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[連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]

１．連結計算書類の作成基準

２．連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数 147 社

主要な連結子会社の名称

（国内） 和光純薬工業㈱、日本製薬㈱

（海外）

(2)連結子会社の増減

増加： 21 社（設立、買収等による増加）

減少： 9 社（売却、合併等による減少）

(3)連結子会社の会計年度に関する事項

　

３．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用関連会社の数 19 社

主要な持分法適用関連会社の名称

　武田テバファーマ㈱、天藤製薬㈱

(2)持分法適用関連会社の増減

増加： 4 社（設立等による増加）

(3)持分法適用関連会社の会計年度に関する事項

連　結　注　記　表

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準(IFRS)に準拠して作成しており
ます。なお同項後段の規定により、国際会計基準(IFRS)により求められる開示項目の一部を省略しておりま
す。

武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル Inc.、武田ファーマシューティカルズ
ＵＳＡ Inc.、武田 Distribuidora Ltda.、ミレニアム・ファーマシューティカルズ Inc.、ア
リアド・ファーマシューティカルズ Inc.、武田カリフォルニア Inc.、米州武田開発センター
Inc.、武田ヨーロッパ･ホールディングス B.V.、武田 A/S、武田ファーマシューティカルズ・
インターナショナル AG、武田ファーマシューティカルズ・ヨーロッパ Limited、英国武田
Limited、武田 GmbH、武田フランス S.A.S.、武田イタリア S.p.A.、武田ファーマシューティ
カルズ Limited Liability Company、武田アイルランド Limited、欧州武田開発センター
Ltd.、武田（中国）投資有限公司、武田ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ(ｱｼﾞｱ･ﾊﾟｼﾌｨｯｸ) Pte. Ltd.、広東ﾃｯｸ
ﾌﾟｰﾙ・ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ Co. Ltd.、天津武田薬品有限公司、アジア武田開発センター Pte. Ltd.

連結子会社のうち広東ﾃｯｸﾌﾟｰﾙ･ﾊﾞｲｵﾌｧｰﾏ Co. Ltd.、武田(中国)投資有限公司、武田薬品（中国）有限公
司、天津武田薬品有限公司、武田 Distribuidora Ltda.および武田ファーマシューティカルズ Limited
Liability Company等の決算日は12月31日ですが、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使
用して、連結決算を行っております。

連結計算書類には、決算日が異なる関連会社への投資が含まれております。決算日の差異により生じる期間
の重要な取引または事象については必要な調整を行っております。
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４．会計方針に関する事項

(1)資産の評価基準及び評価方法（金融商品を除く）

①有形固定資産

②のれん

③無形資産

個別取得した無形資産は、当初認識時に取得原価で測定しております。

企業結合により取得した無形資産は、取得日の公正価値で測定しております。

(a) 使用または売却できるように無形資産を完成させることの、技術上の実行可能性

(b) 無形資産を完成させ、さらにそれを使用または売却するという意図

(c) 無形資産を使用または売却できる能力

(d) 無形資産が蓋然性の高い将来の経済的便益を創出する方法

(e)

(f) 開発期間中の無形資産に起因する支出を、信頼性をもって測定できる能力

④非金融資産の減損

企業結合から生じたのれんは、取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

資産または資金生成単位の回収可能価額は、売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方の金額
で測定しております。使用価値は、見積った将来キャッシュ・フローを現在価値に割り引くことにより算定
しており、使用する割引率は、貨幣の時間価値、および当該資産に固有のリスクを反映した利率を用いてお
ります。

開発（または内部プロジェクトの開発局面）における支出は、以下のすべてを立証できる場合に限り資産
として認識することとしており、その他の支出はすべて発生時に費用処理しております。

のれんは償却を行わず、資金生成単位または資金生成単位グループに配分し、年次または減損の兆候がある
場合にはその都度、減損テストを実施しております。のれんの減損損失は純損益として認識され、その後の
戻入れは行っておりません。

(iii) 自己創設無形資産（開発費）

過年度に減損を認識した、のれん以外の資産または資金生成単位については、決算日において過年度に認識
した減損損失の減少または消滅している可能性を示す兆候の有無を評価しております。そのような兆候が存
在する場合には、当該資産または資金生成単位の回収可能価額の見積りを行い、回収可能価額が帳簿価額を
超える場合、算定した回収可能価額と過年度で減損損失が認識されていなかった場合の減価償却控除後の帳
簿価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失を戻入れております。減損損失の戻入れは、直ちに純損
益として認識しております。

資産または資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額より低い場合にのみ、当該資産の帳簿価額をその回収可
能価額まで減額し、純損益として認識しております。

減損の兆候がある場合または年次で減損テストが要求されている場合には、各資産の回収可能価額の算定を
行っております。個別資産についての回収可能価額の見積りが不可能な場合には、当該資産が属する資金生
成単位の回収可能価額を見積っております。

有形固定資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。有形固定資産は取得原価から減
価償却累計額および減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

取得原価には、資産の取得に直接付随する費用、解体、除去および原状回復費用の当初見積額等が含まれて
おります。

当社グループでは、決算日現在で、棚卸資産、繰延税金資産、売却目的で保有する資産、退職給付に係る資
産を除く非金融資産の減損の兆候の有無を評価しております。

(ii) 企業結合により取得した無形資産

無形資産の認識後の測定方法として、原価モデルを採用しております。無形資産は取得原価から償却累計額
および減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

(i)  個別取得した無形資産

無形資産の開発を完成させ、さらにそれを使用または売却するために必要となる、適切な技術
上、財務上およびその他の資源の利用可能性
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⑤棚卸資産

(2)資産の減価償却の方法

①有形固定資産

　建物及び構築物　　　3－50年

　機械装置及び運搬具　2－20年

　工具器具及び備品　  2－20年

②無形資産

(3)金融商品の評価基準及び評価方法

①金融資産

（ⅰ）当初認識および測定

金融資産は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において以下に分類しております。

(a)

(b)

(c)

棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で計上しております。原価は主として総平均法に基
づいて算定されており、購入原価、加工費および棚卸資産を現在の場所および状態とするまでに発生したそ
の他の費用が含まれております。正味実現可能価額とは、通常の事業の過程における見積売価から、完成ま
でに要する見積原価および販売に要する見積費用を控除した額であります。

土地および建設仮勘定以外の資産の減価償却費は、見積耐用年数にわたり、主として定額法で計上しており
ます。リース資産の減価償却費は、リース期間の終了時までに所有権を取得することに合理的確実性がある
場合を除き、リース期間と見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり定額法で計上しております。これ
らの資産の減価償却は、使用可能となった時点から開始しております。
主な資産の種類別の耐用年数は以下のとおりであります。

金融資産は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産を除
き、取得に直接起因する取引費用を加算して算定しております。

売却可能金融資産
非デリバティブ金融資産のうち、売却可能金融資産に指定されたもの、または上記(a)(b)のい
ずれにも分類されないもの

製品に係る無形資産の償却費は、見積耐用年数（主に3－20年）にわたり定額法で計上しております。ソフ
トウェアの償却費は3年から7年にわたり定額法で計上しております。これらの資産の償却は、使用可能と
なった時点から開始しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
売買目的保有金融資産または純損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融資産

貸付金及び債権
支払額が固定または決定可能な非デリバティブ金融資産のうち、活発な市場での取引がないも
の
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（ⅱ）事後測定

(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

(b) 貸付金及び債権

貸付金及び債権は、実効金利法による償却原価から減損損失を控除した金額で測定しております。
利息の認識が重要でない短期の債権を除き、利息収益は実効金利を適用して認識しております。

(c) 売却可能金融資産

（ⅲ） 減損

（ⅳ） 認識の中止

償却原価で計上している金融資産について認識した減損損失の金額は、当該資産の帳簿価額と、見積将来
キャッシュ・フローを金融資産の当初の実効金利で割り引いた金融資産の現在価値との差額であります。
以後の期間において、減損損失の額が減少したことを示す客観的事象が発生した場合には、減損損失を戻
入れ、純損益として認識しております。

売上債権のような特定の分類の金融資産は、個別に減損の客観的証拠が存在しない場合でも、さらにグ
ループ単位で減損の評価をしております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産以外の金融資産は、決算日において減損していることを示す
客観的証拠が存在するか否かを検討しております。金融資産については、客観的な証拠によって損失事象
が当初認識後に発生したことが示されており、かつ、その損失事象が当該金融資産の見積将来キャッ
シュ・フローにマイナスの影響を及ぼすことが合理的に予測できる場合に減損していると判定しておりま
す。

売却可能金融資産が減損している場合には、その他の包括利益に認識した累積利得または損失を、その期
間の純損益に振り替えております。売却可能な資本性金融商品については、以後の期間において、減損損
失の戻入れは認識いたしません。一方、売却可能な負債性金融商品については、以後の期間において、公
正価値が増加を示す客観的事実が発生した場合には、当該減損損失を戻入れ、純損益として認識しており
ます。

売却可能である資本性金融商品に係る配当は、当社グループが支払を受ける権利が確定した期
に純損益として認識しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は公正価値で測定し、再測定から生じる利得また
は損失は純損益として認識しております。

売却可能金融資産は、決算日現在の公正価値で測定し、公正価値の変動から生じる損益はその
他の包括利益として認識しております。なお、貨幣性資産に係る外貨換算差額は純損益として
認識しております。

売却可能金融資産については、その公正価値が著しく下落している、または長期にわたり取得原価を下
回っていることも、減損の客観的証拠となります。

金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、または金融資産を譲渡しほ
とんどすべてのリスクと経済価値が他の企業に移転した場合にのみ、金融資産の認識を中止しておりま
す。

金融資産の認識の中止に際しては、資産の帳簿価額と受取ったまたは受取可能な対価との差額、およびそ
の他の包括利益に認識した累積利得または損失は純損益として認識しております。
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②金融負債

（ⅰ）当初認識および測定

金融負債は、契約の当事者となる時点で当初認識し、当初認識時点において以下に分類しております。

(a)

(b)
純損益を通じて公正価値で測定する金融負債以外のもの

（ⅱ）事後測定

(a) 純損益を通じて公正価値で測定する金融負債

(b) その他の金融負債（社債及び借入金含む）

その他の金融負債は、主として実効金利法を使用して償却原価で事後測定しております。

（ⅲ）認識の中止

③デリバティブ

④ヘッジ会計

（ⅰ）キャッシュ・フロー・ヘッジ

（ⅱ）在外営業活動体に対する純投資のヘッジ

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債は公正価値で測定し、再測定から生じる利得また
は損失は純損益として認識しております。

その他の金融負債（社債及び借入金含む）

在外営業活動体に対する純投資のヘッジについては、ヘッジ手段に係る利得または損失のうち、有効な部分
はその他の包括利益として認識し、非有効部分は純損益として認識しております。在外営業活動体の処分時
には、その他の包括利益として認識していた累積損益を純損益に振り替えております。

一部のデリバティブおよび外貨建借入金をそれぞれキャッシュ・フロー・ヘッジおよび在外営業活動体に対
する純投資のヘッジとして指定し、ヘッジ会計を適用しております。

ヘッジの開始時に、ヘッジを行うための戦略に従い、ヘッジ手段とヘッジ対象の関係について文書化してお
ります。さらに、ヘッジの開始時およびヘッジ期間中に、ヘッジ手段がヘッジされたリスクに起因するヘッ
ジ対象のキャッシュ・フローや為替の変動を相殺するのに極めて有効であるかどうかを継続的に評価してお
ります。

ヘッジ会計が適用されないデリバティブは、「純損益を通じて公正価値で測定する金融資産」または「純損
益を通じて公正価値で測定する金融負債」に分類され、当該分類に基づいて会計処理しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
純損益を通じて公正価値で測定することを指定した金融負債

キャッシュ・フロー・ヘッジとして指定し、かつ適格なデリバティブの公正価値の変動の有効部分はその他
の包括利益として認識しております。利得または損失のうち非有効部分は直ちに純損益として認識しており
ます。

その他の包括利益で認識されていた金額は、ヘッジ対象が純損益として認識された期に、連結純損益計算書
における認識されたヘッジ対象と同じ項目において純損益に振り替えております。

為替レートおよび金利の変動等によるリスクに対処するため、先物為替予約、金利スワップおよび通貨ス
ワップといったデリバティブを契約しております。

金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務が免責、取消し、または失効となった場合に
のみ、金融負債の認識を中止しております。金融負債の認識の中止に際しては、金融負債の帳簿価額と支
払われたまたは支払う予定の対価の差額は純損益として認識しております。

なお、当社グループの方針として投機目的のデリバティブ取引は行っておりません。

金融負債は、当初認識時点において公正価値で測定し、純損益を通じて公正価値で測定する金融負債を除
き、発行に直接帰属する取引費用を減算して算定しております。

ヘッジ指定を取消した場合、ヘッジ手段が失効、売却、終結または行使された場合、もしくはもはやヘッジ
会計として適格でない場合には、ヘッジ会計を中止しております。
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(4)重要な引当金の計上基準

主なものは以下の通りであります。

①事業構造再編に係る引当金

②販売に関する引当金

③アクトス訴訟填補引当金

(5)退職後給付

①確定給付制度

②確定拠出制度

(6)その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

①記載金額の表示

百万円未満を四捨五入して表示しております。

②消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

事業構造再編に係る引当金は、効率的な事業運営体制の構築に向けた、従業員の削減や事業拠点の統廃合を
はじめとする取り組みに伴う費用に係るものであり、研究開発体制の変革にかかる導入費用を含んでおりま
す。事業構造再編に係る引当金については、詳細な公式計画を有し、かつ計画の実施や公表を通じて、影響
を受ける関係者に当該事業構造再編が確実に実施されると予期させた時点で認識しております。

確定拠出型の退職給付に係る費用は、従業員が役務を提供した期に費用として計上しております。

過去の事象の結果として、現在の法的債務または推定的債務が存在し、当該債務を決済するために経済的便
益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、当該債務の金額について信頼性のある見積りができる場合
に、引当金を認識しております。

アクトス訴訟填補引当金は、米国におけるアクトス製造物責任訴訟等にかかる損失に備えるため、これらに
要する費用および損失等の見積額を計上しております。

販売に関する引当金は、販売した製商品の売上割戻、返品調整等に係るものであり、米国での医療制度に関
する売上連動リベートを含んでおります。

当社グループは、従業員の退職後給付制度として退職一時金、年金および退職後医療費給付等に係わる制度
を運用しております。これらの制度は確定給付制度と確定拠出制度に分類されます。

確定給付債務の現在価値および関連する当期勤務費用ならびに過去勤務費用は、予測単位積増方式を用いて
個々の制度ごとに算定しております。割引率は、会計年度の末日時点の優良社債の市場利回りを参照して決
定しております。確定給付制度に係る負債または資産は、確定給付債務の現在価値から、制度資産の公正価
値を控除して算定しております。確定給付資産または負債の純額の再測定は、発生した期に一括してその他
の包括利益で認識し、利益剰余金へ振り替えております。
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[会計方針の変更に関する注記]

(1)IFRSにより要求される会計方針の変更

当連結会計年度より適用している基準および解釈指針は、以下のとおりであります。

上記の基準および解釈指針について、連結計算書類に与える影響は軽微であります。

(2) (1)以外の会計方針の変更

（表示方法の変更）

新設・改訂の概要

従来、「その他の営業収益」に計上しておりました政府補助金について、その内容を精査し、対応する「売上
原価」、「販売費及び一般管理費」、「研究開発費」のいずれかの同一の損益区分から控除することが、費用
負担の実態を明確にし、損益区分を適正に表すと考えるため、当連結会計年度より政府補助金について対応す
る費用項目（「売上原価」、「販売費及び一般管理費」、および「研究開発費」）から控除する方法へ変更し
ております。

無形資産

共同支配の取決め

連結財務諸表

IFRS

許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化有形固定資産

他の企業への関与の開示

関連会社及び共同支配企業に
対する投資

許容可能な減価償却及び償却の方法の明確化

共同支配事業に対する持分を取得した場合の会計処理の明確化

投資企業に関する、連結・持分法の例外規定適用の明確化

IAS第１号 財務諸表の表示 財務諸表の表示及び開示の明確化

従来、企業買収や製品・パイプラインなどの導入により取得した無形資産の償却費及び減損損失は、その機能
に応じて「研究開発費」と「製品に係る無形資産償却費及び減損損失」に計上しておりましたが、その内容を
勘案し、同一区分で開示することがより目的適合性の高い情報を提供すると考え、その費用の性質に従い、当
連結会計年度より、「製品に係る無形資産償却費及び減損損失」に計上しております。

IAS第16号

IAS第38号

IFRS第11号

IFRS第10号

IFRS第12号

IAS第28号
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[連結純損益計算書に関する注記]

１．製品に係る無形資産償却費及び減損損失

２．その他の営業収益

３．その他の営業費用

[連結財政状態計算書に関する注記]

１．資産に係る減価償却累計額（減損損失累計額を含む）

　有形固定資産の減価償却累計額 607,604 百万円

　投資不動産の減価償却累計額 9,721 百万円

２．資産から直接控除した貸倒引当金

　売上債権及びその他の債権 9,728 百万円

　その他の金融資産 5 百万円

３．偶発負債

（債務保証）

金融機関との取引に関する債務保証であり、2017年３月31日現在の残高は349百万円であります。
なお、保証債務は履行可能性が低いため、金融負債として認識しておりません。

製品に係る無形資産償却費及び減損損失には、当初想定されていた収益性が見込めなくなったことによる
減損損失44,258百万円が含まれており、当該減損損失は全て医療用医薬品事業に属するものであります。
減損損失は帳簿価額から回収可能価額を控除することにより算定しております。回収可能価額は主に使用
価値により測定しており、使用価値の算定に使用した割引率（税引後）は5.7％～13.5％であります。

その他の営業収益には、当社の日本における長期収載品事業を武田テバ薬品株式会社へ移管した際に生じ
た102,899百万円を含む事業譲渡益115,363百万円および条件付対価（注）の取崩益18,441百万円が含まれ
ております。

（注）企業結合に起因して、将来の特定事象が発生した場合に、追加的に発生する取得対価の公正価値を
      負債計上したもの

その他の営業費用には、事業構造再編費用54,590百万円が含まれております。
事業構造再編費用は、効率的な事業運営体制の構築に向けた従業員の削減や事業拠点の統廃合をはじめと
する取り組みにかかる費用であり、主な内訳は研究開発体制の変革にかかる導入費用を含む早期退職関連
費用およびコンサルタント費用であります。
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[連結持分変動計算書に関する注記]

１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式 790,521千株

２．配当に関する事項

（1）配当金支払額

株式の種類 配当金の総額
１株当たり

配当額
基準日 効力発生日

普通株式 71,112百万円 90円00銭 2016年３月31日 2016年６月30日

普通株式 71,122百万円 90円00銭 2016年９月30日 2016年12月１日

142,235百万円 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

①配当金の総額 71,133百万円

②１株当たり配当額 90円00銭

③基準日 2017年３月31日

④効力発生日 2017年６月29日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

３．

普通株式 3,821,500株

[１株当たり情報に関する注記]

１．１株当たり親会社所有者帰属持分 2,425円92銭

２．基本的１株当たり当期利益 147円15銭

計

2017年６月28日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案
しております。

決議

2016年６月29日
定時株主総会

2016年10月28日
取締役会

当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の
種類及び数

9



［金融商品に関する注記］

１．金融商品の状況に関する事項

当社は、債権管理に係る社内規程に従い、取引先ごとに期日管理および残高管理を行うとともに、主要な取引先
の信用状況を定期的に把握し、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

保有している資本性金融商品については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握するとともに、発行体が取
引先企業である場合には、当該企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

決算日現在における、保有する担保の評価額を考慮に入れない場合の最大の信用リスク額は、信用リスクに晒さ
れる金融資産の帳簿価額により表されております。

当社グループは、原則として連結子会社には為替リスクを負わせず、当社および欧州の地域財務管理拠点に為替
リスクを集約して管理しております。

当社および当該地域財務拠点で晒されている為替リスクは、通貨別・月別に把握し、先物為替予約等を利用して
ヘッジしております。

デリバティブ取引は、為替リスクや金利変動リスク等を回避することを目的とし、利用範囲や取引先金融機関選
定基準等について定めた規程に基づき、実需の範囲で行うこととしております。

(1)信用リスク管理

(4)金利リスク管理

当社グループの手元資金につきましては、その大部分を、プーリングを通じて当社および米欧の地域財務管理拠
点に集中しております。この資金は、資金運用に係る社内規程に従い、格付の高い短期の銀行預金および債券等
に限定し、格付・運用期間などに応じて設定している限度額に基づいて運用しているため、信用リスクは僅少で
あります。

プーリングの対象としていない資金につきましては、連結子会社において当社の規程に準じた管理を行っており
ます。

(5)価格変動リスク管理

(3)為替リスク管理

当社グループは、変動利付借入金について金利変動リスクを抑制するため、金利スワップを実施して支払金利の
固定化を図っております。

当社グループは、事業活動を行う過程において生じる財務上のリスクを軽減するために、リスク管理を行ってお
ります。

リスク管理にあたっては、リスク発生要因の根本からの発生を防止することでリスクを回避し、回避できないリ
スクについてはその低減を図るようにしております。

(2)流動性リスク管理

流動性リスク管理は本社財務統括部で実施しており、当社グループの短期、中期、長期の資金と流動性の管理の
ための、適切な流動性リスク管理のフレームワークを設定しております。

当社グループは、予算と実際のキャッシュ・フローおよび売却可能金融資産残高を継続的に監視することによ
り、流動性リスクを管理しております。また、流動性リスクに備えるため、取引金融機関とコミットメントライ
ン契約を締結しております。

さらに必要に応じて、担保・保証などの保全措置も講じております。

売上債権である受取手形および売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

デリバティブの利用にあたっては、カウンターパーティーリスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ
取引を行っております。
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２．金融商品の公正価値等に関する事項

（単位：百万円）

帳簿価額 公正価値

金融資産

現金及び現金同等物 319,455 319,455

2,960 2,960

489,274 489,274

155,431 155,431

帳簿価額 公正価値

金融負債

7,418 7,418

28,976 28,976

2,474 2,474

その他の金融負債 1,457,320 1,459,301

金融商品の公正価値の算定方法

(1)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および金融負債（デリバティブ）

(2)貸付金及び債権

(3)売却可能金融資産

(4)ヘッジ会計を適用しているデリバティブ

(5)純損益を通じて公正価値で測定する金融負債（企業結合による条件付対価）

(6)その他の金融負債

上記以外の債務については、流動項目は短期間で決済され、また非流動項目は実勢金利であるため、帳簿価額
が公正価値の合理的な近似値となっております。

貸付金及び債権については、短期間で決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっていま
す。

売却可能金融資産の公正価値は、市場価格もしくは取引先金融機関から入手した時価情報によっております。

借入金の公正価値は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローを信用リスクを加
味した利率により割り引いた現在価値によっております。

決算日における金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりであります。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
（デリバティブ）

ヘッジ会計を適用しているデリバティブ

貸付金及び債権

また、売却可能金融資産のうち、公正価値を把握することが困難と認められる金融資産については、次表には含
めておりません。これらの金融資産の帳簿価額は2017年３月31日現在、9,059百万円であります。

ヘッジ会計を適用していないデリバティブの公正価値は、取引先金融機関から入手した時価情報によっており
ます。

主として一定期間、業績に応じて支払われるロイヤルティの見込額であり、貨幣の時間価値を考慮して計算し
ております。

社債の公正価値は、取引先金融機関から入手した時価情報によっております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融負債
（企業結合による条件付対価）

売却可能金融資産

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産
（デリバティブ）

ヘッジ会計を適用しているデリバティブの公正価値は(1)純損益を通じて公正価値で測定する金融資産および
金融負債と同様の方法によっております。
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［投資不動産に関する注記］

１．投資不動産の状況に関する事項

　

　

２．投資不動産の公正価値に関する事項

（単位：百万円）

　 （注１）

　　　　　　
　 （注２）

　　　　　　

　　　　　　

投資不動産に関する公正価値は、主として公示された地価、税務上使用される算定基準額に基づき自
社にて算定した金額であります。

当社および一部の連結子会社では、国内（東京都他）において、賃貸用のオフィスビル等を有しております。

帳簿価額 公正価値

9,499 23,188

帳簿価額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した金額であります。
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［企業結合に関する注記］

アリアド・ファーマシューティカルズ Inc.の取得

１． 企業結合の概要

　

　

２． 取得した資産、引き受けた負債の公正価値および移転された対価

（単位：百万円）

（単位：百万円）

　

　

３．当社グループの業績に与える影響

　

　

のれんは、今後の事業展開により期待される将来の超過収益力を反映したものであります。
上記の金額については、取得価額の取得資産及び引受負債への配分が完了していないことから、現時点で入手しう
る情報に基づいた暫定的な金額であります。
当該企業結合により生じた仲介手数料および法務関係の手数料等3,194百万円を取得関連費用として「販売費及び一
般管理費」に計上しております。

2017年３月期の連結損益計算書で認識している、取得日以降のアリアド社の売上収益、当期損失は軽微でありま
す。
また、取得日が2016年４月１日であったと仮定した場合の、2017年３月期の当社グループの売上収益、当期利益に
与える影響は軽微であります。

618,893                       

金額

現金 531,917                       

当社グループは、米国時間の2017年２月16日付で、がん関連医薬品の研究開発、販売を行うアリアド・ファーマ
シューティカルズ Inc.（以下「アリアド社」）の議決権付株式の100%を現金を対価とする株式公開買付けおよび合
併手続きにより取得いたしました。
アリアド社の買収は非常に戦略的であり、固形がん分野への拡大と血液がん分野のさらなる強化によって、当社の
グローバルなオンコロジーポートフォリオとパイプラインを変革します。brigatinib（米国製品名「ALUNBRIG」）
は、非小細胞肺がんに対する低分子ALK阻害薬であり、ベスト・イン・クラスとなる可能性、10億米ドルを超える
ピーク年間売上の可能性を有しています。本買収後の2017年４月には、米国食品医薬品局（FDA）より、本剤の販売
許可を取得しました。慢性骨髄性白血病とフィラデルフィア染色体陽性の急性リンパ性白血病治療剤「アイクルシ
グ」はグローバルに販売中です（米国外の一部地域における販売権は導出）。これら２つのターゲットを絞った革
新的な治療薬は、コストシナジーも伴い、武田オンコロジーのバリュードライバーとなることが期待されます。ま
た、同社は、魅力的な早期ステージのパイプラインを有しており、当社は同社の研究開発能力や基盤技術を活用し
ます。本買収は、当社の医療用医薬品事業における短期的長期的な成長に貢献します。

(-)    36,025                 

のれん 276,825                       

金額

無形資産

繰延税金負債 (-)   104,411                 

その他の負債

435,900                       

その他の資産 46,603                        

取得対価合計 618,893                       

合計

新株予約権付社債の引き受け 59,155                        

株式報酬取引に係る負債の引き受け 27,820                        
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[重要な後発事象に関する注記]

１．和光純薬工業株式会社株式の富士フイルム株式会社への譲渡

(1)株式譲渡の目的

(2)株式譲渡の概要
①株式譲渡の方法

②本自己株式取得前の当社グループの所有株式数

③本自己株式取得に係る譲渡株式数、売却価額

④本公開買付けへの応募による譲渡株式数、売却価額

⑤本株式譲渡後の当社グループの所有株式数
0株

⑥本公開買付けの日程

(3)譲渡した子会社の概要
①名称 和光純薬工業株式会社
②事業内容 試薬、化成品及び臨床検査薬の製造・販売
③当社との取引関係 当社は、当該会社から製品・原料等を購入しております。

(4)会計処理の概要

当社は現在、グローバル製薬企業として持続的な成長の実現に向け、重点疾患領域である「オンコロジー
（がん）」「消化器系疾患領域」「中枢神経系疾患領域」ならびに「ワクチン」への研究開発資源の重点的
な配分を通じてイノベーションを推進することで、革新的な新薬の創出を目指しています。このような状況
のもと、当社は、和光純薬の今後の事業発展を慎重に検討した結果、和光純薬と長年の資本関係・取引関係
を有し、「ヘルスケア」及び「高機能材料」を中長期的な成長の柱とする富士フイルムのサポートのもと事
業成長を加速していくことが和光純薬のより一層の発展に繋がると考え、富士フイルムへの和光純薬株式の
譲渡につき、富士フイルムとの間で本応募契約を締結いたしました。なお、和光純薬は、2016年12月15日開
催の同社取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、和光純薬の株主の皆様に対し
て、本公開買付けへの応募を推奨いたしました。

当社は、和光純薬による本自己株式取得と富士フイルムによる本公開買付けを単一の取引として取り扱い、
2017年度第１四半期の要約四半期連結純損益計算書において、106,142百万円の株式売却益を「その他の営業
収益」として計上する見込みです。

当社は、2016年12月15日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である和光純薬工業株式会社（以下
「和光純薬」）株式の譲渡に向け、富士フイルム株式会社（以下「富士フイルム」）が実施する公開買付け（以
下「本公開買付け」）に応募する旨の契約（以下、「本応募契約」）を同社と締結し、本公開買付けを実施いた
しました。これにより、和光純薬は当社の連結子会社から除外されることとなりました。

本公開買付けに先立ち、和光純薬は、本公開買付けにおける買付価格と同額の取得価格にて、和光純薬株
式の取得（以下「本自己株式取得」、「本公開買付け」とあわせて「本株式譲渡」）を実施いたしまし
た。
当社は、当社グループが保有する和光純薬株式（以下「当社保有株式」）の一部を本自己株式取得への応
募により和光純薬に譲渡し、本自己株式取得後に全ての当社保有株式を本公開買付けへの応募により富士
フイルムに譲渡することにより、当社保有株式の全株式の譲渡を完了いたしました。

当社：23,148,821株　（議決権所有割合：71.43%）
日本製薬株式会社（当社の連結子会社）：110,421株　（議決権所有割合：0.33%）

当社：10,662,000株、91,000百万円（一株当たり8,535円）
日本製薬株式会社（当社の連結子会社）：50,000株、427百万円（一株当たり8,535円）

当社：12,486,821株、106,575百万円（一株当たり8,535円）
日本製薬株式会社（当社の連結子会社）：60,421株、516百万円（一株当たり8,535円）

1)　買付期間　 　：2017年２月27日から2017年４月３日
2)　結果公表日 　：2017年４月４日
3)　決済の開始日 ：2017年４月21日
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２．多額な資金の借入

(1)①借入先の名称
株式会社三井住友銀行　および　株式会社三菱東京UFJ銀行によるシンジケートローン

②借入総額
1,500百万米ドル および 113,500百万円

③借入利率
基準金利＋スプレッド

④借入実行日
2017年４月25日

⑤返済期限
2027年４月23日

⑥担保提供資産又は保証の内容
無

(2)①借入先の名称
農林中央金庫　および　信金中央金庫

②借入総額
60,000百万円

③借入利率
基準金利＋スプレッド

④借入実行日
2017年４月25日

⑤返済期限
50,000百万円：2024年４月25日
10,000百万円：2025年４月25日

⑥担保提供資産又は保証の内容
無

当社は、2017年４月25日において、アリアド・ファーマシューティカルズ Inc.の買収資金として調達した短期
借入金の返済資金の一部に充当するため、以下の新規借入を実行いたしました。
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[重要な会計方針に係る事項に関する注記]

１．重要な資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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 決算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 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準 時価法

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

仕掛品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算定）

２．重要な固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

　　建物及び構築物　　　  15～50年

　　機械装置  　　　　　　４～15年

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、償却期間は利用可能期間に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．重要な引当金の計上基準

(1)

(2)

　　

(3) 役員賞与引当金は、役員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。

(4)

個　別　注　記　表

貸倒引当金は、受取手形、売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、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検討し、回収
不能見込額を計上しております。

賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、事業年度末在籍従業員に
対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、事業年度末における退職給付債務の見
込額から企業年金基金制度に係る年金資産の公正価値の見込額を差し引いた金額に基づいて
計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末ま
での期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
過去勤務費用は、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（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、各事業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
ぞれその発生した事業年度から費用処理することとしております。
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(5)

　　

　　

(6)

(7)

４．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計

　①ヘッジ会計の方法

　②ヘッジ手段、ヘッジ対象及びヘッジ方針

　③ヘッジ有効性評価の方法

(2) 記載金額の表示

　 百万円未満を四捨五入して表示しております。

(3) 消費税等の会計処理

　 税抜方式によっております。

[会計方針の変更に関する注記]

スモン訴訟填補引当金は、今後の健康管理手当および介護費用等の支払いに備えるため、事
業年度末現在の当社関係の和解者を対象に、1979年９月、スモンの会全国連絡協議会等との
間で締結された和解に関する確認書および成立した和解の内容に従って算出した額を計上し
ております。

株式給付引当金は、株式交付規則に基づく取締役および従業員への当社株式の給付等に備え
るため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき、計上しております。

事業構造再編引当金は、研究開発体制の変革により今後発生が見込まれる損失について、合
理的に見積られる金額を計上しております。

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約取引等については振当処理の要件を満た
している場合は振当処理により、金利スワップ取引については特例処理要件を満たしている
場合は特例処理によっております。

短期変動金利に連動する、将来の金融損益に係るキャッシュ・フロー変動リスクの一部を
ヘッジするために、金利スワップ取引を行っております。為替変動に連動する、将来の
キャッシュ・フロー変動リスクの一部をヘッジするために、為替予約取引等を利用しており
ます。これらのヘッジ取引は、利用範囲や取引先金融機関選定基準等について定めた規定に
基づき行っております。

事前テストは回帰分析等の統計的手法、事後テストは比率分析により実施しております。な
お、取引の重要な条件が同一であり、ヘッジ効果が極めて高い場合は、有効性の判定を省略
しております。

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年
３月28日。以下、「回収可能性適用指針」という。）を当事業年度から適用し、繰延税金資
産の回収可能性に関する会計処理の方法の一部を見直しております。
回収可能性適用指針の適用については、回収可能性適用指針第49項（4）に定める経過的な
取扱いに従っており、当事業年度の期首時点において回収可能性適用指針第49項（3）①か
ら③に該当する定めを適用した場合の繰延税金資産及び繰延税金負債の額と、前事業年度末
の繰延税金資産及び繰延税金負債の額との差額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加
算しております。
この結果、当事業年度の期首において、繰延税金資産が359百万円、繰越利益剰余金が359百
万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越
利益剰余金の期首残高は359百万円増加しております。
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[貸借対照表に関する注記]

１．資産に係る減価償却累計額 

有形固定資産の減価償却累計額 百万円

２．偶発債務

 (債務保証)

武田薬品工業㈱従業員 337 百万円

武田ファーマシューティカルズ・インターナショナル AG 16,788 百万円

( 150 百万ドル）

ミレニアム・ファーマシューティカルズ Inc. 36,000 百万円

( 322 百万ドル）

英国武田 Limited 550 百万円

(   4 百万ポンド）

武田 Pharma, S.A. 254 百万円

(  35 百万アルゼンチンペソ）

Takeda S.A.S Columbia 56 百万円

( 500 千ドル）

３．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 143,887 百万円

長期金銭債権 24,334 百万円

短期金銭債務 135,971 百万円

長期金銭債務 1 百万円

[損益計算書に関する注記]

１．関係会社との取引高

　営業取引による取引高

売上高 116,633 百万円

仕入高 62,008 百万円

その他 77,087 百万円

　営業取引以外の取引による取引高

営業外収益 12,365 百万円

営業外費用 554 百万円

特別利益 89,936 百万円

２．研究開発費 百万円

３．特別利益

（関係会社株式売却益）

４．特別損失

（事業構造再編費用）

（減損損失）

（関係会社投資評価損）

369,509

以下に記載するものについての不動産リース契約に基づく賃借料支払・無形固定資産購入に
係る支払等に対し保証を行っております。

139,642

関係会社株式売却益は、主に連結子会社である和光純薬工業株式会社の株式の一部を売却し
たことによるものであります。

効率的な事業運営体制の構築に向けた、従業員の削減や事業拠点の統廃合をはじめとする取
り組みにかかる費用を特別損失に計上しております。主な内訳は研究開発体制の変革にかか
る導入費用を含む早期退職関連費用であります。

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セグメントごとに事
業用資産をグルーピングしており、特許権、販売権および遊休資産等については個別資産を
グルーピングの最小単位としております。
当事業年度において3,195百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。減損損失
を認識した主な資産は以下のとおりであります。

用途 種類 場所 金額

製造設備 建設仮勘定等 山口県光市 2,715百万円

これらの建設仮勘定等については、事業の用に供しておらず、その将来の使用の見通しが定
まっていないことにより、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しておりま
す。
これらの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額については合理的
に算定された価格に基づき算定しております。

関係会社投資評価損は、海外関係会社の当社所有株式を評価減したものであります。
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[株主資本等変動計算書に関する注記]

１．当事業年度末における自己株式の種類及び株式数

普通株式

[関連当事者との取引に関する注記]

子会社

未収収益 31,425百万円

－ －

未収収益 397百万円

未払費用 1,115百万円

49,166百万円

－ －

取引条件および取引条件の決定方針等

（注１）

（注２）

（注３）

（注４）

（注５）

（注６）

[１株当たり情報に関する注記]

１．１株当たり純資産額 1,957円76銭

２．１株当たり当期純利益 138円73銭

9,597千株

種類 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)割

合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
ミレニアム・ファー
マシューティカルズ
Inc.

所有
間接
100.0%

研究開発の
受委託
役員の兼任
等

研究開発業
務費用の受
取等
（注１）

40,537百万円

債務保証
（注２） 36,000百万円

47,791百万円

子会社
武田ファーマシュー
ティカルズ・イン
ターナショナル AG

所有
間接
100.0%

医薬品の販
売

業務委託料
の受取
（注３）

28,459百万円

業務委託料
の支払
（注３）

49,681百万円

グループ間
の資金貸付
（注４）

－

短期
貸付金49,166百万円

債務保証
（注５） 16,788百万円

子会社 武田 A/S
所有
直接76.1%
間接23.9%

医薬品の販
売

グループ間
の資金借入
（注４）

業務委託料は、市場価格を勘案して協議の上、決定しております。

短期
借入金

47,791百万円

子会社
和光純薬工業株式会
社

所有
直接58.9%
間接 0.3%

試薬の購入

株式売却代
金
（注６）

91,000百万円

－

資金借入および資金貸付の利息率は、市場金利を勘案して協議の上、合理的に決定しております。

債務保証は、無形固定資産の購入に対するものであります。なお、保証料は市場金利を勘案して合理的に決
定しております。

富士フイルム株式会社が実施する公開買付けにおける買付価格と同額の取得価格にて、当社が保有する和光
純薬工業株式会社の株式の一部を当該子会社に譲渡しております。

株式売却益
（注６）

89,936百万円

研究開発業務費用の受取は、当社で計上した研究開発費用のうち子会社に属する費用等であります。

債務保証は、不動産リース契約に基づく賃借料支払に対するものであります。なお、保証料は市場金利を勘
案して合理的に決定しております。
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[税効果会計に関する注記]

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

（単位：百万円）

（繰延税金資産）

  　   　賞与引当金 6,760 

  　   　委託研究費等 54,190 

　     　棚卸資産 13,406 

　     　移転価格調整金 15,652 

　     　未払費用 7,196 

　     　前受収益 11,656 

　     　退職給付引当金 1,305 

　　　　 事業構造再編費用引当金 3,235 

         有形固定資産償却超過額等 5,290 

         特許権 9,135 

         販売権 6,553 

　　　　 有価証券評価損等 77,611 

　　　　 繰越欠損金 22,286 

       　その他 15,499 
  繰延税金資産  小計 249,773 

       　評価性引当額 (-) 78,468 
  繰延税金資産  合計 171,304 

（繰延税金負債）

  　   　前払年金費用 (-)  9,348 

         その他有価証券評価差額金 (-) 25,179 

         固定資産圧縮積立金 (-) 14,999 

       　その他 (-)  8,219 

  繰延税金負債 合計 (-) 57,745 

繰延税金資産の純額 113,560 

（注）繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に計上しております。

　　　　流動資産－繰延税金資産 129,428百万円

　　　　固定負債－繰延税金負債 15,868百万円

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の重要な差異の

原因となった主な項目別の内訳

　　（単位：％）

法定実効税率 30.8 

　（調整）

　　交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0 

　　受取配当金等永久に益金に算入されない項目 (-)   23.2 

　　試験研究費等の税額控除 (-)    1.0 

　　評価性引当額増減 4.5 

過年度法人税等 2.5 

　　その他 0.1 
税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.7 
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[退職給付会計に関する注記]

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、企業年金基金制度ならびに退職一時金制度を採用しており、

これに加え確定拠出年金制度も採用しております。

２．退職給付債務に関する事項

（単位：百万円)

イ．退職給付債務 (-) 203,340 

ロ．年金資産 236,114 

ハ．未積立退職給付債務（イ＋ロ） 32,774 

ニ．未認識数理計算上の差異 (-)   6,439 

ホ．貸借対照表計上額純額（ハ＋ニ） 26,335 

ヘ．前払年金費用 30,599 

ト．退職給付引当金（ホ－ヘ） (-)   4,264 

３．退職給付費用に関する事項

（単位：百万円)

イ．勤務費用（注） 5,801 

ロ．利息費用 894 

ハ．期待運用収益 (-)   4,740 

ニ．数理計算上の差異の費用処理額 (-)   8,622 

ホ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ） (-)   6,667 

ヘ．確定拠出年金への掛金支払額 906 

ト．合計（ホ＋ヘ） (-)   5,761 

(注) 出向者に係る出向先負担額を控除しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ．退職給付見込額の期間配分方法 給付算定式基準

ロ．割引率 ０．７％

ハ．長期期待運用収益率 ２．０％

ニ．過去勤務費用の額の処理年数 ５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る）

ホ．数理計算上の差異の処理年数 ５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、発

生事業年度から費用処理）
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[重要な後発事象に関する注記]

１. 和光純薬工業株式会社株式の富士フイルム株式会社への譲渡

(1)株式譲渡の目的

(2)株式譲渡の概要
①株式譲渡の方法

②本自己株式取得前の当社所有株式数

③本自己株式取得に係る譲渡株式数、売却価額

④本公開買付けへの応募による譲渡株式数、売却価額

⑤本株式譲渡後の当社所有株式数
0株

⑥本公開買付けの日程

(3)譲渡した子会社の概要
①名称 和光純薬工業株式会社
②事業内容 試薬、化成品及び臨床検査薬の製造・販売
③当社との取引関係 当社は、当該会社から製品・原料等を購入しております。

(4)会計処理の概要

２． 多額な資金の借入

(1)①借入先の名称
株式会社三井住友銀行　および　株式会社三菱東京UFJ銀行によるシンジケートローン

②借入総額
1,500百万米ドル および 113,500百万円

③借入利率
基準金利＋スプレッド

④借入実行日
2017年４月25日

⑤返済期限
2027年４月23日

⑥担保提供資産又は保証の内容
無

当社は、2016年12月15日開催の取締役会決議に基づき、当社の連結子会社である和光純薬工業株式会社（以下
「和光純薬」）株式の譲渡に向け、富士フイルム株式会社（以下「富士フイルム」）が実施する公開買付け
（以下「本公開買付け」）に応募する旨の契約（以下、「本応募契約」）を同社と締結し、本公開買付けを実
施いたしました。

当社は現在、グローバル製薬企業として持続的な成長の実現に向け、重点疾患領域である「オンコロジー
（がん）」「消化器系疾患領域」「中枢神経系疾患領域」ならびに「ワクチン」への研究開発資源の重点的
な配分を通じてイノベーションを推進することで、革新的な新薬の創出を目指しています。このような状況
のもと、当社は、和光純薬の今後の事業発展を慎重に検討した結果、和光純薬と長年の資本関係・取引関係
を有し、「ヘルスケア」及び「高機能材料」を中長期的な成長の柱とする富士フイルムのサポートのもと事
業成長を加速していくことが和光純薬のより一層の発展に繋がると考え、富士フイルムへの和光純薬株式の
譲渡につき、富士フイルムとの間で本応募契約を締結いたしました。なお、和光純薬は、2016年12月15日開
催の同社取締役会において、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、和光純薬の株主の皆様に対し
て、本公開買付けへの応募を推奨いたしました。

本公開買付けに先立ち、和光純薬は、本公開買付けにおける買付価格と同額の取得価格にて、和光純薬
株式の取得（以下「本自己株式取得」、「本公開買付け」とあわせて「本株式譲渡」）を実施いたしま
した。
当社は、当社が保有する和光純薬株式（以下「当社保有株式」）の一部を本自己株式取得への応募によ
り和光純薬に譲渡し、本自己株式取得後に全ての当社保有株式を本公開買付けへの応募により富士フイ
ルムに譲渡することにより、当社保有株式の全株式の譲渡を完了いたしました。

23,148,821株　（議決権所有割合：71.43%）

10,662,000株、91,000百万円（一株当たり8,535円）

12,486,821株、106,575百万円（一株当たり8,535円）

1)　買付期間　 　：2017年２月27日から2017年４月３日
2)　結果公表日 　：2017年４月４日
3)　決済の開始日 ：2017年４月21日

本自己株式取得に係る損益として当事業年度の損益計算書において、89,936百万円の特別利益を計上してい
ます。
また、本公開買付けに係る損益として2017年度の損益計算書において、104,528百万円の株式売却益を特別
利益として計上する見込みです。

当社は、2017年４月25日において、アリアド・ファーマシューティカルズ Inc.の買収資金として調達した短期
借入金の返済資金の一部に充当するため、以下の新規借入を実行いたしました。
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(2)①借入先の名称
農林中央金庫　および　信金中央金庫

②借入総額
60,000百万円

③借入利率
基準金利＋スプレッド

④借入実行日
2017年４月25日

⑤返済期限
50,000百万円：2024年４月25日
10,000百万円：2025年４月25日

⑥担保提供資産又は保証の内容
無

３．

(1)会社分割の目的

(2)本吸収分割の概要
①会社分割の方法

当社を分割会社とし、武田コンシューマーヘルスケアを承継会社とする吸収分割（簡易吸収分割）
②会社分割に係る割当ての内容

③その他の吸収分割の内容
1)　会社分割したJCHBU事業の規模

売上収益　84,090百万円（2017年３月期）
2)　分割の日程

取締役会から委任を受けた取締役による決定日：2017年２月20日
契約締結日：2017年２月20日
実施日（効力発生日）：2017年４月１日

(3)本会社分割後の承継会社の概要
①子会社の名称 武田コンシューマーヘルスケア株式会社
②事業内容 一般用医薬品、医薬部外品等の研究開発・製造・販売
③資本金の額 490百万円
④設立年月日 2016年４月15日

(4)会計処理の概要

武田コンシューマーヘルスケアは、本吸収分割に際し、承継するJCHBU事業にかかる資産等の対価とし
て、武田コンシューマーヘルスケアの普通株式100株を武田薬品に対して交付しました。

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号　平成25年９月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号　平成25年９月13日)に基づき、共通支配
下の取引等として会計処理いたします。

当社のジャパンコンシューマーヘルスケアビジネスユニット事業の武田コンシューマーヘルスケア株式会社へ
の会社分割（簡易吸収分割）による承継

当社は、2017年２月20日、当社のジャパンコンシューマーヘルスケアビジネスユニット（以下「JCHBU」）事業
を、会社分割（簡易吸収分割）により、当社の100％子会社である武田コンシューマーヘルスケア株式会社（以
下「武田コンシューマーヘルスケア」）へ承継させることを決定し、2017年４月１日付で承継いたしました。

当社のJCHBUは、主に日本国内でコンシューマーヘルスケア事業を展開する武田薬品のビジネスユニットと
して、「アリナミン」「ベンザ」をはじめとする一般用医薬品や健康食品「緑の習慣」を中心に持続的な成
長を実現してきました。コンシューマーヘルスケアを取り巻く市場環境は刻々と変化し、顧客ニーズがます
ます多様化しています。武田コンシューマーヘルスケアは、武田薬品のJCHBU事業を承継し、新会社として
独立運営することにより、当該市場においてさらに機動的なビジネスモデルを構築するとともに、環境変化
および顧客ニーズに迅速に対応してまいります。
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