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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．売上高には、消費税等（消費税及び地方消費税をいう。以下同じ。）は含まれておりません。 

       ２．第１期中間連結会計期間以降の各数値には、旧藤沢薬品工業株式会社との合併により同社グループから平成

      17年４月１日をもって引き継いだ事業の同日以降の経営成績等が含まれております。 

３. 純資産額の算定にあたり、第２期中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業

会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第92期中 第１期中 第２期中 第92期 第１期 

会計期間 

自平成16年 
 ４月１日 
至平成16年 
 ９月30日 

自平成17年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ９月30日 

自平成18年 
 ４月１日 
至平成18年 
 ９月30日 

自平成16年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ３月31日 

自平成17年 
 ４月１日 
至平成18年 
 ３月31日 

売上高 百万円 220,204 426,723 447,924 447,051 879,361 

経常利益 〃 56,526 122,017 77,015 110,156 202,588 

中間（当期）純利益 〃 20,026 67,317 60,674 33,717 103,658 

純資産額 〃 732,036 1,203,902 1,194,907 741,893 1,216,897 

総資産額 〃 900,628 1,518,648 1,523,581 913,562 1,584,522 

１株当たり純資産額 円 2,234.70 2,133.53 2,198.51 2,259.68 2,179.44 

１株当たり中間（当期）

純利益金額 
〃 60.92 118.78 109.42 102.52 183.88 

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額 

〃 60.39 118.41 109.38 101.72 183.56 

自己資本比率 ％ 81.3 79.3 78.4 81.2 76.8 

営業活動による 

 キャッシュ・フロー 
百万円 35,701 63,910 42,902 48,588 140,151 

投資活動による 

 キャッシュ・フロー 
〃 35,546 △95,835 75,644 46,959 △87,660 

財務活動による 

 キャッシュ・フロー 
〃 △18,138 △31,542 △92,934 △24,691 △76,768 

現金及び現金同等物の中

間期末（期末）残高 
〃 406,982 427,757 504,637 423,478 473,423 

従業員数 人 7,263 15,077 14,586 7,196 14,965 



(2）提出会社の経営指標等 

 （注）１．売上高には消費税等は含まれておりません。 

２.「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間

（当期）純利益金額」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

    ３．第１期中間会計期間以降の各数値には、旧藤沢薬品工業株式会社との合併により同社から平成17年４月１日

      をもって引き継いだ事業の同日以降の経営成績等が含まれております。 

４. 純資産額の算定にあたり、第２期中間会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号）を適用しております。 

回次 第92期中 第１期中 第２期中 第92期 第１期 

会計期間 

自平成16年 
 ４月１日 
至平成16年 
 ９月30日 

自平成17年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ９月30日 

自平成18年 
 ４月１日 
至平成18年 
 ９月30日 

自平成16年 
 ４月１日 
至平成17年 
 ３月31日 

自平成17年 
 ４月１日 
至平成18年 
 ３月31日 

売上高 百万円 173,021 287,450 295,906 349,969 576,023 

経常利益 〃 50,806 81,336 43,573 100,212 159,216 

中間（当期）純利益 〃 22,735 51,923 46,227 42,917 101,496 

資本金 

 （発行済株式総数） 

〃 

(千株) 

99,765 

(361,221) 

102,985 

(573,949) 

102,985 

(563,949) 

100,490 

(361,954) 

102,985 

(573,949) 

純資産額 百万円 665,775 1,108,665 1,076,608 684,991 1,122,126 

総資産額 〃 787,897 1,331,799 1,327,178 797,888 1,404,740 

１株当たり配当額 円 15.00 30.00 40.00 31.00 70.00 

自己資本比率 ％ 84.5 83.2 81.1 85.9 79.9 

従業員数 人 4,061 6,486 6,179 4,007 6,380 



２【事業の内容】 

 当社グループは、当社及び連結子会社68社、持分法適用関連会社４社を合わせた73社により構成されております。

当中間連結会計期間における主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。 

 

［医薬品及びその関連製品事業］ 

 当社高萩事業場における原薬製造機能を集約・統合し、会社分割により新たに原薬生産子会社「アステラスファー

マケミカルズ株式会社」を平成18年４月３日付で設立いたしました。 

 一般用医薬品事業を展開する当社100％子会社のゼファーマ株式会社について、平成18年３月31日付で当社が第一

三共株式会社と締結しました株式譲渡契約に基づき、当社が保有するゼファーマ株式会社の全株式の第一三共株式会

社への譲渡を平成18年４月13日に完了いたしました。これにより、実質的に医療用医薬品事業に集中した体制となり

ました。 

３【関係会社の状況】 

  当中間連結会計期間において、以下のとおり関係会社の異動がありました。 

  アステラスファーマケミカルズ㈱及びその他２社は会社設立により、当中間連結会計期間から連結子会社に含めてお

ります。 

  （注）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。 

  

  ゼファーマ㈱は株式売却により、その他２社は清算により、当中間連結会計期間から連結子会社より除外しておりま

す。 

 （注）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。 

  

  また、持分法適用関連会社その他１社は株式売却により、当中間連結会計期間から持分法適用関連会社より除外して

おります。 

  名称  住所  資本金   主な事業の内容

議決権

の所有

割合

（％）

 関係内容 

（連結子会社） 

アステラス ファーマ ケミカルズ㈱ 

  

  

茨城県 

高萩市 

  

 百万円 

100

  

医薬品及び 

その関連製品 

  

100 

  

当社より医薬品の製造受託 

  名称   住所  資本金  主な事業の内容 

議決権

の所有

割合

（％）

 関係内容 

（連結子会社） 

ゼファーマ㈱ 

  

  

東京都 

中央区 

  

 百万円 

300

  

医薬品及び 

その関連製品 

  

100 

  

－ 



４【従業員の状況】 

(1）連結会社の状況 

（注）従業員数は就業人員を記載しております。 

     

(2）提出会社の状況 

（注）従業員数は就業人員を記載しております。 

   

(3）労働組合の状況 

 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９月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数（人）

医薬品及びその関連製品 14,541 

その他 45 

合計 14,586 

  平成18年９月30日現在

従業員数（人） 6,179 



第２【事業の状況】 

１【業績等の概要】 

 （１）業績 

  

 当中間連結会計期間におきましては、実質的に医療用医薬品事業に集中した体制のもと、経営資源の選択と集中に

よる一層効果的、効率的な投入を進めるなど、持続的な成長を支えるための経営基盤の強化に努め、企業価値向上に

向けて取り組んでまいりました。その結果、当中間連結会計期間の業績は以下のとおりとなりました。 

  

〔連結経営成績〕 

  売上高        4,479 億円 （対前中間連結会計期間比  5.0％増） 

  営業利益         724 億円  （対前中間連結会計期間比 38.1％減） 

  経常利益        770 億円 （対前中間連結会計期間比 36.9％減） 

  中間純利益       606 億円 （対前中間連結会計期間比  9.9％減） 

  売上高 

 ・ 当中間連結会計期間の連結売上高は、4,479億円（対前中間連結会計期間比 212億円増）となりました。 

  ・ また、当中間連結会計期間の海外売上高は2,135億円（同202 億円増）、海外売上高比率は47.7％となりました。

営業利益 

  ・ 連結営業利益は724億円（同 446億円減）となりました。 

  ・ 売上高が増加した一方で、製品構成の変化などにより原価率が31.7％と前中間連結会計期間と比較して2.3ポイン

ト悪化し、売上総利益は3,058億円（同 47億円増）となりました。 

  ・ 費用につきましては、平成18年４月に米国フィブロジェン社から導入した経口貧血治療薬の契約一時金の計上等

により、研究開発費が979億円（同 418億円増）、対売上高研究開発費比率は21.9％と大きく増加したことによ

り、販売費及び一般管理費は2,333億円（同 494億円増）となりました。 

  経常利益 

  ・ 連結経常利益は770億円（同 450億円減）となりました。 

  ・ 受取利息が増加した一方で、為替差損の発生により営業外損益が若干悪化しました。 

  中間純利益 

  ・ 連結中間純利益は、606億円（同 66億円減）となりました。 

  ・ 一般用医薬品子会社ゼファーマ株式会社の株式売却益212億円を特別利益に計上したほか、前中間連結会計期間に

  は特別損失として事業統合費用を計上していたことなどから、特別損益は大きく改善しました。 

  

  [セグメント情報] 

  事業の種類別セグメント 

  当社グループの事業は、「医薬品及びその関連製品事業」と「その他の事業」に区分しておりますが、全セグメ

ントの売上高、営業利益及び資産の合計に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも90％を超え

ているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  所在地別セグメント 

  日本 

  ・ 日本セグメントの売上高は2,511億円（対前中間連結会計期間比 9億円増）となりました。 

  ・ 医療用医薬品事業においては、平成18年４月に実施された薬価改定によるマイナスの影響がありましたが、持続

性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤ミカルディス、高コレステロール血症治療剤リピトール、免疫抑制剤プログ

ラフ、入眠剤マイスリーなどの主力品の売上高が増加しました。また、平成18年６月に新発売した過活動膀胱治

療剤ベシケアが売上高の増加に貢献しました。一方で、前立腺肥大症の排尿障害改善剤ハルナールについては、

大幅な薬価の引き下げに加え、後発品の参入に伴う競争激化の影響を受け、売上高が減少しました。 

  ・ 非医療用医薬品事業については、前連結会計年度の在宅医療事業や医療関連製品事業からの撤退や、平成18年４ 

    月の一般用医薬品子会社ゼファーマ株式会社の譲渡など、医療用医薬品事業への集中に向けた施策の結果、売上 

       高が減少しました。 

  ・ 営業利益は、研究開発費の増加などにより434億円（同 443億円減）となりました。  



  海外 

  ＜北米＞ 

  ・ 北米セグメントの売上高は820億円（同 135億円増）となりました。 

  ・ プログラフやベシケアの売上高が大きく増加したことに加え、キャンディン系注射用抗真菌剤マイカミン（日本

での製品名ファンガード）、平成18年４月に米国バイオジェン・アイデック社より全世界における権利を取得し

た乾癬治療剤アメビブなども増収に寄与しました。また、心機能検査補助剤アデノスキャンも堅調に推移しまし

た。 

  ・ 営業利益は239億円（同 116億円増）となりました。 

 ＜欧州＞ 

  ・ 欧州セグメントの売上高は1,025億円（同 36億円増）となりました。 

  ・ プログラフが引き続き好調に推移したほか、ベシケアが売上高の増加に寄与しました。また、ハルナールのバル

ク・ロイヤリティ収入が米国でのライセンシーによる好調な販売を受けて、大きく増加しました。一方で、オム

ニック／オムニックOCAS（日本での製品名ハルナール）の自社販売については、新製剤オムニックOCASの市場浸

透を進めているものの、平成18年２月の主要国での物質特許満了に伴う後発品の市場参入の影響を受け、売上高

が大きく減少しました。 

  ・ 営業利益は61億円（同 89億円減）となりました。 

  ＜アジア＞ 

  ・ アジアセグメントについては、プログラフ、ハルナールの成長などにより売上高は122億円（同 30億円増）、営

業利益は20億円（同 2億円増）となりました。 

  

 （２）キャッシュ・フロー 

  [営業活動によるキャッシュフロー] 

  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュフローは、429億円（対前中間連結会計期間比 210億円  

 減）となりました。 

・税金等調整前中間純利益が対前中間連結会計期間比で76億円減少したほか、法人税等の支払額が同じく131億円

 増加しました。 

  [投資活動によるキャッシュフロー] 

  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュフローは、756億円（前中間連結会計期間は958億円の支 

 出）となりました。 

・有価証券の売却による収入が対前中間連結会計期間比で698億円増加したほか、有価証券・投資有価証券の取得に

 よる支出が同じく657億円減少しました。 

・また、ゼファーマ株式会社の株式売却により、332億円の収入がありました。 

  [財務活動によるキャッシュフロー] 

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュフローは、△929億円（対前中間連結会計期間比 613億円 

  の支出増）となりました。 

 ・自己株式の取得による支出が対前中間連結会計期間比506億円増の699億円となりました。 

 ・配当金の支払額が前中間連結会計期間の89億円（合併交付金36億円含む）から133億円増加し、223億円となり 

   ました。 

  

  以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、5,046億円となりました。 



２【生産、受注及び販売の状況】 

(1）生産実績 

 当中間連結会計期間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、以下のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間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、以下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．主な相手先の販売実績及び総販売実績に対する割合は、以下のとおりであります。 

     ３．㈱メディセオ・パルタックホールディングスは、㈱メディセオホールディングスが、㈱パルタックと経営統

合を行い、平成17年10月１日付で社名変更したものであります。なお、前中間連結会計期間における㈱メデ

ィセオホールディングスに対する販売実績は49,211百万円であり、総販売実績に対する割合は11.5％となっ

ております。 

４．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業の種類別セグメントの名称 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

金額（百万円） 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

金額（百万円） 

前年同期比
（％）  

医薬品及びその関連製品 353,021 265,040 75.1 

その他 1,033 673 65.1 

合計 354,054 265,714 75.0 

事業の種類別セグメントの名称  

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日)

金額（百万円） 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

金額（百万円） 

前年同期比
（％）  

医薬品及びその関連製品 423,750 446,638 105.4 

その他 2,972 1,285 43.2 

合計 426,723 447,924 105.0 

相手先 

前中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

㈱メディセオ・

パルタックホー

ルディングス 

－ － 49,824 11.1 

㈱スズケン 44,547 10.4 48,139 10.8 



３【対処すべき課題】 

  当社は、経営理念において、「先端・信頼の医薬で、世界の人々の健康に貢献する」を「存在意義」として、また

「企業価値の持続的向上」を「使命」として掲げております。さらに「高い倫理観」「顧客志向」「創造性発揮」「競

争の視点」の４項目を「信条」として定めております。そして、この経営理念を実際の行動レベルに具体化した「アス

テラス企業行動憲章」を制定し、これを誠実に実践することを「ＣＳＲ経営」として掲げ、その取組みを通じてすべて

のステークホルダーから選ばれ、信頼される企業となることを目指しております。さらに、当社は、平成18年４月に、

リスク管理体制、コンプライアンス体制、内部監査体制、さらには監査役監査が実効的に行われることを確保するため

の体制など「業務の適正を確保する体制」について取締役会で決議いたしました。今後、これらの体制について、さら

なる充実や整備を進めるとともに、適正な運用に努めてまいります。 

 

  当社は平成18年10月に、平成18年度（平成19年３月期）から平成22年度までを対象期間とする５ヶ年の中期経営計画

を公表しました。当社では、この中期経営計画の期間中に、免疫抑制剤プログラフ、前立腺肥大症の排尿障害改善剤ハ

ルナールの両主力製品が特許満了の影響を受けるなど厳しい状況を迎えますが、収益の大きな柱である日本での事業基

盤の一層の強化をはじめ、欧米ならびにアジアでの事業を拡大するとともに、積極的なコスト構造の改革を通じて、売

上・利益の両面での継続成長を目指します。また、新薬の自社によるグローバル開発を迅速かつ着実に進めることによ

り、平成23年度以降のさらなる成長につなげていきます。 

 

  中期経営計画の概要は以下の通りです。 

  

    ＜平成22年度の数値目標＞ 

    連結売上高：   １兆600億円 

    連結営業利益：  2,800億円 

  

１）継続成長に向けた取組み 

（グローバル事業の拡大） 

  本中期経営計画期間中において、グローバルフランチャイズ領域である、泌尿器領域を引き続き拡大するとともに、

移植領域の維持を目指します。 

  また、日本、米国、欧州、アジアそれぞれの地域において、地域の特性に応じた成長戦略を実施します。日本におい

ては、循環器、泌尿器をはじめとする主要６領域の育成を通じて、シェアＮｏ.１に挑戦します。北米においては、過

活動膀胱治療剤ベシケアの大幅な売上増加や複数の新製品発売による事業規模の拡大を目指します。欧州においては、

本中期経営計画期間はベシケアなどの新製品について先行投資の回収期にあたることから、着実な成長を遂げるととも

に安定した事業基盤の構築を進めます。アジアにおいては、プログラフ、ハルナールの継続的な拡大により、大きな成

長を目指します。 

（コスト構造の改革） 

  コスト構造の改革を全社的に推し進めることにより、費用の増加抑制に努め、平成22年度において、原価・販売管理

費の対売上高比率を平成18年度に比べて約４ポイント低減することを目指します。 

（生産体制の効率化） 

  製造原価の一層の低減並びに製品の安定供給、製剤・包装技術の向上を図るため、生産体制の再編成を進め、現在18

ある生産拠点（国内９拠点、海外９拠点）を平成22年度までに10拠点程度に集約する予定です。 

（人的資源の活用） 

  人材の充実を競争優位確立の最重要課題として位置づけ、意欲的な取組みと投資を実施します。また、機動的で生産

性の高い組織構造と要員の適正化により、筋肉質な組織を実現します。なお、要員について平成18年６月末時点要員約

14,600人から、平成22年度末において13,500人体制を目指します。 

 

２）パイプラインの充実に向けた取組み 

 抗血栓薬YM150、抗癌剤YM155、経口貧血治療薬YM311、過敏性腸症候群治療薬YM060など、有望新薬をグローバルで自

社開発していくことを最優先に取り組んでいくことに加え、パイプラインの一層の充実を図るため、これらの自社開発

品を補完する製品導入活動にも積極的に取り組んでいきます。 

 創薬研究については、研究重点領域として、泌尿器、炎症・免疫、中枢・疼痛、糖尿病、感染症（ウイルス）、癌を

設定しました。また、抗体医薬などの新規基盤技術の構築も検討していきます。研究の一層の生産性向上を図るため、

筑波地区における新研究棟の建設をはじめ、国内外の研究拠点の集約化を進めます。 



 なお、研究開発費については、中期経営計画の最終年度にあたる平成22年度において1,700億円、対売上高比率約

16％を想定しています。 

 

３）資本効率の改善と株主還元の強化 

 営業利益等の期間損益のみならず、経営に託された資本の効率的な活用を強く意識した経営を進め、積極的な事業投

資と株主還元を通じた資本効率の改善に取り組み、企業価値の向上を図ります。こうした考えから、株主資本利益率

（ROE）を重要な経営指標とし、平成22年度に18％の実現を目指します。 

 株主還元につきましては、連結ベースでの利益成長に基づき配当を持続的に増加させていきます。これに加えて自己

株式取得を必要に応じ機動的に実施し、資本効率の改善と還元水準のさらなる向上に努めていきます。これらの総合的

な施策により、株主資本配当率（DOE）につきましては、平成22年度に８％を目指します。 

４【経営上の重要な契約等】 

 当中間連結会計期間において、新たに以下の契約を締結しております。 

  技術導入契約 

  

当中間連結会計期間において、以下の契約について、テリトリー追加のための契約を締結しております。（下線部が

追加） 

技術導入契約 

  

当中間連結会計期間において、以下の契約を解約しております。 

技術導入契約 

 ・当社と レ ラボラトワール セルヴィエ社（フランス）とのラネル酸ストロンチウム製剤に関する技術の契約（平

成18年５月解約） 

 ・当社と サノフィ・アベンティス ドイチュラント社（ドイツ）、アベンティス ファーマ社（フランス）とのマロ

ノニトリラマイド製剤に関する技術の契約（平成18年９月解約） 

契約会社名 相手先 国名 技術の種類 対価 契約期間 

当社 イリプサ社 アメリカ ILY-101に関する技術 
契約一時金及び一定率

のロイヤリティー 

2006.４～発売後

15年間又は特許

満了日まで 

契約会社名 相手先 国名 技術の種類 対価 契約期間 

当社 フィブロジェン社 アメリカ 

YM311(FG-2216)、FG-

4592及びこれらと同様

の作用機序を有する経

口貧血症治療薬に関す

る技術 

     契約一時金 

 2005.６～終期の

定めなし（日本）

2006.４～後発品

のシェアが一定率

を越えた時点また

は特許満了日（欧

州等） 



５【研究開発活動】 

  

  画期的新薬を継続的かつより早く創出することにより中長期にわたって持続的な成長を確保することを目指し、当

社の最重点施策として研究開発活動を積極的に推進しております。 

 臨床開発については、より優先度の高いプロジェクトに資源を集中することにより開発のスピードアップを図って

います。当中間連結会計期間における主な開発中新薬の進展は以下の通りです。 

  国内においては、ベシケアが承認を取得し平成18年６月に発売したほか、ファンガードの小児用法・用量の追加適

応症について承認を取得しました。また、平成18年５月には、免疫抑制剤FK506の徐放性製剤およびキノロン系合成

抗菌剤T-3811について、平成18年６月には、ミカルディスの２型糖尿病に伴う糖尿病性腎症の追加適応症として

YM086（BIBR277）について、平成18年７月には、骨粗鬆症治療薬YM529についてそれぞれ承認申請しました。このほ

か、不眠症治療剤ゾルピデムの徐放性製剤FK199BなどがフェーズⅢの段階にあります。 

 海外においては、平成18年４月にキャンディン系注射用抗真菌薬FK463を欧州で承認申請しました。また、安定狭

心症・心房細動治療薬YM758が欧米でフェーズⅡの段階に入りました。このほか、抗血栓薬YM150をはじめとする多数

の新薬候補の臨床開発が進行中です。 

  

（製品導入等による開発パイプライン・製品ラインの充実について） 

 当社では、自社研究開発力の強化に加えて、積極的な製品導入等の事業機会を追求することにより、製品パイプラ

インの一層の充実を図り、中長期的な成長を目指しています。 

 当中間連結会計期間においては、平成18年４月に、米国イリプサ社と高リン血症治療薬ILY-101について日本にお

ける独占的開発、販売に関するライセンス契約を締結したほか、米国フィブロジェン社と経口貧血治療薬FG-2216、

FG-4592等について欧州等におけるライセンス契約を締結しました。また、平成17年に米国テラバンス社と欧米等に

おける独占的開発、製造および販売に関するライセンス契約を締結した注射用抗生物質テラバンシンについて、平成

18年７月には、日本も契約地域に加え、全世界での権利を取得しました。 

 

  なお、当中間連結会計期間の研究開発費は979億円（対前中間連結会計期間比 418億円増）となりました。 



第３【設備の状況】 

１【主要な設備の状況】 

 当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

２【設備の新設、除却等の計画】 

 当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。 



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】 

 （注）１．平成18年５月15日開催の取締役会決議に基づき、平成18年５月31日付で自己株式10,000,000株の消却を実施

いたしました。 

        ２．提出日現在発行数には、平成18年12月１日からこの半期報告書提出日までの転換社債の株式への転換により

発行された株式数は含まれておりません。 

        ３．平成18年２月27日開催の取締役会決議に基づき、名古屋証券取引所、札幌証券取引所、パリ証券取引所に対

し上場廃止申請を行い、名古屋証券取引所は平成18年４月15日に、札幌証券取引所は平成18年４月21日に、パ

リ証券取引所は平成18年５月５日にそれぞれ上場廃止となりました。 

  

(2）【新株予約権等の状況】 

 当社は、旧商法第341条ノ２の規定に基づき転換社債を、また旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づ

きストックオプションとして新株予約権を発行しております。 

（注） 資本に組み入れる額は、その転換の対象となった本社債の発行価額に0.5を乗じ、その結果、１円未満の端数が

生じるときは、その端数を切り上げた額とします。 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 2,000,000,000 

計 2,000,000,000 

種類 
中間会計期間末現在発行
数（株） 
（平成18年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成18年12月15日） 

上場証券取引所名 内容

普通株式 563,949,476 563,949,476 
東京証券取引所市場第一部 

大阪証券取引所市場第一部 
－ 

計 563,949,476 563,949,476 － － 

     ①転換社債  

銘柄 
（発行日） 

中間会計期間末現在
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

転換社債の残高
（百万円） 

転換価格
（円） 

資本組入額
（円） 

転換社債の残高
（百万円） 

転換価格
（円） 

資本組入額
（円） 

2014年満期円貨建転換

社債 

（平成６.４.22） 

30 1,979.00 （注） 30 1,979.00 （注） 

     ②新株予約権 平成15年６月27日定時株主総会決議  

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 758 593 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 75,800 59,300 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 320,900 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年７月１日 

至 平成25年６月27日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格   3,209 

資本組入額  1,605 
同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使は

できないものとする。 
同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要す。 同左 

代用払込みに関する事項  －  － 



③新株予約権 平成16年６月24日定時株主総会決議 

④新株予約権 平成17年６月24日定時株主総会決議 

 （注）新株予約権の行使の条件は次のとおりです。 

   １．新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始

日」という。）以降、10年間に限り、新株予約権を行使することができる。 

   ２．上記１．に拘わらず、新株予約権者は以下のア）またはイ）に定める場合には、それぞれに定める期間内に限

り新株予約権を行使できる。 

     ア）新株予約権者が平成36年６月24日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成36年６月25日から平成37年６月24日まで 

     イ）権利行使開始日の前後に拘わらず、当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換

契約書の議案または株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合 

      当該承認日の翌日から15日間 

   ３．各新株予約権の一部行使はできないものとする。 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

 新株予約権の数（個） 1,281 1,181 

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式  同左 

 新株予約権の目的となる株式の数（株） 128,100 118,100 

 新株予約権の行使時の払込金額（円） 369,000  同左 

 新株予約権の行使期間 
自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月24日 
 同左 

 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 

 の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

3,690 

1,845 
 同左 

 新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使 

はできないものとする。 
 同左 

 新株予約権の譲渡に関する事項 取締役会の承認を要す。  同左 

 代用払込みに関する事項  －  － 

 
中間会計期間末現在 
（平成18年９月30日） 

提出日の前月末現在 
（平成18年11月30日） 

新株予約権の数（個） 1,048 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類  普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 104,800 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 100 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年９月１日 

至 平成37年６月24日 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式 

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格 

資本組入額 

1 

1 
同左 

新株予約権の行使の条件 （注） 同左 

新株予約権の譲渡に関する事項  取締役会の承認を要す。 同左 

代用払込みに関する事項  －  － 



(3）【発行済株式総数、資本金等の状況】 

 （注）発行済株式総数の減少は、平成18年５月31日付で実施した自己株式の消却によるものです。 

  

(4）【大株主の状況】 

年月日 
発行済株式総数 
増減数（千株） 

発行済株式総数
残高（千株） 

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18年４月１日～ 

平成18年９月30日

（注） 

△10,000 563,949 － 102,985 － 176,806 

  平成18年９月30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２丁目11番３号 
42,297 7.50 

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１丁目８番11号 
30,232 5.36 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６番６号 25,587 4.53 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 19,600 3.47 

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） 
17,794 3.15 

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） 
12,724 2.25 

エフジーシーエス エヌブイ リ  

ピルグリム トレーディング イン

ク リタイアメント 

(常任代理人 株式会社三菱東京Ｕ

ＦＪ銀行カストディ業務部) 

Suite 110,1005 Terminal Way,Reno Nevada,U.S.A. 

  

  

 （東京都千代田区丸の内２丁目７番１号） 

8,308 1.47 

ザ チェース マンハッタン バン

ク エヌエイ ロンドン 

(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） 7,991 1.41 

メロン バンク エヌエー アズ エ

ージェント フォー イッツ クラ

イアント メロン オムニバス ユ

ーエス ペンション 

(常任代理人 香港上海銀行東京支

店) 

One Boston Place Boston,MA 02108 U.S.A. 

  

  

  

（東京都中央区日本橋３丁目11番１号） 

6,534 1.15 

日本興亜損害保険株式会社 東京都千代田区霞が関３丁目７番３号 6,401 1.13 

計 － 177,471 31.46 



 （注）１．所有株式数は、1,000株未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．信託銀行所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

      日本マスタートラスト信託銀行株式会社      42,297千株 

      日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社    30,232千株 

 ３．当社は自己株式20,601千株を保有しておりますが、上記「大株主の状況」からは除外しております。 

        ４．株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループより、上記に記載の株式会社三菱東京UFJ銀行を含めたグル

ープによる共同保有状況について、以下の変更報告書の提出を受けておりますが、当社として当中間会計期

間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。 

     ５．ウェリントン・マネジメント・カンパニー・エルエルピーより以下の大量保有報告書の提出を受けており

ますが、当社として当中間会計期間末における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の

状況」には含めておりません。 

氏名又は名称 

提出者及
び共同保
有者の総
数（名） 

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（％） 

 提出日 
報告義務 
発生日 

 備考 

株式会社三菱ＵＦＪ

フィナンシャル・グ

ループ 

 ７ 33,782 5.89 
平成18年５月

15日 

平成18年４月

30日 
変更報告書

 ７ 33,818 6.00 
平成18年８月

15日 

平成18年７月

31日 
 変更報告書

氏名又は名称 

提出者及
び共同保
有者の総
数（名） 

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（％） 

 提出日 
報告義務 
発生日 

 備考 

ウェリントン・マネ

ジメント・カンパニ

ー・エルエルピー 

 １ 34,129 6.05 
平成18年10月

12日 

平成18年９月

30日 
大量保有報告書



(5）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） １．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、全て自社保有の自己株式であります。 

        ２．「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が55,200株（議決権の数552個）含まれ

ております。    

    ３．「単元未満株式」欄には当社所有の自己株式63株及び証券保管振替機構名義の株式10株が含まれておりま

す。 

②【自己株式等】 

 （注）株主名簿上、「名義書換失念口（旧藤沢薬品工業株式会社名義分）」が710株（議決権の数７個）ありますが、当

社は実質的に保有しておりません。従って当該株式数は、上記①の「完全議決権株式（その他）」欄に700株（議

決権の数７個）、単元未満株式欄に10株含まれています。 

  

２【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

 （注） 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。 

３【役員の状況】 

  前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員及び執行役員の異動について、該当事項

はありません。 

  平成18年９月30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） 
普通株式 

20,601,600 
－ － 

完全議決権株式（その他） 
普通株式 

542,454,000 
5,424,540 － 

単元未満株式 
普通株式 

893,876 
－ １単元（100株）未満の株式 

発行済株式総数 563,949,476 － － 

総株主の議決権 － 5,424,540 － 

  平成18年９月30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（％） 

 アステラス製薬株式

会社 

東京都中央区日本橋

本町二丁目３番11号 
20,601,600 － 20,601,600 3.65 

計 － 20,601,600 － 20,601,600 3.65 

月別 平成18年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高（円） 5,060 4,950 4,610 4,650 4,790 4,950 

最低（円） 4,460 4,200 3,910 4,060 4,410 4,550 



第５【経理の状況】 

１．中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1）当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成11年大蔵省令

第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表規則

に基づき、当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。 

(2）当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第38

号。以下「中間財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に基づ

き、当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて

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、前中間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日

まで）及び当中間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の中間連結財務諸表並びに前中間会

計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）及び当中間会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30

日まで）の中間財務諸表について、新日本監査法人により中間監査を受けております。 



１【中間連結財務諸表等】 

(1）【中間連結財務諸表】 

①【中間連結貸借対照表】 

  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１.現金及び預金   238,900   182,532   178,107  

２.受取手形及び売掛金 ※４  223,693   229,811   227,222  

３.有価証券   356,063   399,151   445,358  

４.たな卸資産   98,003   88,860   93,863  

５.繰延税金資産   59,641   58,986   56,047  

６.その他   37,663   50,137   50,255  

貸倒引当金   △907   △442   △548  

流動資産合計   1,013,058 66.7  1,009,037 66.2  1,050,306 66.3 

Ⅱ 固定資産           

１.有形固定資産 ※１          

(1)建物及び構築物 ※２ 104,723   98,542   99,271   

(2)機械装置及び運搬
具  40,184   34,538   37,278   

(3)工具器具備品  28,934   28,223   28,340   

(4)土地 ※２ 35,220   36,400   35,016   

(5)建設仮勘定  3,715   8,735   6,372   

(6)その他  393   361   287   

有形固定資産合計   213,172 14.0  206,801 13.6  206,567 13.0 

２.無形固定資産   34,078 2.3  32,251 2.1  31,515 2.0 

３.投資その他の資産           

(1)投資有価証券  214,203   237,311   242,162   

(2)長期貸付金  1,852   2,304   2,386   

(3)繰延税金資産  15,311   11,677   16,411   

(4)その他  27,375   24,567   35,559   

貸倒引当金  △404   △369   △387   

投資その他の資産合計   258,339 17.0  275,491 18.1  296,133 18.7 

固定資産合計   505,590 33.3  514,544 33.8  534,216 33.7 

資産合計   1,518,648 100.0  1,523,581 100.0  1,584,522 100.0 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

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   60,441   63,152   62,507  

２.短期借入金 ※２  946   523   414  

３.未払金   92,795   79,958   130,411  

４.未払費用   51,995   57,423   50,824  

５.未払法人税等   34,577   32,223   40,017  

６.未払消費税等   734   1,555   1,125  

７.繰延税金負債   2   36   3  

８.売上割戻等引当金    5,160   －   5,838  

９.売上割戻引当金   －   4,511   －  

10.その他   6,904   8,574   9,058  

流動負債合計   253,557 16.7  247,959 16.3  300,201 19.0 

Ⅱ 固定負債           

１.転換社債   30   30   30  

２.長期借入金 ※２  557   429   531  

３.繰延税金負債   2,060   790   1,408  

４.退職給付引当金   35,953   40,723   40,667  

５.役員退職慰労引当金   52   42   65  

６.その他   22,170   38,699   24,277  

固定負債合計   60,824 4.0  80,715 5.3  66,980 4.2 

負債合計   314,382 20.7  328,674 21.6  367,181 23.2 

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   362 0.0  － －  443 0.0 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   102,985 6.8  － －  102,985 6.5 

Ⅱ 資本剰余金   176,806 11.6  － －  176,806 11.2 

Ⅲ 利益剰余金   939,818 61.9  － －  959,217 60.5 

Ⅳ その他有価証券評価差額
金   36,234 2.4  － －  44,252 2.8 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △16,933 △1.1  － －  △4,382 △0.3 

Ⅵ 自己株式   △35,008 △2.3  － －  △61,982 △3.9 

資本合計   1,203,902 79.3  － －  1,216,897 76.8 

負債、少数株主持分及
び資本合計   1,518,648 100.0  － －  1,584,522 100.0 

 



  
前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本                 

１.資本金   － －  102,985 6.7  － － 

２.資本剰余金   － －  176,806 11.6  － － 

３.利益剰余金   － －  957,868 62.9  － － 

４.自己株式   － －  △92,170 △6.0  － － 

   株主資本合計   － －  1,145,490 75.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                 

１.その他有価証券評価
差額金   － －  43,333 2.8  － － 

２.為替換算調整勘定   － －  5,729 0.4  － － 

   評価・換算差額等 
 合計   － －  49,063 3.2  － － 

Ⅲ 少数株主持分   － －  353 0.0  － － 

純資産合計   － －  1,194,907 78.4  － － 

負債純資産合計   － －  1,523,581 100.0  － － 



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   426,723 100.0  447,924 100.0  879,361 100.0 

Ⅱ 売上原価   125,662 29.4  142,102 31.7  272,996 31.0 

売上総利益   301,060 70.6  305,821 68.3  606,364 69.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２          

１.荷造・運送・保管費  2,735   2,168   5,726   

２.広告宣伝費  11,653   11,567   27,236   

３.販売促進費  23,782   24,568   52,194   

４.貸倒引当金繰入額  274   －   182   

５.給料・賞与・手当  41,289   42,267   85,319   

６.福利厚生費  8,384   9,430   17,638   

７.退職給付費用  4,348   5,561   7,460   

８.賃借料  3,451   2,976   6,780   

９.減価償却費  6,909   6,748   14,950   

10.連結調整勘定償却額  －   －   196   

11.旅費交通費・通信費  7,460   8,271   16,346   

12.研究開発費  56,063   97,944   142,076   

13.その他  17,560 183,913 43.1 21,841 233,347 52.1 37,236 413,344 47.0 

営業利益   117,147 27.5  72,474 16.2  193,020 22.0 

Ⅳ 営業外収益           

１.受取利息  3,029   4,326   7,281   

２.受取配当金  667   864   1,014   

３.為替差益  3,579   －   3,901   

４.持分法による投資 
利益  338   1,418   546   

５.その他  1,289 8,906 2.1 834 7,443 1.6 2,128 14,873 1.6 

           

 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
(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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外費用           

１.支払利息  325   109   1,381   

２.製品等除却損  2,366   571   2,630   

３.為替差損  －   1,504   －   

４.その他  1,344 4,035 1.0 717 2,903 0.6 1,292 5,304 0.6 

経常利益   122,017 28.6  77,015 17.2  202,588 23.0 

Ⅵ 特別利益           

１.固定資産売却益  1,074   1,513   2,543   

２.投資有価証券売却益  2,307   3,102   3,148   

３.関係会社株式売却益  －   21,241   －   

４.企業年金保険特定資
産解約益  －   2,297   －   

５.関係会社清算益  －   －   1,498   

６.その他  437 3,819 0.9 257 28,413 6.3 691 7,882 0.9 

Ⅶ 特別損失           

１.固定資産売却・除却損  515   282   1,113   

２.拠点統廃合費用 ※3,5 －   2,757   －   

３.事業統合費用 ※４ 9,208   －   21,293   

４.減損損失 ※５ 6,125   179   8,699   

５.その他の投資評価損  25   －   －   

６.その他  623 16,497 3.9 512 3,731 0.8 2,294 33,401 3.8 

税金等調整前中間 
  （当期）純利益   109,339 25.6  101,696 22.7  177,069 20.1 

法人税、住民税及び 
      事業税 

※１ 41,155   40,140   72,160   

法人税等調整額 ※１ － 41,155 9.6 － 40,140 9.0 △433 71,727 8.1 

少数株主利益   866 0.2  881 0.2  1,683 0.2 

中間（当期）純利益   67,317 15.8  60,674 13.5  103,658 11.8 

                  



③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

 中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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    114,414   114,414 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

   １.合併に伴う増加高  59,897   59,897   

   ２.転換社債の転換による 
   新株式の発行 

 2,495 62,392 2,495 62,392 

Ⅲ 資本剰余金中間期末 
         （期末）残高 

  176,806  176,806 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高    640,517   640,517 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１.中間（当期）純利益  67,317   103,658   

２.合併に伴う増加高  266,034   266,034   

   ３.連結範囲変更に伴う増  
   加高 

 27,371   27,371   

   ４.連結子会社の合併に伴 
      う増加高 

 66 360,790 66 397,131 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１.配当金  5,252  22,181  

２.取締役賞与金  39  39  

３.監査役賞与金  10  10  

４.合併交付金   3,694  3,694  

   ５.連結範囲変更に伴う減 
      少高 

 203  203  

６.自己株式消却額  1,354  1,354  

７.自己株式処分差損  50,935 61,489 50,948 78,431 

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
         （期末）残高 

  939,818  959,217 

         



 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

          （百万円） 
102,985 176,806 959,217 △61,982 1,177,027 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）     △22,332   △22,332 

利益処分による役員賞与（注）     △93   △93 

中間純利益     60,674   60,674 

自己株式の取得       △69,968 △69,968 

自己株式の処分     △21 148 127 

自己株式の消却     △39,632 39,632 － 

その他     56   56 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
          

中間連結会計期間中の変動額合計 

          （百万円） 
－ － △1,349 △30,187 △31,537 

平成18年９月30日 残高 

          （百万円） 
102,985 176,806 957,868 △92,170 1,145,490 

 評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 

 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等 
合計 

平成18年３月31日 残高 

          （百万円） 
44,252 △4,382 39,869 443 1,217,340 

中間連結会計期間中の変動額      

剰余金の配当（注）         △22,332 

利益処分による役員賞与（注）         △93 

中間純利益         60,674 

自己株式の取得         △69,968 

自己株式の処分         127 

自己株式の消却         － 

その他         56 

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額） 
△918 10,112 9,193 △90 9,103 

中間連結会計期間中の変動額合計 

          （百万円） 
△918 10,112 9,193 △90 △22,433 

平成18年９月30日 残高 

          （百万円） 
43,333 5,729 49,063 353 1,194,907 



④【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(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） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

    

税金等調整前中間 
（当期）純利益 

 109,339 101,696 177,069 

減価償却費  17,940 16,457 37,439 

減損損失  6,125 179 8,699 

連結調整勘定償却額  － － 196 

負ののれん償却額  － △39 － 

投資有価証券売却益  △2,307 △3,102 △3,148 

関係会社株式売却益  － △21,241 － 

企業年金保険特定資産解
約益 

 － △2,297 － 

その他の投資評価損  25 － － 

有形固定資産売却・除却
損益 

 △559 △1,230 △1,429 

貸倒引当金の増減額  260 △142 △113 

退職給付引当金の増減額  1,140 △426 5,259 

受取利息及び受取配当金  △3,697 △5,190 △8,296 

持分法による投資利益  △338 △1,418 △546 

支払利息  325 109 1,381 

為替差損益  80 △86 188 

売上債権の増減額  6,528 △6,335 6,084 

たな卸資産の増減額  △9,132 3,976 △4,735 

仕入債務の増減額  △1,131 645 △504 

未払金の減少額  △25,780 △1,810 △4,319 

役員賞与の支払額  △49 △93 △49 

その他  △7,136 3,598 △21,730 

小計  91,631 83,246 191,443 

利息及び配当金の受取額  4,580 4,872 8,732 

利息の支払額  △287 △83 △1,350 

法人税等の支払額  △32,013 △45,133 △58,673 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 63,910 42,902 140,151 

 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(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） 金額（百万円） 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

    

有価証券の取得による支
出 

 △108,866 △74,631 △202,829 

有価証券の売却による収
入 

 56,682 126,524 193,807 

有形固定資産の取得によ
る支出 

 △10,108 △12,939 △21,454 

有形固定資産の売却によ
る収入 

 4,866 2,143 8,889 

無形固定資産の取得によ
る支出 

 △393 △5,619 △2,844 

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △51,317 △19,787 △80,852 

投資有価証券の売却によ
る収入 

 8,726 12,492 20,084 

連結子会社株式の追加取
得による支出 

 － △45 － 

連結範囲の変更を伴う子会社

株式の売却による収入 
 － 33,207 － 

貸付けによる支出  △973 △111 △1,232 

貸付金の回収による収入  774 456 1,184 

その他短期投資の純増減
額 

 1,677 4,018 △4,579 

その他  3,096 9,936 2,166 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △95,835 75,644 △87,660 

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  △1,246 183 △1,692 

長期借入金の返済による
支出 

 △65 △57 △135 

長期借入による収入  200 － 201 

自己株式の取得による支
出 

 △19,356 △69,968 △46,399 

配当金の支払額  △5,252 △22,332 △22,181 

少数株主への配当金の支
払額 

 △2,249 △887 △3,045 

合併交付金の支払額   △3,694 － △3,694 

その他  123 127 179 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △31,542 △92,934 △76,768 

 



  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
(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） 金額（百万円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 928 6,277 7,405 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減
額 

 △62,538 31,890 △16,873 

Ⅵ 合併に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 39,324 － 39,324 

Ⅶ 連結範囲変更に伴う現金及
び現金同等物の増減額 

 27,403 △676 27,403 

Ⅷ 連結子会社の合併に伴う現
金及び現金同等物の増加額 

 89 － 89 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 423,478 473,423 423,478 

Ⅹ 現金及び現金同等物の 
  中間期末（期末）残高 

 427,757 504,637 473,423 

         



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

   連結子会社の数  66社 

主要な連結子会社名: 

アステラス US ホールディング

Inc. 

アステラス US LLC. 

アステラス ファーマ US,Inc. 

 アステラス ファーマ テクノロ

ジーズ Inc. 

 アステラス ファーマ マニファ

クチャリング Inc. 

 アステラス B.V. 

アステラス ファーマ ヨーロッ

パLtd. 

 山之内アイルランド Co.,Ltd. 

 フジサワ アイルランド Ltd. 

 アステラス製薬（中国）有限公

司 

 韓国アステラス製薬㈱ 

台湾山之内製薬股份有限公司 

台湾藤沢薬品工業股份有限公司 

アステラス東海㈱ 

 富山フジサワ㈱ 

 静岡フジサワ㈱ 

 ゼファーマ㈱ 

 ㈱ロータスエステート 

  平成17年4月１日における旧山之

内製薬株式会社（前連結会計年度

末連結子会社数36社）と旧藤沢薬

品工業株式会社（前連結会計年度

末連結子会社数44社）の合併及び

合併に伴う組織再編等により、66

社を連結の範囲に含めておりま

す。 

  なお、平成17年10月１日付で、

山之内アイルランド Co.,Ltd.とフ

ジサワ アイルランド Ltd.が事業

統合しアステラス アイルランド

Co.,Ltd.に、同じく台湾山之内製

薬股份有限公司と台湾藤沢薬品工

業股份有限公司が合併し台湾アス

テラス製薬股份有限公司になりま

した。 

  また、同日付で、富山フジサワ

㈱、静岡フジサワ㈱は、それぞれ

アステラス富山㈱、アステラス静

岡㈱に社名変更しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

    連結子会社の数  68社 

主要な連結子会社名: 

アステラス US ホールディング

Inc. 

アステラス US LLC. 

アステラス ファーマ US,Inc. 

 アステラス ファーマ テクノロ

ジーズ Inc. 

 アステラス ファーマ マニファ

クチャリング Inc. 

 アステラス B.V. 

アステラス ファーマ ヨーロッ

パLtd. 

アステラス アイルランドCo., 

Ltd. 

 アステラス製薬（中国）有限公

司 

 韓国アステラス製薬㈱ 

台湾アステラス製薬股份有限公

司 

アステラス東海㈱ 

 アステラス富山㈱ 

 アステラス静岡㈱ 

 アステラスファーマケミカルズ

㈱ 

 ㈱ロータスエステート 

  なお、アステラスファーマケミ

カルズ㈱及びその他２社は会社設

立により、当中間連結会計期間か

ら連結子会社に含めております。

また、ゼファーマ㈱は株式売却に

より、その他２社については清算

により、当中間連結会計期間から

連結子会社より除外しておりま

す。 

１．連結の範囲に関する事項 

    連結子会社の数  68社 

主要な連結子会社名: 

アステラス US ホールディング

Inc. 

アステラス US LLC. 

アステラス ファーマ US,Inc. 

アステラス ファーマ テクノロ

ジーズ Inc. 

アステラス ファーマ マニファ

クチャリング Inc. 

アステラス B.V. 

アステラス ファーマ ヨーロ

ッパLtd. 

アステラス アイルランドCo., 

Ltd. 

 アステラス製薬（中国）有限公

司 

 韓国アステラス製薬㈱ 

台湾アステラス製薬股份有限公

司 

アステラス東海㈱ 

 アステラス富山㈱ 

 アステラス静岡㈱ 

ゼファーマ㈱ 

 ㈱ロータスエステート 

 平成17年4月１日における旧山之

内製薬株式会社（前連結会計年度

末連結子会社数36社）と旧藤沢薬

品工業株式会社（前連結会計年度

末連結子会社数44社）の合併及び

合併に伴う組織再編等により、68

社を連結の範囲に含めておりま

す。  

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 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数 

 ０社 

(1)       同    左 (1)       同    左 

(2) 持分法適用の関連会社数 ６社 

  主要な持分法適用の関連会社名： 

    藤沢サノフィ・サンテラボ㈱ 

(2) 持分法適用の関連会社数 ４社 

 主要な持分法適用の関連会社名： 

  藤沢サノフィ・アベンティス㈱ 

  なお、その他１社は株式売却に

 より、当中間連結会計期間から持

 分法適用関連会社より除外してお

 ります。 

(2) 持分法適用の関連会社数 ５社 

 主要な持分法適用の関連会社名： 

  藤沢サノフィ・アベンティス㈱ 

  （平成18年１月１日付で藤沢サ

   ノフィ・サンテラボ㈱から社

   名変更） 

(3) 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる会

社については、当該会社の中間決

算日現在の財務諸表を使用してお

ります。 

(3)    同    左 (3) 持分法適用会社のうち、中間決算

日が連結決算日と異なる会社につい

ては、当該会社の決算日現在の財務

諸表を使用しております。 

(4) 平成17年４月１日の旧藤沢薬品

工業株式会社との合併に伴い、藤

沢サノフィ・サンテラボ㈱他４社

を、当中間連結会計期間より持分

法適用の関連会社に含めておりま

す。また、同合併に伴いゼファー

マ㈱については、当中間連結会計

期間より連結子会社となっており

ます。 

(4)   ―――――― (4) 平成17年４月１日の旧藤沢薬品工

業株式会社との合併に伴い、藤沢サ

ノフィ・アベンティス㈱他４社を、

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。また、同

合併に伴いゼファーマ㈱について

は、当連結会計年度より連結子会社

となっております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関す

る事項 

３．連結子会社の事業年度等に関する

事項 

 アステラス製薬（中国）有限公司

（中間決算日６月30日）を除きすべ

ての連結子会社の中間決算日は、中

間連結決算日と一致しております。 

 アステラス製薬（中国）有限公司

については中間決算日現在の財務諸

表を使用しており、中間決算日と中

間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。  

 すべての連結子会社の中間決算日

は、中間連結決算日と一致しており

ます。 

 なお、当中間連結会計期間よりア

ステラス製薬(中国)有限公司の中間

決算日を６月30日から９月30日に変

更しており、当中間連結会計期間に

おける同社の中間会計期間は平成18

年１月１日から平成18年９月30日ま

での９ケ月間となっております。 

 アステラス製薬(中国)有限公司

（決算日12月31日）を除き、すべて

の連結子会社の決算日は、連結決算

日と一致しております。 

  アステラス製薬（中国）有限公司

については、決算日現在の財務諸表

を使用しており、決算日と連結決算

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 

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 

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 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

① 有価証券 

満期保有目的の債券 

同  左 

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 

中間期末日の市場価格等に

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 

中間期末日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

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 

期末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 

時価のないもの 

同  左 

時価のないもの 

同  左 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

② たな卸資産 

   主として次の方法により評価し

   ております。 

② たな卸資産 

   主として次の方法により評価し

   ております。 

② たな卸資産 

   主として次の方法により評価し

ております。 

商  品 

総平均法による低価法 

商  品 

  同  左 

商  品 

  同  左 

製  品 

国内会社は総平均法による

原価法 

在外子会社は先入先出法に

よる低価法 

製  品 

  同  左 

  

製  品 

  同  左 

  

半製品・仕掛品 

国内会社は総平均法による

原価法 

在外子会社は先入先出法に

よる低価法 

半製品・仕掛品 

  同  左 

  

半製品・仕掛品 

  同  左 

  

原材料・貯蔵品 

国内会社は総平均法による

原価法 

在外子会社は先入先出法に

よる低価法 

  

原材料・貯蔵品 

  同  左 

  

原材料・貯蔵品 

  同  左 

  

（会計方針の変更）  

  旧藤沢薬品工業株式会社との合併

に伴いたな卸資産の評価方法を見直

し、国内会社の半製品・仕掛品につ

いて他のたな卸資産（商品、製品、

原材料・貯蔵品）の評価方法と統一

することにより、より合理的な原価

管理を行うため、当中間連結会計期

間より先入先出法による原価法から

総平均法による原価法に変更してお

ります。なお、この変更に伴う連結

財務諸表への影響額は軽微でありま

す。 

  

      ―――――― 

（会計方針の変更）   

  旧藤沢薬品工業株式会社との合併

に伴いたな卸資産の評価方法を見直

し、国内会社の半製品・仕掛品につ

いて他のたな卸資産（商品、製品、

原材料・貯蔵品）の評価方法と統一

することにより、より合理的な原価

管理を行うため、当連結会計年度よ

り先入先出法による原価法から総平

均法による原価法に変更しておりま

す。なお、この変更に伴う連結財務

諸表への影響額は軽微であります。  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法 

① 有形固定資産 

    国内会社は主として定率法 

  在外子会社は主として定額法 

    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  

   

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 ４～15年

工具器具備品 ２～20年

  

② 無形固定資産 

  定額法 

  なお、 自社利用のソフトウエ

アについては、社内における利用

可能期間（主として５年以内）に

基づく定額法によっておりま

す。  

  

② 無形固定資産 

    同  左 

② 無形固定資産 

  同  左 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 (3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付債権等の貸倒損

失に備え、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

可能性を検討し、回収不能額を計

上しております。 

① 貸倒引当金 

同  左 

① 貸倒引当金 

同  左 

 ② 売上割戻等引当金 

 中間期末日後に発生が見込まれ

る売上割戻の支出に備え、中間期

末売掛金に対し直近の割戻率を乗

じた金額のほか、中間期末日後に

発生が見込まれる返品による損

失・費用に備えて直近の実績率を

基に算定した金額を計上しており

ます。  

 ②   ―――――― 

  

 ② 売上割戻等引当金 

 期末日後に発生が見込まれる売

上割戻の支出に備え、期末売掛金

に対し直近の割戻率を乗じた金額

のほか、期末日後に発生が見込ま

れる返品による損失・費用に備え

て直近の実績率を基に算定した金

額を計上しておりす。  

③   ―――――― 

  

 ③ 売上割戻引当金 

  中間期末日後に発生が見込まれ

る売上割戻の支出に備え、中間期

末売掛金に対し直近の割戻率を乗

じた金額を計上しております。  

 ③   ―――――― 

  

④ 退職給付引当金 

 確定給付型の退職給付制度に基

づく従業員の退職給付に備え、主

として当期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、当中間期末において発生して

いると認められる額に当中間期末

の未認識数理計算上の差異及び未

認識過去勤務債務を調整した額を

計上しております。 

 旧山之内製薬株式会社の退職給

付制度に係る数理計算上の差異は

発生時の従業員の平均残存勤務年

数にわたり主として定額法により

翌年度から処理しており、過去勤

務債務は発生時の従業員の平均残

存勤務年数にわたり定額法により

処理しております。 

 平成17年４月１日付の旧藤沢薬

品工業株式会社との合併に伴い引

き継いだ退職給付制度に係る数理

計算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）にわたり定額法によ

り翌年度から処理しており、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

（10年）にわたり定額法により処

理しております。 

④ 退職給付引当金 

     同  左 

④ 退職給付引当金 

  確定給付型の退職給付制度に基

づく従業員の退職給付に備え、主

として当期末における退職給付債

務から年金資産の額を控除した額

に未認識数理計算上の差異及び未

認識過去勤務債務を調整した額を

計上しております。 

 旧山之内製薬株式会社の退職

給付制度に係る数理計算上の差

異は発生時の従業員の平均残存

勤務年数にわたり主として定額

法により翌年度から処理してお

り、過去勤務債務は発生時の従

業員の平均残存勤務年数にわた

り定額法により処理しておりま

す。 

  平成17年４月１日付の旧藤沢

薬品工業株式会社との合併に伴

い引き継いだ退職給付制度に係

る数理計算上の差異は、発生時

の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）にわた

り定額法により翌年度から処理

しており、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（10年）に

わたり定額法により処理してお

ります。 

  

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく中間期末要支給

額を計上しております。なお、当

社においては、平成17年６月24日

開催の第92回定時株主総会で役員

の退職慰労金制度の廃止を決議し

たことに伴い、全額を取り崩して

おります。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 一部の国内会社において、役員

の退職慰労金の支出に備え、内規

に基づく中間期末要支給額を計上

しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。なお、当社に

おいては、当連結会計年度に、平

成17年３月31日をもって役員の退

職慰労金制度を廃止することを決

定し、これに伴い、全額を取り崩

しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

    外貨建金銭債権債務は、中間連

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

負債は中間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」に含めて計上し

ております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間連

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

負債は中間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、換算差額は純資産の部

における「為替換算調整勘定」及

び「少数株主持分」に含めて計上

しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

 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」に含めて計上して

おります。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 国内会社は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。 

 在外子会社はファイナンス・リ

ース取引については、通常の売買

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 

(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 

① ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジによって

おります。ただしその他有価証券

については、時価ヘッジによって

おります。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

     同  左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

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：デリバティブ取引 

ヘッジ対象：相場変動、キャッ

シュ・フロー変動

により、損益が発

生する資産、負債 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同  左 

  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

        同  左 

  

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

③ ヘッジ方針 

 当社グループ内で規定されたデ

リバティブ取引に関する管理体制

に基づき、ヘッジ対象に係る相場

変動リスク、キャッシュ・フロー

変動リスクを一定の範囲内でヘッ

ジしております。 

③ ヘッジ方針 

         同  左 

③ ヘッジ方針 

         同  左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 繰延ヘッジに関しては、ヘッジ

開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動

またはキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、両者の変動額等を

基礎に判断しております。 

  

（会計方針の変更） 

 従来は、為替予約について振当

処理を採用しておりましたが、旧

藤沢薬品工業株式会社との合併に

よるデリバティブ取引の増加に伴

い、ヘッジ会計の方法について見

直した結果、当中間連結会計期間

よりヘッジ会計の原則的処理に変

更しております。なお、この変更

に伴う連結財務諸表への影響は軽

微であります。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同  左 

  

  

  

  

  

  

  

  

        ―――――― 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

     同  左 

 

  

  

  

  

  

  

  

 （会計方針の変更） 

 従来は、為替予約について振当

処理を採用しておりましたが、旧

藤沢薬品工業株式会社との合併に

よるデリバティブ取引の増加に伴

い、ヘッジ会計の方法について見

直した結果、当連結会計年度より

ヘッジ会計の原則的処理に変更し

ております。なお、この変更に伴

う連結財務諸表への影響は軽微で

あります。 

(7) その他中間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方法 

税抜方式によっております。 

(7) その他中間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方法 

同  左 

(7) 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方法 

同  左 

５．中間連結キャッシュ・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。 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

同  左 

５．連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲 

同  左 



中間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  

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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） 

 当中間連結会計期間より固定資産

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中間純

利益は6,125百万円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

      ―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 （ 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 

8,699百万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。 

 ――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,194,553百万円でありま

す。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 ―――――― 

 ――――――  （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業会計

基準第４号 平成17年11月29日）を

適用しております。これによる損益

への影響はありません。 

 ―――――― 

 ――――――  （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「スト

ック・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

 平成18年５月31日）を適用してお

ります。これによる損益への影響は

ありません。 

 ―――――― 



表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

 （中間連結損益計算書関係）  

 前中間連結会計期間において営業外収益に表示していた

「企業年金保険運用益」は、重要性が減少したため、当中

間連結会計期間においては営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。なお、当中間連結会計期間における

「企業年金保険運用益」は、4百万円であります。 

           ―――――― 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

      ―――――― （退職給付会計） 

 当社及び一部の国内子会社の退職

給付制度につきましては、適格退職

年金制度、確定給付企業年金制度、

退職一時金制度を採用しておりまし

たが、平成18年10月１日に旧山之内

製薬株式会社の採用していた退職給

付制度と旧藤沢薬品工業株式会社の

採用していた退職給付制度を統合し

ております。確定給付年金制度につ

いては確定給付企業年金制度に一本

化すると共に、退職一時金制度の一

部を終了し、確定拠出型退職給付制

度を採用しております。 

  この移行に伴う会計処理について

は、「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）に基づいて行ないます

が、退職給付制度の終了の会計処理

が下期の損益に与える影響額は軽微

であります。 

      ―――――― 



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は322,578百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は336,140 百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は327,369百万円であります。 

※２．担保資産及び担保付債務  ※２．担保資産及び担保付債務  ※２．担保資産及び担保付債務  

    担保に供している資産は次のと

おりであります。 

    担保に供している資産は次のと

おりであります。 

    担保に供している資産は次のと

おりであります。 

 建物及び構築物 652百万円 

 土地 153百万円 

 計 806百万円 

 建物及び構築物 635百万円

 土地 153百万円

 計 789百万円

 建物及び構築物 648百万円

 土地 153百万円

 計 802百万円

  担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 短期借入金  200百万円 

 長期借入金  556百万円 

  担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 短期借入金  200百万円 

 長期借入金  429百万円 

  担保付債務は次のとおりでありま

す。 

 短期借入金  200百万円 

 長期借入金  486百万円 

 ３．偶発債務 

（１）保証債務 

 連結会社以外の会社及び従業員

の金融機関からの借入に対し、債

務保証を行っております。 

 従業員 5,737百万円 

 山之内サノフィ・ 

 サンテラボ製薬㈱ 129百万円 

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 
346百万円 

 計 6,213百万円 

 ３．偶発債務 

（１）保証債務（金融機関からの 

  借入に対する保証） 

 従業員 4,683百万円

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 
197百万円

 計 4,881百万円

 ３．偶発債務 

（１）保証債務（金融機関からの 

  借入に対する保証） 

 従業員 5,210百万円

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 
318百万円

 計 5,529百万円

（２）その他の偶発債務 

①フジサワ アイルランドLtd.が

アイルランド政府から受領した補

助金につき、雇用人数等の一定条

件が満たされなかった場合に生じ

る返済義務 

                 110百万円 

②長期借入金の債務履行引受契約

に係る偶発債務 

                   720百万円 

※４．  ―――――― 

（２）その他の偶発債務 

①アステラス アイルランドCo.,L

td.がアイルランド政府から受領

した補助金につき、雇用人数等の

一定条件が満たされなかった場合

に生じる返済義務 

                 121百万円 

②長期借入金の債務履行引受契約

に係る偶発債務 

                   480百万円 

※４．中間期末日満期手形の処理 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、当中間期の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。中間期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

 受取手形     24百万円 

（２）その他の偶発債務 

①アステラス アイルランドCo.,L

td.がアイルランド政府から受領

した補助金につき、雇用人数等の

一定条件が満たされなかった場合

に生じる返済義務 

                 206百万円 

②長期借入金の債務履行引受契約

に係る偶発債務 

                   600百万円 

※４． ―――――― 



（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

 ※１．当中間連結会計期間における税 

金費用については、簡便法による

税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示して

おります。 

 ※１．    同  左 ※１． ―――――― 

 ※２．研究開発費の総額は56,063百万 

  円であります。 

 ※３.  ―――――― 

 

  

 ※４. 旧藤沢薬品工業株式会社との合

併に伴う費用であります。 

 ※２．研究開発費の総額は97,944百万

  円であります。 

 ※３. 研究拠点の集約及び生産体制の

再構築等に伴う費用であります。

  

 ※４.  ―――――― 

※２．研究開発費の総額は142,076百

万円であります。 

※３.   ―――――― 

 

  

 ※４. 旧藤沢薬品工業株式会社との合

併に伴う費用であります。 

 ※５．減損損失 

   当社グループは、継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の区分

である事業単位ごとに事業用資産を

グルーピングしており、遊休資産及

び処分予定資産等については個々に

グルーピングしております。 

 当中間期において、当社グループ

は以下の資産グループについて、減

損損失（6,125百万円）を計上いた

しました。 

(1) 

医薬品事業における導入品の販売権

（4,981百万円）について、売上低

迷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。 

 ※５．減損損失 

   当社グループは、継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の区分

である事業単位ごとに事業用資産を

グルーピングしており、遊休資産及

び処分予定資産等については個々に

グルーピングしております。 

  グループ内の研究拠点の見直し及

び再整備により、あるいは生産体制

の見直し等により、下記設備につい

ては処分や生産の中止を予定してい

ることから、当中間期においては、

下記資産グループの帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（179百万円）及び拠点統

廃合費用（1,028百万円）として特

別損失に計上いたしました。なお、

当資産グループの回収可能価額は正

味売却価額を使用し、正味売却価額

については処分見込価額から処分見

込費用を控除した額により評価して

おります。 

 ※５．減損損失 

   当社グループは、継続的に収支の

把握を行っている管理会計上の区分

である事業単位ごとに事業用資産を

グルーピングしており、遊休資産及

び処分予定資産等については個々に

グルーピングしております。 

  当期において、当社グループは以

下の資産グループについて、減損損

失（8,699百万円）を計上いたしま

した。 

(1) 

医薬品事業における導入品の販売権

（4,981百万円）について、売上低

迷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。 

 



前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

(2) 

グループ内の生産品目及び生産体制

の見直しにより、下記設備について

は現在遊休状態あるいは将来生産を

中止する予定であることから、下記

資産グループの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（1,144百万円）として特別損失

に計上いたしました。なお、当資産

グループの回収可能価額は正味売却

価額を使用し、正味売却価額につい

ては処分見込価額から処分見込費用

を控除した額により評価しておりま

す。 

場所 用途 種類 

清須事業場

（愛知県清

須市） 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置等 

富山フジサ

ワ（株）

（富山県高

岡市） 

医薬品 

製造設備 

機械装置、

工具器具備

品、建設仮

勘定等 

静岡フジサ

ワ（株）

（静岡県富

士市） 

医薬品 

製造設備 

建物、構築

物、機械装

置等 

アステラス

東海（株）

（静岡県焼

津市） 

医薬品 

製造設備 

構築物、機

械装置等 

場所 用途 種類 

筑波御幸が

丘事業場 

（茨城県つ

くば市） 

研究所設備 建物等 

アステラス

富山（株） 

（富山県高

岡市） 

医薬品 

製造設備 

建物 

アステラス

静岡（株） 

（静岡県富

士市） 

医薬品製造

管理用ソフ

トウエア 

無形固定資

産 

(2) 

グループ内の生産品目及び生産体制

の見直しにより、下記設備について

は将来生産を中止する予定であるこ

とから、下記資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（3,717百万円）

として特別損失に計上いたしまし

た。なお、当資産グループの回収可

能価額は正味売却価額を使用し、正

味売却価額については処分見込価額

から処分見込費用を控除した額によ

り評価しております。 

場所 用途 種類 

清須事業場 

（愛知県清

須市） 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置等 

加島事業場 

（大阪府大

阪市） 

医薬品 

製造設備 

建物、構築

物、機械装

置等 

アステラス

富山㈱ 

（富山県高

岡市） 

（富山県富

山市） 

医薬品 

製造設備 

機械装置、

工具器具備

品、建設仮

勘定等 

アステラス

静岡㈱ 

（静岡県富

士市） 

医薬品 

製造設備 

建物、構築

物、機械装

置、工具器

具備品等 

アステラス

東海㈱ 

（静岡県焼

津市） 

医薬品 

製造設備 

構築物、機

械装置等  

アステラス

ファーマ  

マニファク

チャリン

グ Inc. 

(アメリカ) 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置 

アステラス 

ファーマ

GmbH  

(アイルラン

ド) 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置、工具

器具備品 



（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の減少10,000千株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるもので

す。 

    ２. 普通株式の自己株式数増加の内訳は次のとおりです。 

・会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得：14,985千株 

・単元未満株式の買取による取得：12千株 

    ３. 普通株式の自己株式数減少の内訳は次のとおりです。 

・会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却：10,000千株 

・単元未満株式の買増しによる処分：1千株 

・新株予約権の行使による処分：34千株 

  

 ２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 （注）会社法の施行日前に付与されたストックオプションであるため、残高はありません。 

 
前連結会計年度末株
式数（千株） 

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間
末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 （注）1 573,949 － 10,000 563,949 

合計 573,949 － 10,000 563,949 

自己株式     

普通株式 （注）２，３ 15,639 14,997 10,036 20,601 

合計 15,639 14,997 10,036 20,601 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当中間連結
会計期間末
残高 
（百万円）

前連結会計
年度末 

当中間連結
会計期間増
加 

当中間連結
会計期間減
少 

当中間連結
会計期間末 

提出会社 

ストックオプションとしての

新株予約権 

（平成15年７月１日発行） 

－ － － － － － 

ストックオプションとしての

新株予約権 

（平成16年７月１日発行） 

－ － － － － － 

ストックオプションとしての

新株予約権 

（平成17年８月31日発行） 

－ － － － － － 

連結子会社 － － － － － － － 

合計 － － － － － － 



 ３．配当に関する事項 

 （１）配当金支払額 

 （２）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間末後となるもの 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

次へ 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 22,332 40.00 平成18年３月31日 平成18年６月27日 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月７日 

取締役会 
普通株式 21,733 利益剰余金 40.00 平成18年９月30日 平成18年12月４日

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係 

 現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に記載されてい

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

結貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 

現金及び預金 238,900百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△1,090百万円 

有価証券 356,063百万円 

投資期間が３ヶ月を

超える有価証券及び

未受渡の現金同等物

有価証券 

△176,116百万円 

その他の流動資産 37,663百万円 

現金同等物以外のそ

の他の流動資産 
△27,663百万円 

現金及び現金同等物 427,757百万円 

現金及び預金 182,532百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△3,493百万円

有価証券 399,151百万円

投資期間が３ヶ月を

超える有価証券及び

未受渡の現金同等物

有価証券 

△93,551百万円

その他の流動資産 50,137百万円

現金同等物以外のそ

の他の流動資産 
△30,139百万円

現金及び現金同等物 504,637百万円

現金及び預金 178,107百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 
△7,399百万円

有価証券 445,358百万円

投資期間が３ヶ月を

超える有価証券及び

未受渡の現金同等物

有価証券 

△157,642百万円

その他の流動資産 50,255百万円

現金同等物以外のそ

の他の流動資産 
△35,256百万円

現金及び現金同等物 473,423百万円



（リース取引関係） 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間

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及び中間

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及び期末残高

相当額 

(注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、有形固定

資産の中間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。 

 

取得価額
相当額 
 

(百万円) 

減価償却
累計額相
当額 
(百万円) 

中間期末
残高相当
額 

(百万円) 

機械装
置及び
運搬具 

564 468 95 

工具器
具備品 

3,327 1,841 1,485 

合計 3,891 2,310 1,581 

(注)  同  左 

 

取得価額
相当額 
 

(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 

(百万円)

機械装
置及び
運搬具 

76 64 12

工具器
具備品 

2,735 1,931 804

合計 2,812 1,995 816

(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。 

 

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

413 379 34

工具器
具備品

2,888 1,811 1,076

合計 3,302 2,191 1,111

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 907百万円 

１ 年 超 673百万円 

合 計 1,581百万円 

１ 年 内 609百万円 

１ 年 超 207百万円 

合 計 816百万円 

１ 年 内 767百万円 

１ 年 超 343百万円 

合 計 1,111百万円 

(注)未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期

末残高が、有形固定資産の中間

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 (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) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相 

当額 

支払リース料 564百万円 

減価償却費相当額 564百万円 

支払リース料 421百万円 

減価償却費相当額 421百万円 

支払リース料 1,073百万円 

減価償却費相当額 1,073百万円 

(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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１ 年 内 3百万円 

１ 年 超 7百万円 

合 計 10百万円 

１ 年 内 11百万円 

１ 年 超 25百万円 

合 計 37百万円 

１ 年 内 9百万円 

１ 年 超 14百万円 

合 計 24百万円 



（有価証券関係） 

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 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

種  類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円) 

 
時 価 
 

(百万円) 

 
 差 額 
 

(百万円)

中間連結
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)

(1) 国債・地方債等 3,002 3,003 1 2,401 2,392 △8 2,401 2,380 △21

(2) 社債 － － － － － － － － －

(3) その他 － － － － － － － － －

合  計 3,002 3,003 1 2,401 2,392 △8 2,401 2,380 △21

種  類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

 
取得原価 
 

(百万円) 

中間連結
貸借対照
表計上額
(百万円) 

 
差 額 
 

(百万円)

 
取得原価
 

(百万円)

中間連結
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)

(1) 株式 29,489 89,394 59,905 26,236 97,851 71,614 28,365 101,751 73,386

(2) 債券          

①国債・地方債等 70,999 71,052 52 258,184 257,969 △215 145,088 144,737 △350

②社債 81,754 81,515 △239 93,209 92,709 △500 91,859 90,864 △995

③その他 － － － － － － － － －

(3) その他 20,514 21,959 1,445 11,435 13,456 2,020 19,429 21,948 2,519

合  計 202,757 263,921 61,163 389,066 461,985 72,919 284,742 359,301 74,559

種  類 

前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

中間連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

中間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) その他有価証券    

非上場株式 2,787 2,260 4,558 

優先出資証券 5,000 5,000 5,000 

コマーシャル・ペーパー 271,082 154,500 302,544 

マネー・マネージメント・

ファンド 
15,080 4,095 8,082 

 政府短期証券 4,999 － － 



（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

 （注）１．時価の算定方法は、取引金融機関から提示された価格等によっております。 

    ２．契約額等欄の（  ）金額は、通貨オプション取引のオプション料であります。 

対象物の種類 取引の種類 

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末 

(平成17年９月30日) (平成18年９月30日) (平成18年３月31日) 

契約額等 時価 評価損益契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益

(百万円) (百万円)(百万円)(百万円)(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

通  貨 為替予約取引          

    売建          

 （米ドル） 20,773 21,314 △541 － － － 1,169 1,165 3 

 （ユーロ） 6,729 6,735 △6 3,132 3,138 △5 8,140 8,257 △116 

    買建          

 （米ドル） － － － － － － 4,055 4,097 42 

 通貨オプション取引          

    売建          

 コール          

 （米ドル） 2,790 73 △47 － － － － － － 

  （25)        

 （ユーロ） 607 7 △1 448 3 0 － － － 

  （5)  （4)     

    買建          

  プット          

 （米ドル） 1,010 7 △16 － － － － － － 

  （24)        

 （ユーロ） 804 2 △3 253 3 △1 － － － 

  （5)  （4)     

合  計 32,714 28,140 △617 3,834 3,144 △5 13,365 13,521 △71 



（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

    当社グループの事業は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して、「医薬品及びその関連

製品事業」とこれに属さない「その他の事業」に区分しております。全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

    当社グループの事業は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して、「医薬品及びその関連

製品事業」とこれに属さない「その他の事業」に区分しております。全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

    当社グループの事業は、販売方法及び製品の種類、性質、製造方法の類似性を考慮して、「医薬品及びその関連

製品事業」とこれに属さない「その他の事業」に区分しております。全セグメントの売上高の合計、営業利益及び

全セグメントの資産の金額の合計額に占める「医薬品及びその関連製品事業」の割合が、いずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

     ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

 
日本 
 

（百万円） 

北米 
 

（百万円） 

欧州 
 

（百万円） 

アジア 
 

（百万円） 

計 
 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
 

（百万円） 

売  上  高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
250,147 68,493 98,851 9,230 426,723 － 426,723 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
51,451 16,609 12,257 27 80,345 (80,345) － 

計 301,598 85,103 111,109 9,257 507,068 (80,345) 426,723 

営 業 費 用 213,826 72,733 95,958 7,447 389,965 (80,389) 309,575 

営 業 利 益 87,772 12,369 15,150 1,810 117,102 44 117,147 

 
日本 
 

（百万円） 

北米 
 

（百万円） 

欧州 
 

（百万円） 

アジア 
 

（百万円） 

計 
 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
 

（百万円） 

売  上  高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
251,133 82,005 102,527 12,257 447,924 － 447,924 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
48,574 24,014 15,250 1 87,840 (87,840) － 

計 299,707 106,019 117,777 12,259 535,764 (87,840) 447,924 

営 業 費 用 256,304 82,037 111,599 10,172 460,114 (84,665) 375,449 

営 業 利 益 43,402 23,981 6,178 2,086 75,649 (3,175) 72,474 



前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

 ２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、アイルランド、オランダ、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

 
日本 
 

（百万円） 

北米 
 

（百万円） 

欧州 
 

（百万円） 

アジア 
 

（百万円） 

計 
 

（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
 

（百万円） 

売  上  高        

(1) 外部顧客に対する売

上高 
511,143 145,341 203,232 19,643 879,361 － 879,361 

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
94,966 39,582 29,726 25 164,301 (164,301) － 

計 606,110 184,923 232,959 19,669 1,043,663 (164,301) 879,361 

営 業 費 用 467,938 152,206 214,571 15,835 850,551 (164,210) 686,341 

営 業 利 益 138,171 32,717 18,388 3,834 193,111 (91) 193,020 



【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

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。 

  

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

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。 

  

前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２．各区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……………米国、カナダ 

(2) 欧州……………イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン 

(3) アジア…………韓国、中国、台湾 

    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。 

 北米 欧州 アジア その他 計 

１ 海外売上高（百万円） 91,672 85,333 12,721 3,513 193,241 

２ 連結売上高（百万円）     426,723 

３ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.5 20.0 3.0 0.8 45.3 

 北米 欧州 アジア その他 計 

１ 海外売上高（百万円） 105,028 86,704 15,185 6,605 213,523 

２ 連結売上高（百万円）     447,924 

３ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
23.4 19.4 3.4 1.5 47.7 

 北米 欧州 アジア その他 計 

１ 海外売上高（百万円） 191,985 172,230 25,688 8,365 398,269 

２ 連結売上高（百万円）     879,361 

３ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
21.8 19.6 2.9 1.0 45.3 



（１株当たり情報） 

（注）1.「１株当たり中間(当期)純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり中間(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。 

   ２.「１株当たり純資産額」の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 2,133.53円 

１株当たり中間純利益

金額 
118.78円 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額 
118.41円 

１株当たり純資産額 2,198.51円 

１株当たり中間純利益

金額 
109.42円 

潜在株式調整後１株 

当たり中間純利益金額
109.38円 

１株当たり純資産額 2,179.44円 

１株当たり当期純利益

金額 
183.88円 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益金額 
183.56円 

  
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日
 至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
 至 平成18年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額       

中間(当期)純利益（百万円） 67,317 60,674 103,658 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 93 

 （うち利益処分による取締役・監査役賞与金） （－） （－） (93) 

普通株式に係る中間(当期)純利益（百万円) 67,317 60,674 103,564 

期中平均株式数（千株） 566,752 554,532 563,232 

        

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金

額 
      

中間(当期)純利益調整額（百万円） 0 0 0 

 （うち支払利息(税額相当額控除後)） (0) (0) (0) 

 （うち転換社債関係手数料(税額相当額控除

後)) 
(0) (0) (0) 

普通株式増加数（千株） 1,767 171 973 

 （うち転換社債） (1,703) (15) (859) 

 (うち新株予約権） (63) (156) (113) 

  
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） － 1,194,907 － 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円) － 353 － 

 （うち少数株主持分） （－） (353) （－） 

普通株式に係る中間期末の純資産額（百万円） － 1,194,553 － 

１株当たりの純資産額の算定に用いられた中間

期末の普通株式の数（千株） 
－ 543,347 － 



   （重要な後発事象） 

  前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

[自己株式の取得] 

 当社は、平成18年10月４日の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条

の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得することを決議致しました。 

1. 自己株式の取得を行う理由 

 資本効率を改善し、株主還元水準のさらなる向上をはかるため 

2. 取得の内容 

 (1)取得する株式の種類   当社普通株式 

 (2)取得する株式の総数   3,000万株（上限）（発行済株式総数に対する割合5.32％） 

 (3)株式の取得価額の総額  1,500億円（上限） 

 (4)取得する期間      平成18年10月５日から平成19年２月28日まで 

  前連結会計年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

[ゼファーマ株式会社の株式譲渡] 

 一般用医薬品事業を展開する当社100％子会社のゼファーマ株式会社について、平成18年３月31日付で当社が第一三共

株式会社と締結しました株式譲渡契約に基づき、当社が保有するゼファーマ株式会社の全株式の第一三共株式会社への譲

渡を平成18年４月13日に完了いたしました。また、その譲渡の対価は35,502百万円となり、平成19年３月期において関係

会社株式譲渡益21,241百万円を特別利益として計上することになります。 

  (ゼファーマ株式会社の概要) 

 本店所在地：東京都中央区日本橋本町２－７－１ 

 代表者：代表取締役社長 大江 方二 

 設立年月日：平成16年10月１日 

 事業内容：医薬品、医薬部外品、化粧品、食品等の開発・販売 

 決算期：３月31日 

 従業員数：197名（平成18年３月31日現在） 

 資本金：300百万円 

 売上高：22,032百万円（平成18年３月期） 

 主要製品：胃薬（ガスター10）、総合感冒薬（プレコール、カコナール）、 

      皮膚用薬（マキロン、オイラックス、ピロエース）、 

      抗アレルギー剤（エージーアイズ／エージーノーズ） 

  

[米国フィブロジェン社との開発候補品のライセンス契約締結] 

 当社は、平成18年４月28日に、米国の医薬品会社フィブロジェン社と、腎性貧血および癌化学療法に伴う貧血の治療薬

FG-2216並びに同薬と同様の作用機序を有する化合物について、欧州、中東、南アフリカでの共同開発および独占的販売

権を取得するライセンス契約を締結いたしました。FG-2216は、当社が、欧州において既に有している泌尿器領域および

腎移植領域のインフラを最大限活用することで、欧州事業の拡大に大きく貢献するものと考えております。本契約によ

り、当社はフィブロジェン社に対し、契約締結時に300百万米ドルの一時金を支払うとともに、さらに開発の進捗に応じ

て総額465百万米ドルの開発一時金を支払うことになります。また、同社が新規に発行する株式を約50百万米ドルで取得

いたします。 

 なお、平成19年３月期において、本契約に基づく契約一時金（約350億円）および開発一時金の一部が研究開発費とし

て販売費及び一般管理費に計上される見込みです。 

(2）【その他】 

訴 訟 

 前連結会計年度末からの変動はありません。 



２【中間財務諸表等】 

(1)【中間財務諸表】 

①【中間貸借対照表】 

  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１.現金及び預金  67,922   14,200   29,395   

２.受取手形 ※４ 5,819   4,978   4,859   

３.売掛金  176,473   183,904   172,423   

４.有価証券  339,543   389,172   429,272   

５.たな卸資産  46,925   40,254   44,876   

６.繰延税金資産  35,774   34,356   34,347   

７.その他 ※３ 34,853   38,222   39,321   

貸倒引当金  △223   △11   △252   

流動資産合計   707,089 53.1  705,077 53.1  754,244 53.7

Ⅱ 固定資産           

１.有形固定資産 ※１          

(1) 建物  34,098   30,847   32,454   

(2) 機械装置  4,669   2,757   3,462   

(3) その他  38,861   40,806   40,806   

有形固定資産合計   77,629 5.8  74,411 5.6  76,723 5.5

２.無形固定資産   14,683 1.1  12,743 1.0  13,061 0.9

３.投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  206,914   220,465   229,259   

(2) 関係会社株式  288,940   282,642   286,758   

(3）その他の関係会
社有価証券   484   1,607   1,668   

(4) 関係会社長期貸
付金  70   29   29   

(5) 繰延税金資産  5,488   3,784   5,429   

(6) その他  30,888   26,786   37,951   

貸倒引当金  △388   △369   △387   

投資その他の資産合
計   532,397 40.0  534,945 40.3  560,709 39.9

固定資産合計   624,710 46.9  622,101 46.9  650,495 46.3

資産合計   1,331,799 100.0  1,327,178 100.0  1,404,740 100.0

 



  
前中間会計期間末 

（平成17年９月30日） 
当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１.支払手形   2   －   －   

２.買掛金  48,753   55,328   48,455   

３.未払金  83,474   76,975   117,188   

４.未払費用  14,494   14,103   14,237   

５.未払法人税等  17,601   23,857   30,103   

６.未払消費税等 ※３ －   1,424   －   

７.売上割戻引当金  4,495   4,478   5,206   

８.その他  29,030   29,285   38,714   

流動負債合計   197,852 14.9  205,452 15.5  253,906 18.1

Ⅱ 固定負債           

１.転換社債  30   30   30   

２.退職給付引当金  23,366   25,929   26,834   

３.その他  1,885   19,158   1,842   

固定負債合計   25,281 1.9  45,117 3.4  28,707 2.0

負債合計   223,134 16.8  250,570 18.9  282,614 20.1

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   102,985 7.7  － －  102,985 7.3

Ⅱ 資本剰余金           

 資本準備金  176,806   －   176,806   

資本剰余金合計   176,806 13.3  － －  176,806 12.6

Ⅲ 利益剰余金           

１.利益準備金  16,826   －   16,826   

２.任意積立金  748,146   －   748,146   

３.中間(当期)未処分利
益  64,168   －   96,799   

利益剰余金合計   829,141 62.2  － －  861,773 61.4

Ⅳ その他有価証券評価差
額金   34,740 2.6  － －  42,543 3.0

Ⅴ 自己株式   △35,008 △2.6  － －  △61,982 △4.4

資本合計   1,108,665 83.2  － －  1,122,126 79.9

負債・資本合計   1,331,799 100.0  － －  1,404,740 100.0

 



  
前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前事業年度の要約貸借対照表 
（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
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）              

Ⅰ 株主資本              

１.資本金   － －  102,985 7.8  － －

２.資本剰余金              

 資本準備金  －    176,806    －    

 資本剰余金合計   － －  176,806 13.3  － －

３.利益剰余金              

 (1)利益準備金  －    16,826    －    

 (2)その他利益剰余金              

  退職積立金  －    900    －    

  特別償却準備金  －    317    －    

  固定資産圧縮積立 
  金  －    794    －    

  固定資産圧縮特別 
   勘定積立金  －    823    －    

  別途積立金  －    788,970    －    

  繰越利益剰余金  －    37,289    －    

 利益剰余金合計   － －  845,921 63.7  － －

４.自己株式   － －  △92,170 △6.9  － －

株主資本合計   － －  1,033,543 77.9  － －

Ⅱ 評価・換算差額等              

その他有価証券評価差
額金  －    43,064    －    

評価・換算差額等合
計   － －  43,064 3.2  － －

純資産合計   － －  1,076,608 81.1  － －

負債純資産合計   － －  1,327,178 100.0  － －



②【中間損益計算書】 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書 
(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
（％）

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   287,450 100.0  295,906 100.0  576,023 100.0 

Ⅱ 売上原価   105,901 36.8  108,077 36.5  217,534 37.8 

売上総利益   181,549 63.2  187,829 63.5  358,488 62.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※８  100,737 35.1  148,131 50.1  233,464 40.5 

営業利益   80,811 28.1  39,698 13.4  125,024 21.7 

Ⅳ 営業外収益 ※１  3,950 1.4  4,905 1.6  37,738 6.5 

Ⅴ 営業外費用 ※２  3,425 1.2  1,030 0.3  3,546 0.6 

経常利益   81,336 28.3  43,573 14.7  159,216 27.6 

Ⅵ 特別利益 ※３  1,978 0.7  29,338 9.9  5,682 1.0 

Ⅶ 特別損失 ※4,7  9,914 3.4  1,461 0.5  17,258 3.0 

税引前中間（当期）
純利益   73,400 25.6  71,449 24.1  147,640 25.6 

法人税、住民税及び 
事業税 

※５ 21,477   25,222   50,240   

法人税等調整額 ※５ － 21,477 7.5 － 25,222 8.5 △4,096 46,143 8.0 

中間（当期）純利益   51,923 18.1  46,227 15.6  101,496 17.6 

前期繰越利益   39,385   －   39,385  

中間配当額    －   －   16,928  

合併受入未処分利益   28,843   －   28,843  

合併交付金   3,694   －   3,694  

自己株式消却額   1,354   －   1,354  

自己株式処分差損   50,935   －   50,948  

中間(当期)未処分利
益   64,168   －   96,799  

               



③【中間株主資本等変動計算書】 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 （注）平成18年６月27日の定時株主総会における利益処分項目であります。 

 

株主資本 

資本金 

資本 
剰余金 

利益剰余金 

自己 
株式 

株主資本
合計 

資本 
準備金

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 

その他利益剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

退職 
積立金

特別償
却準備
金 

固定資
産圧縮
積立金

固定資
産圧縮
特別勘
定積立
金 

別途 
積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日残高 

     （百万円） 
102,985 176,806 176,806 16,826 900 482 794 － 745,970 96,799 861,773 △61,982 1,079,582 

中間会計期間中の変動

額 
             

特別償却準備金の取

崩（注） 
          △165       165 －   － 

固定資産圧縮特別勘

定積立金の積立

（注） 

              823   △823 －   － 

別途積立金の積立

（注） 
                43,000 △43,000 －   － 

剰余金の配当（注）                   △22,332 △22,332   △22,332 

利益処分による役員

賞与（注） 
                  △93 △93   △93 

中間純利益                   46,227 46,227   46,227 

自己株式の取得                       △69,968 △69,968 

自己株式の処分                   △21 △21 148 127 

自己株式の消却                   △39,632 △39,632 39,632 － 

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

    （百万円） 

                          

中間会計期間中の変動

額合計    （百万円） 
－ － － － － △165 － 823 43,000 △59,509 △15,851 △30,187 △46,039 

平成18年９月30日残高 

     （百万円） 
102,985 176,806 176,806 16,826 900 317 794 823 788,970 37,289 845,921 △92,170 1,033,543 

 評価・換算差額等 

純資産合計 

 
その他有価証券
評価差額金 

評価・換算差額
等合計 

平成18年３月31日 残高  

                       （百万円） 
42,543 42,543 1,122,126 

中間会計期間中の変動額    

特別償却準備金の取崩（注）     － 

固定資産圧縮特別勘定積立金の積

立（注） 
    － 

別途積立金の積立（注）     － 

剰余金の配当（注）     △22,332 

利益処分による役員賞与（注）     △93 

中間純利益     46,227 

自己株式の取得     △69,968 

自己株式の処分     127 

自己株式の消却     － 

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額） （百万円） 
521 521 521 

中間会計期間中の変動額合計 

                       （百万円） 
521 521 △45,517 

平成18年９月30日 残高 （百万円） 43,064 43,064 1,076,608 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．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 

償却原価法(定額法) 

 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

時価のあるもの  

中間期末日の市場価格等

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) 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同  左  

 子会社株式及び関連会社株式 

 同  左  

 その他有価証券 

時価のあるもの  

中間期末日の市場価格等

に基づく時価法  

(評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算

定)   

 時価のないもの 

同  左   

(1）有価証券 

満期保有目的の債券 

同  左  

子会社株式及び関連会社株式 

同  左  

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末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) 

時価のないもの 

同  左  

(2）たな卸資産 

商  品 

総平均法による低価法 

製  品 

総平均法による原価法 

半製品・仕掛品 

総平均法による原価法 

原材料・貯蔵品 

総平均法による原価法 

  

（会計方針の変更） 

 旧藤沢薬品工業株式会社との合併

に伴いたな卸資産の評価方法を見

直し、半製品・仕掛品について他

のたな卸資産（商品、製品、原材

料・貯蔵品）の評価方法と統一す

ることにより、より合理的な原価

管理を行うため、当中間会計期間

より先入先出法による原価法から

総平均法による原価法に変更して

おります。なお、この変更に伴う

財務諸表への影響は軽微でありま

す。 

(2）たな卸資産 

商  品 

同  左 

製  品 

同  左 

半製品・仕掛品 

同  左 

原材料・貯蔵品 

同  左 

  

     ―――――― 

(2）たな卸資産 

商  品 

同  左 

製  品 

同  左 

半製品・仕掛品 

同  左 

原材料・貯蔵品 

同  左 

  

（会計方針の変更） 

 旧藤沢薬品工業株式会社との合併

に伴いたな卸資産の評価方法を見直

し、半製品・仕掛品について他のた

な卸資産（商品、製品、原材料・貯

蔵品）の評価方法と統一することに

より、より合理的な原価管理を行う

ため、当事業年度より先入先出法に

よる原価法から総平均法による原価

法に変更しております。なお、この

変更に伴う財務諸表への影響は軽微

であります。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 ２．固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建  物 ２～50年 

機械装置 ４～15年 

その他 ２～60年 

(1) 有形固定資産 

同  左  

(1) 有形固定資産 

同  左 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

定額法 

 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）に基づく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

 同  左  

  

(2) 無形固定資産及び長期前払費用 

 同  左  

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金 

 売上債権、貸付債権等の貸倒損

失に備え、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

可能性を検討し、回収不能額を計

上しております。 

同  左 同  左 

(2) 売上割戻引当金 (2) 売上割戻引当金 (2) 売上割戻引当金 

 中間期末日後に発生が見込まれ

る売上割戻の支出に備え、中間期

末売掛金に対し直近の割戻率を乗

じた金額を計上しております。 

 同  左  期末日後に発生が見込まれる売

上割戻の支出に備え、期末売掛金

に対し直近の割戻率を乗じた金額

を計上しております。 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

(3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 (3) 退職給付引当金 

 確定給付型の退職給付制度に基

づく従業員の退職給付に備え、当

期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、当中間

期末において発生していると認め

られる額に当中間期末の未認識数

理計算上の差異及び未認識過去勤

務債務を調整した額を計上してお

ります。 

 旧山之内製薬株式会社の退職給

付制度に係る数理計算上の差異は

発生時の従業員の平均残存勤務年

数にわたり定額法により翌年度か

ら処理しており、過去勤務債務は

発生時の従業員の平均残存勤務年

数にわたり定額法により処理して

おります。  

 平成17年４月１日付の旧藤沢薬

品工業株式会社との合併に伴い引

き継いだ退職給付制度に係る数理

計算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）にわたり定額法によ

り翌年度から処理しており、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

（10年）にわたり定額法により処

理しております。 

    同  左   確定給付型の退職給付制度に基

づく従業員の退職給付に備え、当

期末における退職給付債務から年

金資産を控除した額に未認識数理

計算上の差異及び未認識過去勤務

債務を調整した額を計上しており

ます。 

 旧山之内製薬株式会社の退職給

付制度に係る数理計算上の差異は

発生時の従業員の平均残存勤務年

数にわたり定額法により翌年度か

ら処理しており、過去勤務債務は

発生時の従業員の平均残存勤務年

数にわたり定額法により処理して

おります。  

  平成17年４月１日付の旧藤沢薬

品工業株式会社との合併に伴い引

き継いだ退職給付制度に係る数理

計算上の差異は、発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）にわたり定額法によ

り翌年度から処理しており、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

（10年）にわたり定額法により処

理しております。 

(4) 役員退職慰労引当金 (4)   ―――――― (4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく中間期末要支

給額を計上しておりましたが、

平成17年６月24日開催の第92回

定時株主総会で役員の退職慰労

金制度の廃止を決議したことに

伴い、全額を取り崩しておりま

す。 

   役員の退職慰労金の支出に備

え、内規に基づく期末要支給額を

計上しておりましたが、当事業年

度に、平成17年３月31日をもって

役員の退職慰労金制度を廃止する

ことを決定し、これに伴い、全額

を取り崩しております。 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 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。 

同  左 同  左 

 



前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 ５．ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジによって

おります。ただしその他有価証券

については、時価ヘッジによって

おります。 

(1) ヘッジ会計の方法 

    同  左 

(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：デリバティブ取引 

ヘッジ対象：相場変動、キャッシ

      ュ・フロー変動に

      より、損益が発生

      する資産、負債 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同  左 

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

    同  左 

  

(3) ヘッジ方針 

 当社で規定されたデリバティブ

取引に関する管理体制に基づき、

ヘッジ対象に係る相場変動リス

ク、キャッシュ・フロー変動リス

クを一定の範囲内でヘッジしてお

ります。 

(3) ヘッジ方針 

    同  左 

(3) ヘッジ方針 

    同  左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

 繰延ヘッジに関しては、ヘッジ

開始時から有効性判定時点までの

期間において、ヘッジ対象の相場

変動またはキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動

またはキャッシュ・フロー変動の

累計を比較し、両者の変動額等を

基礎に判断しております。 

  

（会計方針の変更） 

 従来は、為替予約について振当

処理を採用しておりましたが、旧

藤沢薬品工業株式会社との合併に

よるデリバティブ取引の増加に伴

い、ヘッジ会計の方法について見

直した結果、当中間会計期間より

ヘッジ会計の原則的処理に変更し

ております。なお、この変更に伴

う財務諸表への影響は軽微であり

ます。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

      同  左 

  

  

  

  

  

  

  

  

    ―――――― 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

        同  左 

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 従来は、為替予約について振

当処理を採用しておりました

が、旧藤沢薬品工業株式会社と

の合併によるデリバティブ取引

の増加に伴い、ヘッジ会計の方

法について見直した結果、当事

業年度よりヘッジ会計の原則的

処理に変更しております。 な

お、この変更に伴う財務諸表へ

の影響は軽微であります。 

６．その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成の基本

となる重要な事項 

６．その他財務諸表作成の基本とな

る重要な事項 

消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 同  左 同  左 



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更  

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
  至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
  至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（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） 

 当中間会計期間より、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。

これにより税引前中間純利益は5,153

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、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

     ―――――― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。これにより税引前当

期純利益は5,910百万円減少してお

ります。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。 

  ――――――  （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号 平成1

7年12月９日）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日）を適

用しております。 

 従来の資本の部の合計に相当する

金額は1,076,608百万円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。 

  ―――――― 

  ――――――  （役員賞与に関する会計基準） 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第４号 平成17年11月29日）を適用

しております。これによる損益への

影響はありません。 

  ―――――― 

  ――――――  （ストック・オプション等に関する

会計基準） 

 当中間会計期間より、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基

準」（企業会計基準第８号 平成17

年12月27日）及び「ストック・オプ

ション等に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第11号

 平成18年５月31日）を適用してお

ります。これによる損益への影響は

ありません。 

  ―――――― 



追加情報 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

      ―――――― （退職給付会計） 

 当社の退職給付制度につきまして

は、適格退職年金制度、確定給付企業

年金制度、退職一時金制度を採用して

おりましたが、平成18年10月１日に旧

山之内製薬株式会社の採用していた退

職給付制度と旧藤沢薬品工業株式会社

の採用していた退職給付制度を統合し

ております。確定給付年金制度につい

ては確定給付企業年金制度に一本化す

ると共に、退職一時金制度の一部を終

了し、確定拠出型退職給付制度を採用

しております。 

 この移行に伴う会計処理について

は、「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）に基づいて行ないますが、退

職給付制度の終了の会計処理が下期の

損益に与える影響額は軽微でありま

す。 

      ―――――― 



注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間会計期間末
（平成18年９月30日） 

前事業年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は142,517百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は130,816百万円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

は139,125百万円であります。 

 ２．偶発債務 

(１）保証債務（金融機関からの借

入れに対する保証） 

 ２．偶発債務 

(１）保証債務（金融機関からの借

入れに対する保証） 

 ２．偶発債務 

(１）保証債務（金融機関からの借

入れに対する保証） 

 従業員 5,736百万円 

 山之内サノフィ・ 

 サンテラボ製薬㈱ 129百万円 

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 

346百万円 

 ㈱ＦＭＳ 265百万円 

 藤沢薬品（中国）有

限公司 
747百万円 

 計 7,226百万円 

 従業員 4,683百万円

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 

197百万円

 藤沢薬品（中国）有

限公司 
324百万円

 計 5,205百万円

 従業員 5,210百万円

 日本サウジアラビ 

 ア製薬Co.,Ltd 
318百万円

 藤沢薬品（中国）有

限公司 
135百万円

 計 5,664百万円

  (２）その他の偶発債務 

①フジサワ アイルランドLtd.が

アイルランド政府から受領した

補助金につき、雇用人数等の一

定条件が満たされなかった場合

に生じる連帯返済義務 

          110百万円 

②長期借入金の債務履行引受契

約に係る偶発債務 

          720百万円 

  (２）その他の偶発債務 

①アステラス アイルランドCo.,

Ltd.がアイルランド政府から受

領した補助金につき、雇用人数

等の一定条件が満たされなかっ

た場合に生じる連帯返済義務 

          121百万円 

②長期借入金の債務履行引受契

約に係る偶発債務 

              480百万円 

  (２）その他の偶発債務 

①アステラス アイルランドCo.,L

td.がアイルランド政府から受領

した補助金につき、雇用人数等の

一定条件が満たされなかった場合

に生じる連帯返済義務 

          206百万円 

②長期借入金の債務履行引受契約

に係る偶発債務 

          600百万円 

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３.  ────── 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、未払消費税等とし

て表示しております。 

  

 ※４.  ────── ※４．中間期末日満期手形の処理 

 中間期末日満期手形の会計処理

については、当中間期の末日が金

融機関の休日でしたが、満期日に

決済が行われたものとして処理し

ております。中間期末日満期手形

の金額は次のとおりであります。 

 受取手形     24百万円 

 ※４.  ────── 



（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※１.営業外収益のうち ※１.営業外収益のうち ※１.営業外収益のうち 

受取利息 133百万円 

有価証券利息 289百万円 

受取配当金 2,479百万円 

受取利息 309百万円

有価証券利息 716百万円

受取配当金 2,730百万円

受取利息 298百万円

有価証券利息 643百万円

受取配当金 34,713百万円

※２.営業外費用のうち ※２.営業外費用のうち ※２.営業外費用のうち 

支払利息 10百万円 

社債利息 0百万円 

製品等除却損 2,334百万円 

支払利息 33百万円

社債利息 0百万円

支払利息 26百万円

社債利息 0百万円

製品等除却損 2,555百万円

※３.特別利益のうち ※３.特別利益のうち ※３.特別利益のうち 

固定資産売却益 1,062百万円 

投資有価証券売却益 552百万円 

関係会社清算益 363百万円 

固定資産売却益 876百万円

関係会社株式売却益 22,958百万円

企業年金保険特定資

産解約益 
2,297百万円

投資有価証券売却益 3,190百万円

固定資産売却益 2,374百万円

投資有価証券売却益 1,484百万円

関係会社清算益 1,498百万円

※４.特別損失のうち ※４.特別損失のうち ※４.特別損失のうち 

固定資産売却・除却

損 

434百万円 

減損損失 5,153百万円 

事業統合費用 3,968百万円 

固定資産売却・除却

損 
191百万円

拠点統廃合費用 959百万円

固定資産売却・除却

損 
927百万円

減損損失 5,910百万円

事業統合費用 9,854百万円

※５.法人税、住民税及び事業税 

  当中間期における税金費用につ

 いては、簡便法による税効果会計

 を適用しているため、法人税等調

 整額は「法人税、住民税及び事業

 税」に含めて表示しております。 

※５.法人税、住民税及び事業税 

同  左 

※５.  ―───── 

６.減価償却実施額 ６.減価償却実施額 ６.減価償却実施額 

有形固定資産 4,729百万円 

無形固定資産 2,365百万円 

有形固定資産 3,831百万円

無形固定資産 2,145百万円

有形固定資産 9,828百万円

無形固定資産 4,448百万円

 



前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日) 

※７.減損損失 

  当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分である事

業単位ごとに事業用資産をグルーピ

ングしており、遊休資産及び処分予

定資産等については個々にグルーピ

ングしております。 

 当中間期において、当社は以下の

資産グループについて、減損損失

（5,153百万円）を計上いたしまし

た。 

(1) 

医薬品事業における導入品の販売権

（4,981百万円）について、売上低

迷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) 

グループ内の生産品目及び生産体制

の見直しにより、下記設備について

は将来生産を中止する予定であるこ

とから、下記資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（171百万円）と

して特別損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額を使用し、正味売

却価額については処分見込価額から

処分見込費用を控除した額により評

価しております。 

場所 用途 種類 

清須事業場

（愛知県清

須市） 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置等 

※７.減損損失 

  当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分である事

業単位ごとに事業用資産をグルーピ

ングしており、遊休資産及び処分予

定資産等については個々にグルーピ

ングしております。 

 研究拠点の見直し及び再整備によ

り、下記設備については処分を予定

していることから、当中間期におい

ては、下記資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を拠点統廃合費用（930百万

円）として特別損失に計上いたしま

した。なお、当資産グループの回収

可能価額は正味売却価額を使用し、

正味売却価額については処分見込価

額から処分見込費用を控除した額に

より評価しております。 

場所 用途 種類 

筑波御幸が

丘事業場

（茨城県つ

くば市） 

研究所設備 建物等 

※７.減損損失 

 当社は、継続的に収支の把握を行

っている管理会計上の区分である事

業単位ごとに事業用資産をグルーピ

ングしており、遊休資産及び処分予

定資産等については個々にグルーピ

ングしております。 

 当期において、当社は以下の資産

グループについて、減損損失（5,91

0百万円）を計上いたしました。 

(1) 

医薬品事業における導入品の販売権

（4,981百万円）について、売上低

迷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) 

グループ内の生産品目及び生産体制

の見直しにより、下記設備について

は将来生産を中止する予定であるこ

とから、下記資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失（928百万円）と

して特別損失に計上いたしました。

なお、当資産グループの回収可能価

額は正味売却価額を使用し、正味売

却価額については処分見込価額から

処分見込費用を控除した額により評

価しております。 

  

場所 用途 種類 

清須事業場

（愛知県清

須市） 

医薬品 

製造設備 

建物、機械

装置等 

加島事業場

（大阪府大

阪市） 

医薬品 

製造設備 

建物、構築

物、機械装

置等 

※８.研究開発費の総額は40,742 百万

円であります。 

※８.研究開発費の総額は85,961百万円

であります。 

※８.研究開発費の総額は109,297百万

円であります。 



（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１．普通株式の自己株式数増加の内訳は次のとおりです。 

・会社法第165条第２項の規定による定款の定めにもとづく自己株式の取得：14,985千株 

・単元未満株式の買取による取得：12千株 

    ２. 普通株式の自己株式数減少の内訳は次のとおりです。 

・会社法第178条の規定にもとづく自己株式の消却：10,000千株 

・単元未満株式の買増しによる処分：1千株 

・新株予約権の行使による処分：34千株 

 
前事業年度末株式数

（千株） 
当中間会計期間増加
株式数（千株） 

当中間会計期間減少
株式数（千株） 

当中間会計期間末株
式数（千株） 

普通株式 （注）１，２ 15,639 14,997 10,036 20,601 

合計 15,639 14,997 10,036 20,601 



（リース取引関係） 

前中間会計期間 
(自 平成17年４月１日 
 至 平成17年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日) 

前事業年度 
(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中間

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及び中間

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) 

中間期末
残高相当
額 

(百万円)

機械装置 522 443 79 

 その他
(工具器
具備品) 

3,105 1,660 1,445 

合 計 3,628 2,103 1,525 

 

取得価額
相当額 
 

(百万円)

減価償却
累計額相
当額 
(百万円)

中間期末
残高相当
額 

(百万円)

 その他
(工具器
具備品
等) 

2,666 1,870 796 

合 計 2,666 1,870 796 

 

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 376 349 26 

 その他
(工具器
具備品) 

2,738 1,689 1,048 

合 計 3,114 2,039 1,075 

(注)取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が、有形固定

資産の中間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 (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) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１ 年 内 870百万円 

１ 年 超 654百万円 

合 計 1,525百万円 

１ 年 内 592百万円 

１ 年 超 204百万円 

合 計 796百万円 

１ 年 内 741百万円 

１ 年 超 334百万円 

合 計 1,075百万円 

(注)未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が、有形固

定資産の中間期末残高等に

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 (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) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 539百万円 

減価償却費相当額 539百万円 

支払リース料 406百万円 

減価償却費相当額 406百万円 

支払リース料 1,021百万円 

減価償却費相当額 1,021百万円 

(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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１ 年 内 3百万円 

１ 年 超 7百万円 

合 計 10百万円 

１ 年 内 6百万円 

１ 年 超 10百万円 

合 計 16百万円 

１ 年 内 9百万円 

１ 年 超 14百万円 

合 計 24百万円 



（有価証券関係） 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

はありません。 

   （重要な後発事象） 

前中間会計期間（自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日） 

  該当事項はありません。 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

  [自己株式の取得] 

 連結財務諸表等における「重要な後発事象」に記載のとおり、当社は、平成18年10月4日の取締役会において、会社法

第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、以下のとおり自己株式を取得することを

決議致しました。 

1. 自己株式の取得を行う理由 

 資本効率を改善し、株主還元水準のさらなる向上をはかるため 

2. 取得の内容 

 (1)取得する株式の種類   当社普通株式 

 (2)取得する株式の総数   3,000万株（上限）（発行済株式総数に対する割合5.32％） 

 (3)株式の取得価額の総額  1,500億円（上限） 

 (4)取得する期間      平成18年10月５日から平成19年２月28日まで 

前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 [ゼファーマ株式会社の株式譲渡] 

 連結財務諸表等における「重要な後発事象」に記載のとおり、一般用医薬品事業を展開する当社100％子会社のゼファ

ーマ株式会社について、平成18年３月31日付で当社が第一三共株式会社と締結しました株式譲渡契約に基づき、当社が保

有するゼファーマ株式会社の全株式の第一三共株式会社への譲渡を平成18年４月13日に完了いたしました。なお、当該株

式の譲渡に伴い、平成19年３月期において関係会社株式譲渡益22,790百万円を特別利益として計上することになります。

  

[米国フィブロジェン社との開発候補品のライセンス契約締結] 

 連結財務諸表等における「重要な後発事象」に記載のとおり、当社は、平成18年４月28日に、米国の医薬品会社フィブ

ロジェン社と、腎性貧血および癌化学療法に伴う貧血の治療薬FG-2216並びに同薬と同様の作用機序を有する化合物につ

いて、欧州、中東、南アフリカでの共同開発および独占的販売権を取得するライセンス契約を締結いたしました。 

 なお、平成19年３月期において、本契約に基づく契約一時金（約350億円）および開発一時金の一部が研究開発費とし

て販売費及び一般管理費に計上される見込みです。 



(2）【その他】 

中間配当 

 平成18年11月７日開催の取締役会において、第２期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）の中

間配当に関し、会社法第454条第５項および当社定款第41条第２項の規定に基づき、次のとおり金銭により支

払う旨を決議いたしました。 

１．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 

  当社普通株式１株につき     40円 

  配当金総額     21,733,912,520円 

２．中間配当がその効力を生ずる日（支払開始日） 

  平成18年12月４日（月） 



第６【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期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. 有価証券報告書及びその添付書類 

 事業年度（第１期）（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）平成18年６月27日関東財務局長に提出。 

２. 臨時報告書 

 平成18年４月28日関東財務局長に提出。 

  証券取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第12号及び第19号の規定に基づ

 く臨時報告書であります。 

３. 自己株券買付状況報告書 

  報告期間（自 平成18年３月１日 至 平成18年３月31日）平成18年４月10日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年４月30日）平成18年５月11日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年５月１日 至 平成18年５月31日）平成18年６月９日関東財務局長に提出。 

 報告期間（自 平成18年６月１日 至 平成18年６月27日）平成18年６月30日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年８月１日 至 平成18年８月31日）平成18年９月11日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年９月１日 至 平成18年９月30日）平成18年10月12日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年10月１日 至 平成18年10月31日）平成18年11月14日関東財務局長に提出。 

  報告期間（自 平成18年11月１日 至 平成18年11月30日）平成18年12月８日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。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月14日

アステラス製薬株式会社   

取締役会 御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 古川 康信  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 市田 龍   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 室橋 陽二  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉田 敏宏  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」に掲げられているアステ

ラス製薬株式会社の平成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中間連結会計期間（平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、アステラス製薬株式会社及び連結子会社の平成17年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成17年４月１日から平成17年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間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されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会

計基準適用指針第６号）を適用している。 

 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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月15日

アステラス製薬株式会社   

取締役会 御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 市田 龍   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 室橋 陽二  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉田 敏宏  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢崎 弘直  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」に掲げられているアステ

ラス製薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成18年４月１日

から平成18年９月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結

株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連

結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示

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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて

追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のた

めの合理的な基礎を得たと判断している。 

 当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準

に準拠して、アステラス製薬株式会社及び連結子会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間連結会計期間（平成18年４月１日から平成18年９月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用

な情報を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されているとおり、会社は平成18年10月４日の取締役会において会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。 

 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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成17年12月14日

アステラス製薬株式会社   

取締役会 御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 古川 康信  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 市田 龍   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 室橋 陽二  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉田 敏宏  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」に掲げられているアステ

ラス製薬株式会社の平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第１期事業年度の中間会計期間（平成17年４月１日か

ら平成17年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行っ

た。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、アステラス製薬株式会社の平成17年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成17年４月

１日から平成17年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 追記情報 

 中間財務諸表作成の基本となる重要な事項の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から「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」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用

指針第６号）を適用している。 

  

 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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 



独立監査人の中間監査報告書

  平成18年12月15日

アステラス製薬株式会社   

取締役会 御中 

新日本監査法人 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 市田 龍   印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 室橋 陽二  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 吉田 敏宏  印 

指定社員 

業務執行社員 
 公認会計士 矢崎 弘直  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」に掲げられているアステ

ラス製薬株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第２期事業年度の中間会計期間（平成18年４月１日か

ら平成18年９月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計

算書について中間監査を行った。この中間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中間

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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財

務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような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。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、アステラス製薬株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成18年４月

１日から平成18年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を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されているとおり、会社は平成18年10月４日の取締役会において会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議した。 

 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、中間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、その原本は当社が別途保管しておりま

す。 
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