事
業税 

 17,357   31,897   

法人税等調整額  11,486 28,843 8.78 △2,028 29,868 8.61 

少数株主損失   △1,348 △0.41  △463 △0.13 

当期純利益   37,175 11.32  37,409 10.80 



③ 連結剰余金計算書 

次へ  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   48,961  49,130 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．自己株式処分差益  169 169 － － 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１．自己株式処分差損  － － 169 169 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   49,130  48,961 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   347,973  376,144 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  37,175   37,409   

２．連結子会社の持分変動
に伴う剰余金増加高 

 － 37,175 12,522 49,931 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  8,071  37,935  

２．役員賞与  160  144  

３．持分法適用会社の増加
に伴う剰余金減少高 

 772  －  

４．自己株式消却額  －  36,683  

５．自己株式処分差損  － 9,004 69 74,833 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   376,144  351,242 

      



④ 連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   

税金等調整前当期純利益  64,670 66,813 

減価償却費  15,946 14,133 

減損損失  － 1,339 

連結調整勘定償却額  3 1,026 

退職給付引当金の減少額  △14,807 △328 

前払年金費用の増減額（△
増加額） 

 △15,493 1,136 

受取利息及び受取配当金  △1,474 △1,847 

支払利息  1 0 

投資有価証券評価損  34 303 

有形固定資産処分損  1,792 843 

罰金及び和解金損失  111 1,125 

持分法による投資損失  399 369 

売上債権の増加額  △6,793 △2,389 

たな卸資産の増減額（△増
加額） 

 △1,290 2,750 

仕入債務の増加額  3,011 378 

未払金・未払費用の増加額  1,457 1,825 

その他  5,803 △4,503 

小計  53,373 82,979 

利息及び配当金の受取額  1,501 1,953 

利息の支払額  △1 △0 

罰金及び和解金の支払額  △89 △1,125 

法人税等の支払額  △19,212 △16,807 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 35,571 66,998 

 



  
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅱ 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  △7,800 △3,353 

定期預金の払戻による収入  8,267 2,045 

有価証券の取得による支出  △26,601 △27,040 

有価証券の売却による収入  25,210 41,028 

抵当証券の売却による収入  － 3,500 

有形固定資産の取得による
支出 

 △10,753 △13,589 

無形固定資産の取得による
支出 

 △2,546 △1,961 

投資有価証券の取得による
支出 

 △24,443 △20,267 

投資有価証券の売却による
収入 

 22,181 13,136 

少数株主からの子会社株式
の取得による支出 

 － △10,268 

その他  △5,500 △1,757 

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

 △21,989 △18,528 

Ⅲ 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 

 △18 △18 

配当金の支払額  △8,071 △37,935 

自己株式の取得による支出  △4,263 △24 

ストックオプションの権利
行使による自己株式の処分
に伴う収入 

 － 1,970 

その他  △15 △119 

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △12,369 △36,127 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 12 451 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,225 12,794 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残
高 

 90,346 91,571 

Ⅶ  連結範囲の変更に伴う現金及
び現金同等物の減少額 

 － △5,543 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残
高 

 ※ 91,571 98,823 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社数 31社 

主要な連結子会社名 

（国内）第一化学薬品株式会社、株式会社第一ラジ

オアイソトープ研究所、第一ファインケミ

カル株式会社、埼玉第一製薬株式会社、第

一サントリーファーマ株式会社 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)連結子会社数 21社 

主要な連結子会社名 

（国内）第一化学薬品株式会社、株式会社第一ラジ

オアイソトープ研究所、第一ファインケミ

カル株式会社、埼玉第一製薬株式会社、第

一アスビオファーマ株式会社、第一ファル

マテック株式会社 

（海外）ダイイチ・ファーマシューチカル・コーポ

レーション、ダイイチ・メディカル・リサ

ーチ・インコーポレーテッド、第一製薬

（北京）有限公司、第一製薬（中国）有限

公司 

（海外）第一製薬（北京）有限公司 

 当連結会計年度において、新たに設立したダイイ

チ・ファーマシューチカル・コーポレーション、ダ

イイチ・メディカル・リサーチ・インコーポレイテ

ッド及び第一ファルマテック株式会社の３社を連結

の範囲に含めております。なお、連結子会社ダイイ

チ・ファーマシューチカル・コーポレーションはダ

イイチ・ファーマ・ホールディングス・インコーポ

レイテッドに社名変更しております。 

 当連結会計年度において、関西第一サービス株式

会社及び第一テクノス株式会社を連結子会社第一フ

ァルマテック株式会社に、株式会社第一サントリー

生物医学研究所を連結子会社第一サントリーファー

マ株式会社に、第一製薬（中国）有限公司を連結子

会社第一製薬（北京）有限公司に、それぞれ吸収合

併したため、連結の範囲から除外しております。な

お、当連結会計年度において、第一サントリーファ

ーマ株式会社は、第一アスビオファーマ株式会社に

社名変更しております。 

 また、当連結会計年度において、東京医薬紙器株

式会社及び西邨紙器株式会社は、当社保有株式の一

部を売却したため、下半期より連結の範囲から除外

し持分法を適用しております。 

 当連結会計年度において、ダイイチ・ファインケ

ミカルズ・インコーポレイテッドを清算したため連

結の範囲から除外しております。 

 当連結会計年度において、ダイイチ・ファーマ・

ホールディングス・インコーポレイテッド、ダイイ

チ・ファーマシューチカル・コーポレーション及び

ダイイチ・メディカル・リサーチ・インコーポレイ

テッドは、三共ファルマInc.に吸収合併されたた

め、連結の範囲から除外し持分法を適用しておりま

すが、損益計算書については連結しております。な

お、当連結会計年度において、三共ファルマInc.

は、第一三共Inc.に社名変更しております。 

(2)非連結子会社数 ３社 

当連結会計年度において、新たに設立したため非

連結子会社が１社増加しましたが、小規模会社であ

り、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いず

れも連結財務諸表に対する影響が軽微であるため、

連結の範囲から除外しております。 

(2)非連結子会社数 ３社 

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表

に対する影響が軽微であるため、連結の範囲から除

外しております。 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

 (1)持分法適用の関連会社数 2社 

主要な会社名 

アベンティスパスツール第一ワクチン株式会社他１

社 

 重要性が増加したことにより、それぞれ当連結会

計年度より持分法適用の関連会社に含めておりま

す。 

 (1)持分法適用の関連会社数 ６社 

主要な会社名 

（国内）第一三共ヘルスケア株式会社、サノフィパ

スツール第一ワクチン株式会社、東京医薬

紙器株式会社、西邨紙器株式会社他１社 

（海外）第一三共Inc. 

 当連結会計年度において、アベンティスパスツー

ル第一ワクチン株式会社は、サノフィパスツール第

一ワクチン株式会社に社名変更しております。 

 また、当連結会計年度において、新たに設立した

第一三共ヘルスケア株式会社を持分法適用の関連会

社に含めております。 

(2)非連結子会社３社及び関連会社３社については、そ

れぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、

これらの会社に対する投資勘定については、持分法

を適用せず原価法により評価しております。 

(2)         同左 

(3)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異な

る会社については、各社の事業年度に係る財務諸表

を使用しております。 

(3)         同左 

３．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、第一製薬（中国）有限公司、第

一製薬（北京）有限公司、ダイイチ・アスビオ・ファ

ーマシューチカルズ・インコーポレイテッド、ダイイ

チ・アスビオ・ホールディングス・インコーポレイテ

ッド及びダイイチ・アスビオ・メディカル・リサー

チ・ラボラトリーズ・リミテッド・ライアビリティ・

カンパニーの決算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当っては、同決算日現在の財務諸表を使

用し、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。 

３．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、第一製薬（北京）有限公司、ダ

イイチ・アスビオ・ファーマシューチカルズ・インコ

ーポレイテッド、ダイイチ・アスビオ・ホールディン

グス・インコーポレイテッド及びダイイチ・アスビ

オ・メディカル・リサーチ・ラボラトリーズ・リミテ

ッド・ライアビリティ・カンパニーの決算日は12月31

日であります。連結財務諸表の作成に当っては、同決

算日現在の財務諸表を使用し、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。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

満期保有目的の債券……………償却原価法（定

額法） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

満期保有目的の債券……………同左 

その他有価証券 

時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部

資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法によ

り算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの…同左 

時価のないもの…主として移動平均法に基づ

く原価法 

時価のないもの…同左 

(ロ）たな卸資産 

……主として総平均法に基づく低価法 

(ロ）たな卸資産 

        同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

有形固定資産……主として定率法によっておりま

すが、一部の在外連結子会社は

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却方法 

有形固定資産……主として定率法によっておりま

す。ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法によ

っております。 

一部の在外子会社は定額法によ

っております。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物及び構築物 38～50年 

機械装置及び運

搬具 
４～７年 

建物及び構築物 38～50年 

機械装置及び運

搬具 
４～７年 

   （会計処理方法の変更）  

     平成10年４月１日以降に取得した建物（附属 

設備を除く）について、これまで定率法によっ

ておりましたが、当連結会計年度より定額法に

変更いたしました。  

     この変更は、当社グループ事業において、当

該設備の投資効果が、稼動状況の影響を受け

ず、かつ、毎期規則的に発現すると考えられる

ことから、構造改革の一環として研究・生産・

物流各拠点の各機能を集約・再編し一層の効率

化とコスト競争力を図るため当該各拠点を統廃

合したことを機として、今後の設備計画等に基

づいて経営実態をより的確に反映し期間損益計

算をより合理的なものとするため、並びに当社

が平成17年５月13日に三共株式会社と経営統合

契約書を締結し平成17年９月28日に共同持株会

社「第一三共株式会社」を設立したため、企業

集団として会計処理の統一を図る必要が生じた

ことに伴い、償却方法を見直した結果、実施し

たものであります。  

     この変更により、従来の方法によった場合と

比較して、当連結会計年度の減価償却費は、216

百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益はそれぞれ216百万円増加して

おります。  

     セグメント情報に与える影響は、（セグメン

ト情報）に記載しております。 

無形固定資産及び長期前払費用 

……定額法 

無形固定資産及び長期前払費用 

   同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

         同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(ロ）返品調整引当金 

 販売済製商品について期末日後に発生が予測さ

れる返品に備えるため、返品見込額に対し、これ

の売上利益及び廃棄損失相当額の合計額までを計

上しております。 

 なお、戻入額43百万円は売上原価で処理してお

ります。 

(ロ）返品調整引当金 

 販売済製商品について期末日後に発生が予測さ

れる返品に備えるため、返品見込額に対し、これ

の売上利益及び廃棄損失相当額の合計額までを計

上しております。 

 なお、戻入額203百万円は売上原価で処理してお

ります。 

(ハ）売上割戻引当金 

 当期の製商品売上高に対する将来の売上割戻し

に備えるため、期末売掛金及び期末特約店在庫金

額に対し支出見込率を乗じた額を計上しておりま

す。 

(ハ）売上割戻引当金 

         同左 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理をしております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

(ニ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定額法により費用処理をしております。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚

生年金基金の代行部分について、平成17年１月１

日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受けて

おります。 

当連結会計年度における損益に与えている影響

額は、特別利益として11,747百万円計上しており

ます。 

また、当社及び一部の国内連結子会社は、確定

拠出年金法の施行に伴い、平成17年１月に退職一

時金制度の一部について確定拠出年金制度へ移行

し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用して

おります。 

本移行に伴う影響額は、特別利益として3,769百

万円計上しております。 

  

（追加情報） 

当社は、確定給付企業年金法の施行に伴い、厚

生年金基金の代行部分について、平成17年１月１

日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、

平成17年５月31日に国に返還額（最低責任準備

金）の納付を行いました。 

当連結会計年度における損益に与えている影響

額は、特別利益として163百万円計上しておりま

す。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職時に支給される退職金の支払に備え

るため、当社及び国内連結子会社は内規に基づい

た期末要支給額を計上しております。 

(ホ）役員退職慰労引当金 

         同左 

 



前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算

し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算

し、換算差額は少数株主持分及び資本の部における

為替換算調整勘定に含めております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

同左 

(5）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(5）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為

替予約について、振当処理の要件を満たしている

場合には、振当処理を採用しております。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 

(イ）ヘッジ会計の方法 

同左 

(ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段  ヘッジ対象 

為替予約等  外貨建金銭債権 

同左 

(ハ）ヘッジ方針 

 社内管理規程に基づき為替変動リスクをヘッジ

しております。 

(ハ）ヘッジ方針 

同左 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

 社内管理規程に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対

象の為替相場の変動による相関関係によって有効

性を評価し、有効性の検証を実施しております。 

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に

よっております。 

(7）消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、原則として５年間

の均等償却を行っております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

 連結剰余金計算書における利益処分額については連

結会計年度中に確定した利益処分に基づいて計上して

おります。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

次へ  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基

準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適

用しております。これにより税金等調整前当期純利益

は1,339百万円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財

務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除してお

ります。 



注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

 担保に供している資産並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

担保資産 担保資産 

建物及び構築物 426百万円  ( 426百万円)

機械装置及び運

搬具 
264 〃   ( 264 〃 )

土地 724 〃   ( 724 〃 )

(有形固定資産)

その他 
26 〃   ( 26 〃 )

 1,441百万円  (1,441百万円)

建物及び構築物 391百万円  ( 391百万円)

機械装置及び運

搬具 
245 〃   ( 245 〃 )

土地 724 〃   ( 724 〃 )

(有形固定資産)

その他 
22 〃  (  22 〃 )

 1,384百万円 (1,384百万円)

担保付債務 

短期借入金 17百万円 ( 17百万円)

担保付債務 

  当連結会計年度末の残高はありません。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当に供されて

いる資産並びに当該債務を示しております。 

 上記のうち（ ）内書は工場財団抵当に供されて

いる資産並びに当該債務を示しております。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券 87百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金） 

600百万円

投資有価証券 16,858百万円

投資その他の資産「その他」

（出資金） 

615百万円

３．偶発債務 ３．偶発債務 

(1）次のとおり金融機関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。 

(1）次のとおり金融機関等からの借入に対し、債務

保証を行っております。 

被保証人  

従業員（住宅資金等） 2,737百万円

アベンティスパスツール第一

ワクチン株式会社 

350百万円

被保証人  

従業員（住宅資金等） 2,190百万円

サノフィパスツール第一 

ワクチン株式会社 

350百万円

その他 8百万円

(2）受取手形割引高 78百万円 (2）受取手形割引高 28百万円

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式286,453,235株

であります。 

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式269,420,093株

であります。 

※５．当社が保有する自己株式の数は、普通株式

18,049,212株であります。 

※５．       ────── 

６．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行とコミットメントライン契約を締

結しております。この契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

６．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行４行とコミットメントライン契約を締

結しております。この契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

コミットメントラインの総額      30,000百万円

借入実行残高 － 〃 

差引額      30,000百万円

コミットメントラインの総額      30,000百万円

借入実行残高 － 〃 

差引額      30,000百万円



（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．研究開発費の総額 ※１．研究開発費の総額 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 

 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は次のとおりであります。 

58,605百万円 61,647百万円 

※２．動物薬事業譲渡益 

 動物薬事業の営業譲渡に伴う利益であります。 

※２．       ────── 

※３．       ────── ※３．経営統合関連損失 

 第一三共グループにおける当社グループと三共グ

ループとの経営統合に伴う一時費用であり、その内

訳は次のとおりであります。  

 海外事業統合関連費用 6,406百万円

ヘルスケア事業統合関連費用 448  〃 

その他調査コンサルタント費用等 807  〃 

※４．ビタミン独禁法関連損失 

 ビタミンカルテルによる損害賠償請求に伴う個別

和解による和解金であります。 

※４．ビタミン独禁法関連損失 

 ビタミンカルテルの欧州における控訴審判決に伴

う課徴金であります。 

※５．構造改革関連費用 

 構造改革の一環として国内３工場の会社分割等に

より設立した第一ファルマテック株式会社への転籍

者に対する割増退職金相当額であります。 

※５．       ────── 

※６．基金脱退一時金 

 子会社中１社の総合設立型厚生年金基金脱退に伴

う一時金相当額であります。 

※６．       ────── 

※７．       ────── ※７. 減損損失 

    当社グループ（当社及び連結子会社）は、稼動資

産については製品の種類や営業活動の類似性、企業

集団としての整合、及び将来的な管理の継続性を考

慮して管理会計上の事業別損益管理区分によりグル

ーピングしており、また、事業の用に直接供してい

ない遊休資産については個々にグルーピングしてお

ります。 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。 

   <遊休資産>    

  

場所 用途 種類 摘要 

札幌市

白石区 

旧札幌物流

センター 

物流設備 

土地 遊休 

栃木県

下野市 

旧栃木研究

センター 

研究設備 

建物及

び土地

等 

遊休 

千葉県

山武市 

千葉工場

工場用地 
土地 遊休 

 



（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

     上記の資産グループは、遊休状態であり今後の使

用見込みも未確定なため、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失（1,339百万円）

として特別損失に計上いたしました。 

 その内訳は、建物420百万円、構築物17百万円、機

械及び装置７百万円、工具器具及び備品４百万円、

土地890百万円であります。 

 なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却

価額により測定しており、主として不動産鑑定士に

よる鑑定評価額を使用しております。     

※８．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 ※８．固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 884百万円

機械装置及び運搬具 267  〃 

その他 639  〃 

建物及び構築物 259百万円

機械装置及び運搬具 252  〃 

その他 331  〃 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 16,395百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△579 〃 

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資 
75,755 〃 

現金及び現金同等物 91,571百万円 

現金及び預金勘定 13,566百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金 
△996 〃 

取得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資 
86,252 〃 

現金及び現金同等物 98,823百万円 



（リース取引関係） 

次へ  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（百万円） 

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

1,100 506 594 

その他 9,711 6,232 3,478 

合計 10,811 6,738 4,073 

 
取得価額
相当額 
（百万円）

減価償却
累計額相
当額 
（百万円） 

期末残高
相当額 
（百万円）

機械装置及び
運搬具 

1,214 557 656 

その他 7,631 4,330 3,300 

合計 8,845 4,888 3,957 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

１年内 1,869百万円

１年超 2,204 〃 

合計 4,073百万円

１年内 1,688百万円

１年超 2,268 〃 

合計 3,957百万円

（注）取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

同左 

(3）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失 

支払リース料 2,366百万円

減価償却費相当額 2,366 〃 

支払リース料 2,184百万円

減価償却費相当額 2,184 〃 

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

同左 

 (減損損失について) 

リース資産に配分された減損損失はありません。 



（有価証券関係） 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

種類 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えるもの 
      

(1）国債・地方債等 － － － 999 1,000 0 

(2）社債 29,332 29,492 160 11,604 11,644 40 

(3）その他 － － － － － － 

小計 29,332 29,492 160 12,604 12,644 40 

時価が連結貸借対照表計上額を

超えないもの 
      

(1）国債・地方債等 － － － 2,993 2,907 △86 

(2）社債 39,409 39,022 △387 48,076 47,236 △839 

(3）その他 － － － － － － 

小計 39,409 39,022 △387 51,070 50,144 △925 

合計 68,742 68,514 △227 63,674 62,788 △885 



２．その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） その他の有価証券で時価のある株式について、当連結会計年度において301百万円の減損処理を行っておりま

す。なお、当該株式の減損にあたっては、次の区分によっております。 

① 時価の期首取得原価に対する下落率が50％以上 

 原則として減損処理を行う。但し、合理的事由がある場合は除く。 

② 時価の期首取得原価に対する下落率が30％以上～50％未満 

 個別銘柄毎に回復可能性の検討を行ない回復可能性がないと判断した場合は減損処理を行う。 

③ 時価の期首取得原価に対する下落率が30％未満 

 原則として減損処理は行わない。 

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

種類 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

取得原価 
（百万円） 

連結貸借対
照表計上額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
      

(1）株式 26,285 56,955 30,669 27,235 86,525 59,290 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 1,120 1,176 56 1,120 1,226 106 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 2,412 2,859 446 2,147 3,254 1,106 

小計 29,818 60,990 31,172 30,502 91,006 60,504 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
      

(1）株式 606 496 △109 63 58 △4 

(2）債券       

① 国債・地方債等 － － － － － － 

② 社債 － － － － － － 

③ その他 － － － － － － 

(3）その他 3,260 2,840 △419 － － － 

小計 3,866 3,337 △529 63 58 △4 

合計 33,685 64,328 30,643 30,565 91,065 60,500 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日  至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

売却額（百万円） 
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

売却額（百万円）
売却益の合計 
（百万円） 

売却損の合計 
（百万円） 

1,935 283 27 4,029 469 206 



４．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 

前連結会計年度 
（平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

(1）満期保有目的の債券   

譲渡性預金 20,000 12,000 

コマーシャル・ペーパー 47,492 54,987 

(2)その他有価証券   

ＭＭＦ・ＦＦＦ・中国ファンド 8,263 19,264 

優先株式 1,000 1,000 

非上場株式 2,061 2,329 

優先出資証券 1,000 1,000 

 

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

１年以内 
（百万円） 

１年超５年
以内 
（百万円） 

５年超10年
以内 
（百万円） 

10年超 
（百万円） 

１．債券         

(1）国債・地方債等 － － － － 999 2,993 － － 

(2）社債 31,758 22,983 14,000 － 28,632 20,032 11,016 － 

(3）その他 67,492 － － － 66,987 － － － 

２．その他 － 2,359 － － － 1,226 － － 

合計 99,250 25,342 14,000 － 96,620 24,253 11,016 － 



（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

当社グループは、ヘッジ目的での為替予約取引及び通貨オプション取引以外のデリバティブ取引は現在行

っておりません。 

 為替予約取引等は、為替相場の変動によるリスクを有しております。なお、為替予約取引等の契約先は、

いずれも信用度の高い銀行であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと

判断しております。 

 デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決定され、取引権限及び取引限度額を定めた社内管理

規程を設け、取引の実行及び管理は経理部門等が行っており、その内容について取締役会に報告しておりま

す。 

なお、その有効性の評価については、社内管理規程に基づき、ヘッジ手段とヘッジ対象の為替相場の変動

による相関関係によって評価し、有効性の検証を実施しております。 

２ 取引の時価等に関する事項 

該当事項はありません。なお、ヘッジ会計を適用し、「外貨建取引等会計処理基準」により、外貨建金銭

債権に振り当てたデリバティブ取引については、注記の対象から除いております。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

同上 

  

２ 取引の時価等に関する事項 

同上 



（退職給付関係） 

１．企業の採用する退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、従来、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設けておりましたが、厚生

年金基金の代行部分について平成17年１月１日に厚生労働大臣から過去分返上の認可を受け、平成17年５月31日

に国に返還額（最低責任準備金）の納付を行いました。また、国内連結子会社においても、従来、確定給付型の

制度として、主に税制適格退職年金制度（連結子会社10社で採用）及び退職一時金制度を設けておりました。 

 第一製薬ならびに国内グループ会社（連結子会社10社）は、第一製薬厚生年金基金の代行返上（過去分）の認

可にあわせて、平成17年1月1日より、退職給付制度を一元化し、退職一時金制度の一部を除いて、グループ連合

型による「確定給付企業年金制度」と「確定拠出年金制度」とに移行しております。 

 また、従業員の退職等に際して割増退職金を払う場合があります。 

なお、一部の在外連結子会社においても確定給付型の制度を設けております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

 （注）１．厚生年金基金の代行部分を含めて記載しております。 

２．一部の子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．前連結会計年度における退職一時金制度から確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は次のとおりであ

ります。 

 また、確定拠出年金制度への資産移換額は10,528百万円であり、４年間で移換する予定であります。な

お、前連結会計年度末時点の未移換額6,744百万円は、未払金（流動負債の「その他」）、長期未払金（固

定負債の「その他」）に計上しております。 

  （単位  百万円）

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付債務 △83,244 △64,215 

ロ．年金資産 83,197 70,227 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） △47 6,011 

ニ．会計基準変更時差異の未処理額 － － 

ホ．未認識数理計算上の差異 9,222 2,156 

ヘ．未認識過去勤務債務（債務の減額） 1,563 1,256 

ト．連結貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 10,739 9,423 

チ．前払年金費用 15,493 14,356 

リ．退職給付引当金（ト－チ） △4,754 △4,932 

退職給付債務の減少 11,779 百万円 

未認識数理計算上の差異 △1,334  〃  

未認識過去勤務債務 3,852  〃   

退職給付引当金の減少 14,297  〃   



３．退職給付費用に関する事項 

 （注）１．厚生年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ．勤務費用」に計上しております。 

３．構造改革関連費用は構造改革の一環として国内３工場の会社分割により設立した第一ファルマテック株式会

社への転籍者に対する割増退職金であります。 

４．その他は確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制度による従業員に対する前払退職金支給額でありま

す。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

次へ  

  （単位  百万円）

 
前連結会計年度 

（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）

イ．勤務費用 3,605 3,115 

ロ．利息費用 2,381 1,548 

ハ．期待運用収益 △1,993 △1,895 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 2,073 1,335 

ホ．過去勤務債務の費用処理額 △267 305 

へ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ） 5,799 4,411 

ト．厚生年金基金代行返上益 △11,747 △163 

チ．経営統合関連損失 － 1,378 

リ．特別退職加算金 － 113 

ヌ．厚生年金基金脱退特別掛金 381 － 

ル．確定拠出年金移行に伴う利益 △3,769 － 

ヲ．構造改革関連費用 7,316 － 

ワ．その他 204 884 

計（ヘ＋ト＋チ＋リ＋ヌ＋ル＋ヲ＋ワ） △1,814 6,623 

 
前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

ロ．割引率 主として2.5％ 同左 

ハ．期待運用収益率 主として3.0％ 同左 

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 

  

  

  

主として10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により費用処理し

ております。） 

同左 

  

  

  

ホ．数理計算上の差異の処理年数 

  

  

  

  

主として10年（発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年

数による定額法により、それぞれ

翌連結会計年度から費用処理する

こととしております。） 

同左 

  

  

  

  



（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 （注） 繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

 
 

 
（単位 百万円）

 
前連結会計年度 

 
当連結会計年度 

 
（平成17年３月31日） 

 
（平成18年３月31日） 

繰延税金資産    

減価償却費 11,163  11,329 

前渡金（委託研究費等） 5,435  7,104 

未払費用 4,544  4,458 

繰越欠損金 －  3,895 

未払事業税 707  1,994 

退職給付引当金 1,553  1,767 

確定拠出年金移行に伴う未払金 2,626  1,455 

たな卸資産（未実現利益・評価損） 1,290  1,431 

有価証券等評価損 776  385 

その他 7,635  7,207 

繰延税金資産小計 35,731  41,030 

評価性引当額 △6,637  △11,068 

繰延税金資産合計 29,094  29,961 

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △12,419  △24,520 

前払年金費用 △6,866  △5,819 

固定資産圧縮積立金 △2,588  △2,573 

特別償却準備金 △17  △11 

繰延税金負債合計 △21,892  △32,924 

繰延税金資産の純額 7,202  △2,963 

 
前連結会計年度 

 
当連結会計年度 

 
（平成17年３月31日） 

 
（平成18年３月31日） 

流動資産－繰延税金資産 13,826  15,287 

固定資産－繰延税金資産 3,167  3,370 

流動負債－繰延税金負債 －  － 

固定負債－繰延税金負債 △9,791  △21,620 



２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因となった主要

な項目別内訳 

 
 

 
（単位 ％）

 
前連結会計年度 

 
当連結会計年度 

 
（平成17年３月31日） 

 
（平成18年３月31日） 

法定実効税率 40.5  40.5 

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.2  3.3 

受取配当金等永久に益金に算入されない項

目 
△0.5  △1.0 

住民税均等割等 0.2  0.3 

試験研究費控除 △4.2  △7.4 

評価性引当額 －  6.4 

その他 5.4  2.6 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.6  44.7 



（セグメント情報） 

事業の種類別セグメント情報 

 最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。 

 （注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業区分は、医療用医薬品を中心とする医薬品事業とこれに属さないその他の事業に

分類しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は7,919百万円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門に係る費用などであります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は231,328百万円であり、その主なものは、親会

社の余資運用資金（現金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

医薬品事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 311,844 16,689 328,534 － 328,534 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
73 2,783 2,857 (2,857) － 

計 311,917 19,473 331,391 (2,857) 328,534 

営業費用 247,821 19,552 267,373 5,096 272,470 

営業利益又は営業損失

（△） 
64,096 △78 64,017 (7,953) 56,063 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 288,257 28,768 317,026 229,529 546,555 

減価償却費 14,342 1,518 15,861 85 15,946 

資本的支出 12,937 1,747 14,684 113 14,798 

事業区分 主要製品等 

医薬品事業 医療用医薬品、検査薬・放射性医薬品、一般用医薬品、動物用医薬品 

その他

の事業 

ファインケミカ

ル事業 
ビタミンバルク、化成品、工業薬品 他 

安全性研究事業 受託試験研究 

その他事業 不動産賃貸 他 



 （注）１．事業区分の方法 

当社及び連結子会社の事業区分は、医療用医薬品を中心とする医薬品事業とこれに属さないその他の事業に

分類しております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は10,709百万円であり、その主なも

のは、親会社の管理部門に係る費用などであります。 

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は259,843百万円であり、その主なものは、親会

社の余資運用資金（現金及び有価証券等）、長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であ

ります。 

５．会計処理方法の変更 

 （当連結会計年度） 

  有形固定資産の減価償却方法の変更 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理方法の変更」に記載のとおり、平成10

年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）について、これまで定率法によっておりましたが、当連

結会計年度より定額法に変更しました。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計

年度の営業費用は、医薬品事業が206百万円、その他の事業が10百万円減少し、営業利益が同額増加してお

ります。 

 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

医薬品事業 
（百万円） 

その他の事業 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
(百万円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益      

売上高      

(1)外部顧客に対する売上高 331,135 15,312 346,447 － 346,447 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
195 2,592 2,788 (2,788) － 

計 331,331 17,905 349,236 (2,788) 346,447 

営業費用 245,011 17,458 262,470 7,889 270,359 

営業利益 86,319 446 86,766 (10,678) 76,087 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
     

資産 310,948 28,978 339,926 257,774 597,701 

減価償却費 12,616 1,435 14,052 80 14,133 

減損損失  1,339 － 1,339 － 1,339 

資本的支出 11,215 2,300 13,515 15 13,531 

事業区分 主要製品等 

医薬品事業 医療用医薬品、検査薬・放射性医薬品、一般用医薬品 

その他

の事業 

ファインケミカ

ル事業 
ビタミンバルク、化成品、工業薬品 他 

安全性研究事業 受託試験研究 

その他事業 不動産賃貸 他 



所在地別セグメント情報 

前連結会計年度 ― 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の

割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略いたしまし

た。 

当連結会計年度 ― 同上 

海外売上高 

 最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）米州    ………アメリカ 

(2）欧州    ………ドイツ、フランス、イタリア 

(3）アジアその他………中国、台湾、韓国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

関連当事者との取引 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

次へ  

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

 米州 欧州 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 46,608 13,392 8,588 68,589 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    328,534 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
14.2 4.1 2.6 20.9 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 米州 欧州 アジアその他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 48,975 16,148 9,416 74,540 

Ⅱ 連結売上高（百万円）    346,447 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
14.1 4.7 2.7 21.5 



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１株当たり純資産額     1,670円71銭

１株当たり当期純利益金額   137円95銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
 137円90銭

１株当たり純資産額 1,785円55銭

１株当たり当期純利益金額 138円59銭

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
138円55銭

 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円） 37,175 37,409 

普通株主に帰属しない金額（百万円） 137 118 

（うち利益処分による役員賞与金 

（百万円）） 
(137) (118) 

普通株式に係る当期純利益（百万円） 37,037 37,291 

期中平均株式数（千株） 268,481 269,078 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

普通株式増加数（千株） 111 70 

（うち新株予約権） (111) (70) 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在

株式の概要 

新株引受権２種類（目的と

なる株式数1,001千株）及び新

株予約権１種類（新株予約権

の数4,090個） 

 概要は「第４ 提出会社の状

況 １ 株式等の状況、（2）新

株予約権等の状況」に記載の

とおりであります。 

新株引受権２種類（目的と

なる株式数1,001千株） 

 なお、当連結会計年度末に

おいてはすべて消滅しており

ます。 



（重要な後発事象） 

前連結会計年度（自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日） 

（三共㈱との共同持株会社設立による経営統合について）  

当社は、平成17年５月13日開催の取締役会で平成17年９月28日に三共㈱と共同持株会社を設立することを決議

し、同日、経営統合契約書に調印いたしました。 

 なお、この共同持株会社設立に関しては、平成17年６月29日開催の当社第127回定時株主総会にて承認されて

おります。 

１.統合の目的 

当社と三共㈱（以下、両社）は、製薬業界のグローバル市場化、事業環境の構造変化等が進む中にあって、そ

の企業価値をさらに向上させるとともに、21世紀においても引き続き日本を代表する製薬企業としての使命を全

うするために、個別企業としての枠を越えた新たな次元における飛躍を目指し、経営統合することに合意いたし

ました。 

 この経営統合は、患者と医療従事者の未充足の医療ニーズに応えるべく、革新的な製品及びサービスを継続的

に提供し、世界の主要市場において独自の競争力を有する、日本発の「グローバル創薬型企業」となることを目

的としております。 

２.株式移転の方法 

（１）両社が共同で商法第364条に定める株式移転を行うことにより、完全親会社となる共同持株会社「第一

三共株式会社」を設立し、両社はその完全子会社となります。 

（２）平成19年４月を目処に、「第一三共株式会社」に属する両社の医療用医薬品事業を「第一三共株式会

社」に統合させる予定です。 

３.株式移転の内容 

（１）設立する完全親会社が株式移転に際して発行する株式の種類及び数 

「第一三共株式会社」が株式移転に際して発行する株式の種類は普通株式とし、その数は

771,498,064株とします。ただし、この株式の数は平成17年３月31日（以下「株式数算定基準日」とい

います。）現在の両社の発行済株式総数に基づいて算定されたものであり、その翌日以降、株式移転を

なすべき時期の前日までに、両社のそれぞれが自己株式を消却した場合、並びに両社がそれぞれ発行し

た新株引受権及び新株予約権が行使されてそれぞれ普通株式の発行があった場合には、株式移転に際し

て発行する株式の数は、次の(a)及び(b)の合計から１株に満たない端数を控除した数といたします。 

(a) 株式数算定基準日の当社の発行済株式総数（286,453,235株）から、株式数算定基準日の翌日以降

に当社が消却した自己株式の数を減じ、かつ当社が発行した新株引受権及び新株予約権の行使により株

式数算定基準日の翌日以降に新たに発行された普通株式数を加えた数に1.159を乗じた数 

(b) 株式数算定基準日の三共㈱の発行済株式総数（439,498,765株）から、株式数算定基準日の翌日以

降に三共㈱が消却した自己株式の数を減じ、かつ三共㈱が発行した新株予約権の行使により株式数算定

基準日の翌日以降に新たに発行された普通株式数を加えた数 

（２）両社の株主に対する株式の割当 

「第一三共株式会社」は、株式移転に際して、株式移転をなすべき時期の前日の最終の株主名簿（実

質株主名簿を含みます。以下同じ。）に記載された両社の株主（実質株主を含みます。以下同じ。）に

対し、それぞれ次の比率で「第一三共株式会社」の株式を割当てます。 

(a) 当社の株主 

  当社の普通株式１株に対し、「第一三共株式会社」の普通株式1.159株 

(b) 三共㈱の株主 

  三共㈱の普通株式１株に対し、「第一三共株式会社」の普通株式１株 



（３）自己株式の消却並びに新株引受権及び新株予約権の取扱い 

両社は、平成17年８月１日から同年９月26日までの間に取締役会を開催し、当該開催時点においてそ

れぞれが保有する自己株式の全部を消却いたします。また、両社は、それぞれが発行している新株引受

権及び新株予約権の全てをそれぞれの責任において消却し、当該権利の保有者に放棄させ、またはその

他の適当な方法により平成17年９月26日までにこれを消滅させるものとし、また、株式移転の効力発生

日においてそれぞれが発行する新株予約権その他の潜在株式が一切存しないよう確保するものといたし

ます。両社が新株引受権及び新株予約権を消滅させるために対価を支払う場合、その対価は、当該新株

引受権及び当該新株予約権の価値を合理的な方法で評価した額を超えない金額といたします。 

（４）設立する完全親会社の資本の額及び資本準備金 

(a) 資本の額 

  50,000百万円 

(b) 資本準備金の額 

株式移転の日に、両社に現存する純資産額の合計額から、上記資本の額及び次号に定める株式移転

交付金の合計額を控除した額 

（５）株式移転交付金（株主に支払をなすべき金額） 

「第一三共株式会社」は、株式移転に際し、株式移転をなすべき時期の前日の最終の株主名簿に記載

された両社の株主及び登録質権者に対し、株主移転をなすべき時期後３か月以内に、それぞれの中間配

当金の支払に代えて、次に定める株式移転交付金を支払います。 

(a) 当社の株主及び登録質権者 

  当社の普通株式１株につき、25円 

(b) 三共㈱の株主及び登録質権者 

三共㈱の普通株式１株につき、25円 

（６）株式移転をなすべき時期 

株式移転をなすべき時期は平成17年９月28日とし、「第一三共株式会社」の設立登記も同日に行う予

定であります。ただし、株式移転の手続上の必要性その他の事由により必要な場合には、両社で協議の

上、これを変更することができるものといたします。 

（７）株式移転の日までになす利益配当の限度額 

両社は、平成17年３月31日の最終の株主名簿に記載されたそれぞれの株主及び登録質権者に対し、そ

れぞれ次の金額を限度として、利益の配当を行うことができるものといたします。 

(a) 当社の株主及び登録質権者 

  当社の普通株式１株につき、25円      総額   6,710,100,575円 

(b) 三共㈱の株主及び登録質権者 

三共㈱の普通株式１株につき、25円     総額  10,737,712,725円 

４.共同持株会社の概要 

（１）商号 

第一三共株式会社 （英文：DAIICHI SANKYO COMPANY,LIMITED） 

（２）事業内容 

傘下子会社及びグループの経営管理並びにそれに付帯する業務 

（３）本店所在地 

東京都中央区 

５.三共㈱の概要 

（１）事業内容 

医薬品、医薬部外品、医療用用具等の製造、販売、輸出入 

（２）設立年月日 

大正２年３月１日 

（３）本店所在地 

東京都中央区日本橋本町三丁目５番１号 

（４）代表者 

代表取締役社長 庄田 隆 

（５）資本金 

68,793百万円（平成17年３月31日現在） 



（ストックオプション契約終結について）  

 当社と三共㈱は、平成17年５月13日に締結した経営統合契約書において、両社それぞれが付与したストックオ

プションを平成17年９月26日までに消滅させることを合意しており、当社は平成17年５月25日開催の取締役会の

承認決議と付与対象者の同意に基づき、以下の手続きにより過去５回のストックオプション契約を終結させるこ

とといたしました。 

 

契約終結の手続き 

 各回の新株予約権割当契約書（新株引受権付与契約書を含む。）の契約変更条項に基づき、各回の契約書にお

ける新株予約権（新株引受権を含む。）の行使期間の終期を一律に平成17年８月31日（購入代金振込最終期）に

契約変更いたします。 

当連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 



⑤ 連結附属明細表 

社債明細表 

 該当事項はありません。 

借入金等明細表 

 （注）１．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２．長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであ

ります。 

３．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行４行とコミットメントライン契約を締結し

ております。 

コミットメントライン契約の総額  30,000百万円 

当連結会計年度末残高         －百万円 

当連結会計年度契約手数料       29百万円（なお、当該金額は営業外費用「その他」に含

めて表示しております。） 

区分 
前期末残高 
（百万円） 

当期末残高 
（百万円） 

平均利率 
（％） 

返済期限 

短期借入金 － － － － 

１年以内に返済予定の長期借入金 18 0 6.0 － 

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 5 4 6.1 平成19年～28年 

その他の有利子負債 － － － － 

合計 23 5 － － 

1年超２年以内（百万円） ２年超３年以内（百万円） ３年超４年以内（百万円） ４年超５年以内（百万円） 

0 0 0 0 



第６【提出会社の株式事務の概要】 

（注）平成18年６月29日開催の株主総会において、定款の一部を変更し公告掲載方法は次のとおりとなっております。

「当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をす

ることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。」 

公告掲載URL 

http://www.daiichisankyo.co.jp 

事業年度 ３月31日 

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日 

株券の種類 
10,000株券、1,000株券、500株券、100株券及び100株未満の株式数を表示

した株券 

中間配当基準日 ９月30日 

単元株式数 100株 

株式の名義書換え  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店、野村證券株式会社全国本支店営

業所 

名義書換手数料 無料 

新券交付手数料 無料 

株券喪失登録に伴う手数料 
１．喪失登録     １件につき 10,000円 

２．喪失登録株券   １枚につき    500円 

単元未満株式の買取り・買増し  

取扱場所 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号 

 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社全国各支店、野村證券株式会社全国本支店営

業所 

買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞に掲載する。（注） 

株主に対する特典 該当事項なし 



第７【提出会社の参考情報】 

１【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はありません。 

２【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

(1) 半期報告書 平成17年12月16日 

（第１期中 自平成17年９月28日 至平成17年９月30日） 関東財務局長に提出 

(2) 半期報告書の訂正報告書 平成18年３月30日 

（第１期中 自平成17年９月28日 至平成17年９月30日）の半期報告書に係る

訂正報告書 
関東財務局長に提出 



第二部【提出会社の保証会社等の情報】 

該当事項はありません。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年６月２９日

第一三共株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 三和 彦幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 浜嶋 哲三  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大谷 秋洋  印 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている第一

三共株式会社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借

対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行っ

た。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明

することにある。  

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし

ての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第一

三共株式会社及び連結子会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成

績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

１．重要な後発事象１に記載のとおり、会社は平成１８年４月１３日にゼファーマ株式会社について全株式を取得した。

２．重要な後発事象２に記載のとおり、会社の完全子会社である三共株式会社は、同社の子会社であった和光堂株式会社

の株式について、平成１８年５月にアサヒビール株式会社が実施した公開買付けに応募し株式の譲渡を完了した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注） 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 



独立監査人の監査報告書 

  平成１８年６月２９日

第一三共株式会社   

 取締役会 御中  

 あずさ監査法人  

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 三和 彦幸  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 浜嶋 哲三  印 

 
指定社員 

業務執行社員
 公認会計士 大谷 秋洋  印 

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている第一

三共株式会社の平成１７年９月２８日から平成１８年３月３１日までの第１期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監

査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎とし

て行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての

財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、第一三共

株式会社の平成１８年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点にお

いて適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

重要な後発事象に記載のとおり、会社は平成１８年４月１３日にゼファーマ株式会社について全株式を取得した。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以  上 

（注） 上記は、当社（有価証券報告書提出会社）が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、そ

の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。 
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