
２００２００２００２００７７７７年年年年５５５５月月月月１５１５１５１５日日日日

代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長　　　　荻原郁夫荻原郁夫荻原郁夫荻原郁夫

２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会
　　　　●●●●　　　　２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　業績業績業績業績のののの概況概況概況概況

　　　　●●●●　　　　経営方針経営方針経営方針経営方針：：：：２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

　　　　●●●●　　　　主要製品主要製品主要製品主要製品・・・・開発品開発品開発品開発品のののの状況状況状況状況



国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品はははは順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しししし、、、、後発医薬品及後発医薬品及後発医薬品及後発医薬品及びびびびヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア事業事業事業事業ではではではではキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオ、、、、ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムがががが業績業績業績業績にににに１２１２１２１２ヶヶヶヶ月月月月

間間間間フルフルフルフル寄与寄与寄与寄与するもののするもののするもののするものの、、、、海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品ののののテクインテクインテクインテクイン販売中止販売中止販売中止販売中止によりによりによりにより、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高はははは７７１７７１７７１７７１億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比4.1%4.1%4.1%4.1%増増増増))))のののの増収増収増収増収となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが

営業利益営業利益営業利益営業利益はははは８４８４８４８４億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比6.4%6.4%6.4%6.4%減減減減）、）、）、）、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益はははは４８４８４８４８億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比7.47.47.47.4％％％％減減減減））））のののの減益減益減益減益となりましたとなりましたとなりましたとなりました｡｡｡｡

当初予想当初予想当初予想当初予想（（（（中間期公表中間期公表中間期公表中間期公表））））にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高４４４４億円増億円増億円増億円増、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益２１２１２１２１億円増億円増億円増億円増、、、、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益１２１２１２１２億円増億円増億円増億円増をををを達成達成達成達成しししし、、、、配当配当配当配当はははは３０３０３０３０

円円円円／／／／年年年年としましたとしましたとしましたとしました（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想：：：：２０２０２０２０円円円円／／／／年年年年）））） 。。。。

国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品はははは主要製品主要製品主要製品主要製品のののの売上拡大売上拡大売上拡大売上拡大とととと新薬新薬新薬新薬「「「「ウリトスウリトスウリトスウリトス」」」」のののの発売等発売等発売等発売等によりによりによりにより連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高８３６８３６８３６８３６億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比8.4%8.4%8.4%8.4%増増増増))))とととと伸長伸長伸長伸長するもののするもののするもののするものの、、、、

研究開発費及研究開発費及研究開発費及研究開発費及びびびび販売費販売費販売費販売費のののの増加増加増加増加によりによりによりにより連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益８５８５８５８５億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比1.0%1.0%1.0%1.0%増増増増）、）、）、）、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益５０５０５０５０億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比3.3%3.3%3.3%3.3%増増増増））））をををを見込見込見込見込みますみますみますみます。。。。

国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品はははは順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しししし、、、、後発医薬品及後発医薬品及後発医薬品及後発医薬品及びびびびヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア事業事業事業事業ではではではではキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオ、、、、ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムがががが業績業績業績業績にににに１２１２１２１２ヶヶヶヶ月月月月

間間間間フルフルフルフル寄与寄与寄与寄与するもののするもののするもののするものの、、、、海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品ののののテクインテクインテクインテクイン販売中止販売中止販売中止販売中止によりによりによりにより、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高はははは７７１７７１７７１７７１億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比4.1%4.1%4.1%4.1%増増増増))))のののの増収増収増収増収となりましたがとなりましたがとなりましたがとなりましたが

営業利益営業利益営業利益営業利益はははは８４８４８４８４億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比6.4%6.4%6.4%6.4%減減減減）、）、）、）、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益はははは４８４８４８４８億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比7.47.47.47.4％％％％減減減減））））のののの減益減益減益減益となりましたとなりましたとなりましたとなりました｡｡｡｡

当初予想当初予想当初予想当初予想（（（（中間期公表中間期公表中間期公表中間期公表））））にににに対対対対しましてはしましてはしましてはしましては連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高４４４４億円増億円増億円増億円増、、、、営業利益営業利益営業利益営業利益２１２１２１２１億円増億円増億円増億円増、、、、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益１２１２１２１２億円増億円増億円増億円増をををを達成達成達成達成しししし、、、、配当配当配当配当はははは３０３０３０３０

円円円円／／／／年年年年としましたとしましたとしましたとしました（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想：：：：２０２０２０２０円円円円／／／／年年年年）））） 。。。。

国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品はははは主要製品主要製品主要製品主要製品のののの売上拡大売上拡大売上拡大売上拡大とととと新薬新薬新薬新薬「「「「ウリトスウリトスウリトスウリトス」」」」のののの発売等発売等発売等発売等によりによりによりにより連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高８３６８３６８３６８３６億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比8.4%8.4%8.4%8.4%増増増増))))とととと伸長伸長伸長伸長するもののするもののするもののするものの、、、、

研究開発費及研究開発費及研究開発費及研究開発費及びびびび販売費販売費販売費販売費のののの増加増加増加増加によりによりによりにより連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益８５８５８５８５億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比1.0%1.0%1.0%1.0%増増増増）、）、）、）、当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益５０５０５０５０億円億円億円億円（（（（前年比前年比前年比前年比3.3%3.3%3.3%3.3%増増増増））））をををを見込見込見込見込みますみますみますみます。。。。
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08080808年年年年3333月期月期月期月期
（（（（予想予想予想予想））））

－－－－－－－－純資産純資産純資産純資産

－－－－2.52.52.52.5％％％％総資産総資産総資産総資産

2.82.82.82.8％％％％▲▲▲▲6.86.86.86.8％％％％EPSEPSEPSEPS

3.33.33.33.3％％％％▲▲▲▲7.47.47.47.4％％％％当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

5.15.15.15.1％％％％▲▲▲▲8.68.68.68.6％％％％経常利益経常利益経常利益経常利益

1.01.01.01.0％％％％▲▲▲▲6.46.46.46.4％％％％営業利益営業利益営業利益営業利益

8.48.48.48.4％％％％4.14.14.14.1％％％％売上高売上高売上高売上高

前年比前年比前年比前年比前年比前年比前年比前年比
単位単位単位単位：：：：
（（（（百万円百万円百万円百万円））））

２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期 決算概観決算概観決算概観決算概観（（（（連結連結連結連結））））

＊＊＊＊０６０６０６０６年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績（（（（連結連結連結連結））））まではまではまではまでは杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬（（（（株株株株））））のののの数値数値数値数値、、、、０７０７０７０７年年年年３３３３月期業績及月期業績及月期業績及月期業績及びびびび０８０８０８０８年年年年３３３３月期予想月期予想月期予想月期予想はははは（（（（株株株株））））キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンのののの数値数値数値数値をををを示示示示すすすす 1

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（連結連結連結連結））））業績業績業績業績

０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（連結連結連結連結））））業績予想業績予想業績予想業績予想



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対前年対前年対前年対前年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対当初予想対当初予想対当初予想対当初予想
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　　　　　　　　　７７１７７１７７１７７１億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋３０３０３０３０）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　４４４４）　　　）　　　）　　　）　　　
　　　　●●●●国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品 　　　　５７２５７２５７２５７２億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋１５１５１５１５）　　　　　（）　　　　　（）　　　　　（）　　　　　（▲▲▲▲　　　　２２２２））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06.306.306.306.3実績実績実績実績　　　07.307.307.307.3実績実績実績実績　　　　
　　・キプレス　　　　 　　　　１３４　→１５０　　　　　　　　（＋１６）
　　・ペンタサ　　　　 　　　　　７３　→　８０　　　　　　　　（＋　７）
　　・ムコダイン　　 　　　　１９９　→２０４　　　　　　　　（＋　５）

　●●●●海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　　　　　５８５８５８５８億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲２８２８２８２８）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　）　　　　　（＋　９９９９））））
　　　　　・ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ　　　　　　　　　　　　　　６７　→　３２　　　　　　　　（▲３５）
　　＊BMS社ﾃｸｲﾝ販売中止
　　＊ｱﾗｶﾞﾝ社ｻﾞｲﾏｰは続伸（＄８５ＭＭ→＄９５ＭＭ：現地売上）
　　売上増加要因：導出品の契約に関する一時金収入等

　　　　●●●●後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　５７５７５７５７億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋２２２２２２２２）　　　　）　　　　）　　　　）　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　２２２２））））
　　　　　　　　

　　　　●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７３７３７３７３億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋２３２３２３２３）　　）　　）　　）　　　　　　　　　　　　　　（（（（±±±±　　　　００００））））
　　 ・ミルトン 　　 　　　　　　　　　　　　２１　　→　２１　　　　　　　　(±　０）
　　　・ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ社　　　　　　　　　　　８　　→　２８　　　　　　　　　　　(＋２０）
　

　　　　●●●●そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１１１１１億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲　　　　１１１１）　　　）　　　）　　　）　　　　　　　　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　１１１１））））　　　　

　

　◆◆◆◆原原原原 価価価価 率率率率：：：：前年比前年比前年比前年比 3.93.93.93.9ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇　　　　　　　　　　　　(35.8(35.8(35.8(35.8％％％％→→→→39.739.739.739.7％％％％))))　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約約約約５５５５ポイントポイントポイントポイント
　上昇要因：薬価改定（６．３％）、能代工場（新製剤棟）の　　　　　　　　　　　　上昇上昇上昇上昇とととと予想予想予想予想
　　　　　　　稼動に伴う減価償却費の増加等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 （▲1.1ﾎﾟｲﾝﾄ）

　◆研究開発費率研究開発費率研究開発費率研究開発費率：：：：前年比前年比前年比前年比 2.42.42.42.4ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下(13.6(13.6(13.6(13.6％％％％→→→→11.211.211.211.2％％％％))))

　＊101億円→86億円（約15億円減少)

　　共同開発品の開発費用の０７年度への期ズレ
　◆販管費率販管費率販管費率販管費率((((除除除除RRRR＆＆＆＆DDDD費費費費))))：：：：前年比前年比前年比前年比 0.20.20.20.2ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　約約約約1111ポイントポイントポイントポイント

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(38.4(38.4(38.4(38.4％％％％→→→→38.238.238.238.2％％％％) ) ) ) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上昇上昇上昇上昇とととと予想予想予想予想

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲1.2ﾎﾟｲﾝﾄ）
■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　　８４８４８４８４億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　６６６６）　　　　　（＋）　　　　　（＋）　　　　　（＋）　　　　　（＋２１２１２１２１）　　　）　　　）　　　）　　　
　　　　＊営業利益率は１０.９％と１.２ポイント減少

■■■■　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益　　　　　４８４８４８４８億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲　　　　４４４４）　　　　　（＋）　　　　　（＋）　　　　　（＋）　　　　　（＋１２１２１２１２））））
　　　　　　　　　

■■■■　　　　配当配当配当配当　　　　３０３０３０３０円円円円００００００００銭銭銭銭　　　　配当性向配当性向配当性向配当性向　　　　　　　　４６４６４６４６．．．．２２２２％％％％

２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　業績業績業績業績のののの状況状況状況状況（（（（連結連結連結連結）　　）　　）　　）　　

４８４８４８４８

８７８７８７８７

８４８４８４８４

１１１１１１１１

７３７３７３７３

５７５７５７５７

５８５８５８５８

５７２５７２５７２５７２

６３０６３０６３０６３０

７７１７７１７７１７７１

０７０７０７０７年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（実績実績実績実績））））

▲▲▲▲　　　　６６６６９０９０９０９０営業利益営業利益営業利益営業利益

＋＋＋＋３０３０３０３０７４１７４１７４１７４１売上高売上高売上高売上高　　　　　　　　　　　　
合計合計合計合計

５２５２５２５２

９５９５９５９５

１２１２１２１２

５０５０５０５０

３５３５３５３５

８６８６８６８６

５５７５５７５５７５５７

６４３６４３６４３６４３

０６０６０６０６年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（実績実績実績実績））））

▲▲▲▲１３１３１３１３◆◆◆◆新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

▲▲▲▲　　　　４４４４

▲▲▲▲　　　　８８８８

▲▲▲▲　　　　１１１１

＋＋＋＋２３２３２３２３

＋＋＋＋２２２２２２２２

▲▲▲▲２８２８２８２８

＋＋＋＋１５１５１５１５

対前年対前年対前年対前年

増減増減増減増減

　　　　　　　　海外海外海外海外

　　　　　　　　国内国内国内国内

◆◆◆◆後発後発後発後発　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　医薬品医薬品医薬品医薬品

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

経常利益経常利益経常利益経常利益

◆◆◆◆そのそのそのその他他他他

◆◆◆◆ﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱ

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

２



２００８２００８２００８２００８年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　業績業績業績業績のののの予想予想予想予想（（（（連結連結連結連結）　　）　　）　　）　　

４８４８４８４８

８７８７８７８７

８４８４８４８４

１１１１１１１１

７３７３７３７３

５７５７５７５７

５８５８５８５８

５７２５７２５７２５７２

６３０６３０６３０６３０

７７１７７１７７１７７１

０７０７０７０７年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（実績実績実績実績））））

＋　＋　＋　＋　１１１１８５８５８５８５営業利益営業利益営業利益営業利益

＋＋＋＋６５６５６５６５８３６８３６８３６８３６売上高売上高売上高売上高　　　　　　　　　　　　
合計合計合計合計

５０５０５０５０

９１９１９１９１

１２１２１２１２

８７８７８７８７

６４６４６４６４

４２４２４２４２

６３１６３１６３１６３１

６７３６７３６７３６７３

０８０８０８０８年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（予想予想予想予想））））

＋＋＋＋４３４３４３４３◆◆◆◆新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

＋　＋　＋　＋　２２２２

＋　＋　＋　＋　４４４４

＋　＋　＋　＋　１１１１

＋＋＋＋１４１４１４１４

＋　＋　＋　＋　７７７７

▲▲▲▲１６１６１６１６

＋＋＋＋５９５９５９５９

対前年対前年対前年対前年

増減増減増減増減

　　　　　　　　海外海外海外海外

　　　　　　　　国内国内国内国内

◆◆◆◆後発後発後発後発　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　医薬品医薬品医薬品医薬品

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

経常利益経常利益経常利益経常利益

◆◆◆◆そのそのそのその他他他他

◆◆◆◆ﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱﾍﾙｽｹｱ

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　対前年対前年対前年対前年　　　　
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　８３６８３６８３６８３６億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋６５６５６５６５））））
　　　　●●●●国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品 　　　　６３１６３１６３１６３１億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋５９５９５９５９））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　07.307.307.307.3実績実績実績実績　　　　　08.308.308.308.3予想予想予想予想　　　　
　　・キプレス　　　　　　　　　　１５０　　→１６３　（＋１３）
　　・ペンタサ　　　　　　　　　　　８０　　→　８９　（＋　９）
　　・ムコダイン　　　　　　　　　２０４　　→２１０　（＋　６）
　＊ｳﾘﾄｽについては１０数億円を見込む（薬価収載後開示）
　＊ﾍｽﾊﾟﾝﾀﾞｰﾋﾞｼﾞﾈｽの譲渡に関する一時金収入等を見込む　
　　　　●●●●海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　４２４２４２４２億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲１６１６１６１６））））　　　　

　　　　　・ｶﾞﾁﾌﾛｷｻｼﾝ　　　　　　　　　　　３２　　→　３０　　(▲　２）
　＊ｱﾗｶﾞﾝ社ｻﾞｲﾏｰ（＄９５ＭＭ→＄１００ＭＭ：現地売上）
　＊導出品の契約に関する一時金収入等の減少
　　　　●●●●後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　６４６４６４６４億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　７７７７））））

　　　　●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　８７８７８７８７億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋１４１４１４１４））））　　　　

　　・ミルトン 　　 　　　　　　　　２１　　→　２２　 (＋　１）
　　・ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ社　　　　　　　　２８　　→　４１　（＋１３）

　　　　●●●●そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２１２１２１２億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　１１１１））））
　　　　　　　　　　　　

　◆原原原原 価価価価 率率率率･･･約１ポイント低下
　原価率低下要因；能代工場減価償却費の減少ほか
　◆研究開発費率研究開発費率研究開発費率研究開発費率･･･11.2％→13.2％：２.０ポイント上昇
　＊研究開発費；86億円→110億円(24億円増）
　◆販管費率販管費率販管費率販管費率((((除除除除R&DR&DR&DR&D費費費費))))･･･ほぼ横ばい
　＊新薬上市による初期投資により販促費は増加するものの
　　売上の増加により、販管費率は横ばいを予想

■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　８５８５８５８５億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　　（＋　１１１１））））
　＊営業利益率：１０.２％と０.７ポイント低下　　　　　　　　　　　　　　　
■■■■　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 　　　５０５０５０５０億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　（＋　（＋　（＋　２２２２））））
■■■■　　　　配当配当配当配当　　　　３０３０３０３０円円円円００００００００銭銭銭銭（（（（予想予想予想予想））））　　　　
　　　　＊配当に対する考え方：配当性向５０％を目指す ３



　　　　目指す企業像：　　　　

　『　『　『　『グローバルグローバルグローバルグローバルなななな創薬創薬創薬創薬ビジネスビジネスビジネスビジネスををををコアコアコアコアとしとしとしとし、、、、信頼信頼信頼信頼ををををベースベースベースベースとしたとしたとしたとした

　　　　　　　　特色特色特色特色あるあるあるある複合複合複合複合ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア企業企業企業企業』　　を目指して

　◆基本方針：「進化と創造Ⅱ」　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

キョーリングループ　
　中期経営計画達成に向けた取り組み

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンキョーリンキョーリンキョーリンキョーリンMICMICMICMICMICMICMICMIC‐‐‐‐‐‐‐‐’’’’’’’’０９０９０９０９０９０９０９０９計画計画計画計画計画計画計画計画
（（（（２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度～～～～２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度））））（（（（２００５２００５２００５２００５年度年度年度年度～～～～２００９２００９２００９２００９年度年度年度年度））））

４



健康増進健康増進健康増進健康増進
ウェルネス事業

予防予防予防予防～～～～改善改善改善改善
　ヘルスケア事業

　　（コスメティックスを含む）

治療

治療治療治療治療
医療用医薬品
GE医薬品

含む

＜従来の健康の概念＞ ＜キョーリンＭＩＣ－’０９計画の健康の概念＞

目指目指目指目指すすすす企業像企業像企業像企業像とととと２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度のののの位置付位置付位置付位置付けけけけ

５

シェアードシェアードシェアードシェアード
サービスサービスサービスサービス事業事業事業事業

杏文堂

新規事業領域育成新規事業領域育成新規事業領域育成新規事業領域育成

ビストナー

ＧＥＧＥＧＥＧＥ医薬品事業医薬品事業医薬品事業医薬品事業

キョーリンリメディオ

創薬創薬創薬創薬ビジネスビジネスビジネスビジネス・・・・
医薬事業医薬事業医薬事業医薬事業

杏林製薬

ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア事業事業事業事業

ドクタープログラム

キョーリングループキョーリングループキョーリングループキョーリングループのののの組織組織組織組織

目指目指目指目指すすすす企業像企業像企業像企業像：：：：
　　「　　「　　「　　「グローバルグローバルグローバルグローバルなななな創薬創薬創薬創薬ビジネスビジネスビジネスビジネスををををコアコアコアコアとしとしとしとし、、、、信頼信頼信頼信頼ををををベースベースベースベースとしたとしたとしたとした特色特色特色特色あるあるあるある複合複合複合複合ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア企業企業企業企業」」」」

基盤の獲得

体制の構築

目標達成目標達成目標達成目標達成へのへのへのへの成長軌道成長軌道成長軌道成長軌道のののの確保確保確保確保

２００７年度　経営方針

キョーリンＭＩＣ－’０９計画達成に
向け、成長軌道に乗せる年とする

２００５～２００６年度の取り組み
事業事業事業事業ドメインドメインドメインドメイン

持株会社体制持株会社体制持株会社体制持株会社体制



「「「「キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンＭＩＣＭＩＣＭＩＣＭＩＣ‐‐‐‐’’’’０９０９０９０９計画計画計画計画」」」」基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略

１．グローバル創薬企業としてのポジショニングの確立

２．創薬投資を支える医薬事業の競争力強化

３．医薬事業に次ぐ、将来を担う新規事業の構築

６



１．グローバル創薬企業としてのポジショニングの確立

７

PhaseⅠⅠⅠⅠ PhaseⅡⅡⅡⅡa前臨床前臨床前臨床前臨床

創薬研究
ＰＯＣＰＯＣＰＯＣＰＯＣ

（Ｐｈ（Ｐｈ（Ｐｈ（ＰｈⅡⅡⅡⅡａａａａまでまでまでまで））））

後
期
開
発
品

後
期
開
発
品

後
期
開
発
品

後
期
開
発
品
のののの
創
製
創
製
創
製
創
製期間短縮期間短縮期間短縮期間短縮

導出

提携

or

自社開発自社開発自社開発自社開発

創薬創薬創薬創薬ビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデルビジネスモデル

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン
創薬研究所創薬研究所創薬研究所創薬研究所

ＡｃｔｉｖＸＡｃｔｉｖＸＡｃｔｉｖＸＡｃｔｉｖＸ ＫＳＲＬＫＳＲＬＫＳＲＬＫＳＲＬ

ゴールゴールゴールゴール

ゴールゴールゴールゴール

国内

海外

ＫＲＰ－１０５

ＫＲＰ－２０４
ＯＡＢ

ＫＲＰ－１０４

参考：

導出品
ＫＲＰ－２０３

◆◆◆◆創薬創薬創薬創薬ビジネスビジネスビジネスビジネスにおけるにおけるにおけるにおける　　　　

　　　　　　　　果実果実果実果実のののの創製創製創製創製

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンＭＩＣＭＩＣＭＩＣＭＩＣ‐‐‐‐’’’’０９０９０９０９計画計画計画計画 目標目標目標目標：：：：

「「「「後期開発品後期開発品後期開発品後期開発品　　　　年年年年１１１１品目品目品目品目のののの創製創製創製創製」」」」

後期開発品の創製に向けたパイプラインの進展（２００７年）

注注注注）：）：）：）：●●●●　　　　２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度ののののステージアップステージアップステージアップステージアップ予定予定予定予定

Ｐ
Ｏ
Ｃ

Ｐ
Ｏ
Ｃ

Ｐ
Ｏ
Ｃ

Ｐ
Ｏ
Ｃ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
へ
の
へ
の
へ
の
へ
の
早
期
進
展

早
期
進
展

早
期
進
展

早
期
進
展

０７０７０７０７年度方針年度方針年度方針年度方針



２．創薬投資を支える医薬事業の競争力強化

ＦＣＦＣＦＣＦＣ領域領域領域領域へのへのへのへの
営業資源営業資源営業資源営業資源のののの集中集中集中集中

◆◆◆◆２００７２００７２００７２００７年度方針年度方針年度方針年度方針：ＦＣ：ＦＣ：ＦＣ：ＦＣ戦略戦略戦略戦略のののの真価真価真価真価をををを示示示示すすすす

卸店卸店卸店卸店とのとのとのとの
協働協働協働協働

８

深化

ＦＣ戦略：国内医薬品市場における効率的かつ効果的な戦略

既存品の売上を落とすことなく新薬の売上目標を達成既存品の売上を落とすことなく新薬の売上目標を達成

新薬上市の
成功

主要製品の
継続的な
伸長

国内新医薬品売上国内新医薬品売上国内新医薬品売上国内新医薬品売上のののの拡大拡大拡大拡大をををを図図図図るるるる

ウリトスウリトスウリトスウリトス
キプレスキプレスキプレスキプレス細粒細粒細粒細粒の
上市を見込む

０６０６０６０６年度年度年度年度：：：：約１０％の
販売数量増を達成

０７０７０７０７年度年度年度年度：：：：３％以上の
販売数量増を目指す

FC領域（呼吸器内科、耳鼻科、泌尿器科）



過活動膀胱治療剤ウリトス

状状状状　　　　況況況況　：　：　：　：０７０７０７０７年年年年４４４４月承認月承認月承認月承認（（（（６６６６月薬価収載予定月薬価収載予定月薬価収載予定月薬価収載予定））））

製品特性製品特性製品特性製品特性：：：：①①①①１１１１日日日日２２２２回投与回投与回投与回投与でででで過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱におけるにおけるにおけるにおける尿意切迫感尿意切迫感尿意切迫感尿意切迫感、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頻尿及頻尿及頻尿及頻尿及びびびび切迫性尿失禁切迫性尿失禁切迫性尿失禁切迫性尿失禁をををを改善改善改善改善するするするする
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ②②②②膀胱選択性膀胱選択性膀胱選択性膀胱選択性がががが高高高高くくくく、、、、口渇口渇口渇口渇（（（（口内乾燥口内乾燥口内乾燥口内乾燥））））がががが少少少少ないないないない

目目目目　　　　標標標標　：　：　：　：初年度十数億円初年度十数億円初年度十数億円初年度十数億円（（（（売上計画売上計画売上計画売上計画はははは薬価収載後薬価収載後薬価収載後薬価収載後にににに開示予定開示予定開示予定開示予定））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　シェアシェアシェアシェア８８８８～～～～１０１０１０１０％％％％をををを目指目指目指目指すすすす
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬自販製薬自販製薬自販製薬自販のののの売上目標売上目標売上目標売上目標））））

９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

現状現状現状現状
約約約約３５０３５０３５０３５０億円億円億円億円

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年
６００６００６００６００億円以上億円以上億円以上億円以上

をををを予想予想予想予想

ガイドラインガイドラインガイドラインガイドライン普及普及普及普及

未治療患者未治療患者未治療患者未治療患者さんさんさんさん
のののの受診促進受診促進受診促進受診促進

初初初初　　　　年年年年　　　　度度度度
ウリトスウリトスウリトスウリトスののののポジションポジションポジションポジション確保確保確保確保
●●●●製品特性製品特性製品特性製品特性にににに沿沿沿沿ったったったった浸透浸透浸透浸透
●●●●採用軒数採用軒数採用軒数採用軒数のののの確保確保確保確保

現状現状現状現状

市場環境市場環境市場環境市場環境

ＦＣＦＣＦＣＦＣ戦略戦略戦略戦略のののの真価真価真価真価をををを示示示示すすすす
◆◆◆◆泌尿器科泌尿器科泌尿器科泌尿器科をををを中心中心中心中心にににに　　　　
早期市場浸透早期市場浸透早期市場浸透早期市場浸透　　　　　　　　

ライフサイクルの長い製品
として育成を図る

取取取取りりりり組組組組みみみみ
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ロイコトリエン拮抗剤キプレス

１０

注射剤注射剤注射剤注射剤：Ｐｈ：Ｐｈ：Ｐｈ：ＰｈⅢⅢⅢⅢ（（（（０７０７０７０７年年年年２２２２月月月月））））

＊＊＊＊０７０７０７０７年度中年度中年度中年度中のののの申請申請申請申請をををを目指目指目指目指すすすす

（（（（効能追加効能追加効能追加効能追加）　）　）　）　０５０５０５０５年年年年８８８８月申請月申請月申請月申請

・・・・０７０７０７０７年度中年度中年度中年度中のののの承認承認承認承認をををを目指目指目指目指すすすす

アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー
性鼻炎性鼻炎性鼻炎性鼻炎

錠錠錠錠１０１０１０１０チュアブルチュアブルチュアブルチュアブル錠錠錠錠５５５５（（（（４４４４ｍｇｍｇｍｇｍｇ細粒細粒細粒細粒）　）　）　）　０４０４０４０４年年年年７７７７月申請月申請月申請月申請

・・・・０７０７０７０７年度上期年度上期年度上期年度上期のののの承認見込承認見込承認見込承認見込みみみみ気管支気管支気管支気管支

　　　　喘息喘息喘息喘息

１５１５１５１５歳歳歳歳～　（～　（～　（～　（７４７４７４７４万人万人万人万人））））６６６６～～～～１４１４１４１４歳歳歳歳　（　（　（　（２４２４２４２４万人万人万人万人））））１１１１～～～～５５５５歳歳歳歳　（　（　（　（１８１８１８１８万人万人万人万人））））

１１１１．．．．ライフサイクルマネジメントライフサイクルマネジメントライフサイクルマネジメントライフサイクルマネジメントのののの推進推進推進推進 （　）は気管支喘息患者数　　出典：厚生労働省統計データ

億円億円億円億円（（（（薬価薬価薬価薬価））））

２２２２．．．．ロイコトリエンロイコトリエンロイコトリエンロイコトリエン（ＬＴ）（ＬＴ）（ＬＴ）（ＬＴ）拮抗剤市場拮抗剤市場拮抗剤市場拮抗剤市場のののの推移推移推移推移

％

剤形追加剤形追加剤形追加剤形追加
・小児（１~５歳）

・注射
効能追加効能追加効能追加効能追加
成人アレルギー性鼻炎

07年年年年3月期月期月期月期

ｼｪｱｼｪｱｼｪｱｼｪｱ：：：：20％％％％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１～５歳（市場）：４０～５０億円

アレルギー性鼻炎（市場）：８０～１００億円

出典：キョーリン製薬

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンＭＩＣＭＩＣＭＩＣＭＩＣ‐‐‐‐’’’’０９０９０９０９計画目標計画目標計画目標計画目標：：：：

「ＬＴ「ＬＴ「ＬＴ「ＬＴ拮抗剤市場拮抗剤市場拮抗剤市場拮抗剤市場ののののシェアシェアシェアシェア３０３０３０３０％％％％以上以上以上以上」」」」

喘息市場喘息市場喘息市場喘息市場：：：： 約約約約25％％％％達成達成達成達成



ＦＣＦＣＦＣＦＣ領域領域領域領域（（（（呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、耳鼻科耳鼻科耳鼻科耳鼻科、、、、泌尿器泌尿器泌尿器泌尿器））））でででで主主主主にににに使用使用使用使用されるされるされるされる製品製品製品製品をををを補強補強補強補強
☆ラピッドテスタの導入により呼吸器領域の製品ラインナップを強化
☆ヘスパンダー等のビジネス譲渡により営業資源をＦＣ3領域に集中

ＦＣＦＣＦＣＦＣ領域領域領域領域（（（（呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科呼吸器内科、、、、耳鼻科耳鼻科耳鼻科耳鼻科、、、、泌尿器泌尿器泌尿器泌尿器））））でででで主主主主にににに使用使用使用使用されるされるされるされる製品製品製品製品をををを補強補強補強補強
☆ラピッドテスタの導入により呼吸器領域の製品ラインナップを強化
☆ヘスパンダー等のビジネス譲渡により営業資源をＦＣ3領域に集中

　点眼液　
千寿製薬　他

　点眼液　
千寿製薬　他

　ペキロン　
ガルデルマ　他

　ペキロン　
ガルデルマ　他

マクサルト
エーザイ

マクサルト
エーザイ

　●●●●アライアンスアライアンスアライアンスアライアンス戦略戦略戦略戦略によるによるによるによるＦＣＦＣＦＣＦＣ領域領域領域領域のののの強化強化強化強化

　協和発酵　
アレロック
　協和発酵　
アレロック

コ･プロモーション

　バイエル　
バイナス
　バイエル　
バイナス

コ･マーケティング

　メルク　
キプレス
　メルク　
キプレス

01.8 03.10

03.92000.1

03.1

02.4

ライセンスインライセンスインライセンスインライセンスインのののの強化強化強化強化

販売委託販売委託販売委託販売委託／／／／共同販売共同販売共同販売共同販売のののの推進推進推進推進

ライセンスインライセンスインライセンスインライセンスイン

販売委託販売委託販売委託販売委託／／／／共同販売共同販売共同販売共同販売

ＦＣ領域の更なる強化

　　　　第一化学薬品第一化学薬品第一化学薬品第一化学薬品　　　　
ラピッドテスタラピッドテスタラピッドテスタラピッドテスタ
　　　　第一化学薬品第一化学薬品第一化学薬品第一化学薬品　　　　
ラピッドテスタラピッドテスタラピッドテスタラピッドテスタ

ココココ････マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング

06060606年年年年10101010月発売月発売月発売月発売

１１

ヘスパンダー／サリンヘス
フレゼニウスカービ

ヘスパンダー／サリンヘス
フレゼニウスカービ

資産譲渡契約締結07年4月
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０５０５０５０５年度年度年度年度 ０６０６０６０６年度年度年度年度 ０７０７０７０７年度年度年度年度 ０８０８０８０８年度年度年度年度 ０９０９０９０９年度年度年度年度

実績実績実績実績

３．医薬事業に次ぐ、将来を担う新規事業の構築
　　①信頼感のあるＧＥ事業
●●●●ジェネリックジェネリックジェネリックジェネリック医薬品市場医薬品市場医薬品市場医薬品市場のののの予測予測予測予測

●●●●選選選選ばれるばれるばれるばれるＧＥＧＥＧＥＧＥ企業企業企業企業のののの条件条件条件条件

キョーリングループキョーリングループキョーリングループキョーリングループののののＧＥＧＥＧＥＧＥ事業事業事業事業
社会社会社会社会ののののニーズニーズニーズニーズをををを捉捉捉捉ええええ、、、、信頼信頼信頼信頼されるされるされるされるＧＥＧＥＧＥＧＥ事業事業事業事業をををを構築構築構築構築しししし、Ｂｅｓｔ、Ｂｅｓｔ、Ｂｅｓｔ、Ｂｅｓｔ５５５５をををを目指目指目指目指すすすす

企業体力企業体力企業体力企業体力 信頼性信頼性信頼性信頼性

営業体制／ＭＲ数 品揃え 品質/安定生産

障障障障　　　　壁壁壁壁：：：：外資外資外資外資のののの参入参入参入参入、、、、全規格収載全規格収載全規格収載全規格収載、、、、安定供給安定供給安定供給安定供給（（（（５５５５年以上年以上年以上年以上））））等等等等

◆◆◆◆最最最最　　　　　　　　大大大大　　　　１１１１兆兆兆兆２２２２，，，，００００００００００００億円億円億円億円
　条件：長期収載品の殆どがＧＥに
　　　　　置き換わると想定
◆◆◆◆従来従来従来従来ベースベースベースベース　　　　６６６６，，，，００００００００００００億円億円億円億円
　条件：伸長率５～１０％

１２

億円

４,０００億円

約８％伸長◆医療財政の逼迫

◆行政の追い風
◆患者さんの認知拡大

最大ベース

現状ベース

予測



キョーリンリメディオ　業績と今後の対応

１

４

７６

０８０８０８０８年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（予想予想予想予想））））

０

２

６９

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（実績実績実績実績））））

２

３

４４

０６０６０６０６年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（実績実績実績実績：：：：８８８８ヶヶヶヶ月分月分月分月分））））

－

１０

１００

１０１０１０１０年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（目標目標目標目標））））

△１当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

０営業利益営業利益営業利益営業利益

６５売上高売上高売上高売上高

０５０５０５０５年年年年５５５５月期月期月期月期
（（（（実績実績実績実績））））

単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

事業獲得事業獲得事業獲得事業獲得・・・・強化期強化期強化期強化期 事業育成事業育成事業育成事業育成・・・・成長期成長期成長期成長期

１３

体制構築期体制構築期体制構築期体制構築期

営業体制営業体制営業体制営業体制
　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ数数数数　　　　

Ｒ＆ＤＲ＆ＤＲ＆ＤＲ＆Ｄ体制体制体制体制
　　　　品揃品揃品揃品揃ええええ

生産体制生産体制生産体制生産体制
　　　　原価率原価率原価率原価率
　　　　品質品質品質品質
　　　　生産品目数生産品目数生産品目数生産品目数

●●●●卸卸卸卸ルートルートルートルートのののの整備整備整備整備

●●●●販社販社販社販社のののの重点化重点化重点化重点化をををを推進推進推進推進

●●●●卸卸卸卸ルートルートルートルートのののの整備整備整備整備

●●●●販社販社販社販社のののの重点化重点化重点化重点化をををを推進推進推進推進

　　　　　　　　病院層病院層病院層病院層のののの販売強化販売強化販売強化販売強化、、、、卸卸卸卸とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図るるるる
　　　　　　　　　　　　・・・・ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　約約約約３０３０３０３０名名名名→→→→６０６０６０６０名名名名→→→→７０７０７０７０名名名名　　　　

　　　　　　　　病院層病院層病院層病院層のののの販売強化販売強化販売強化販売強化、、、、卸卸卸卸とのとのとのとの連携連携連携連携をををを図図図図るるるる
　　　　　　　　　　　　・・・・ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　ＭＲ　約約約約３０３０３０３０名名名名→→→→６０６０６０６０名名名名→→→→７０７０７０７０名名名名　　　　

●●●●追補品追補品追補品追補品としてとしてとしてとして３３３３品目程度品目程度品目程度品目程度をををを
　　　　申請申請申請申請できるできるできるできるR&D体制体制体制体制
●●●●追補品追補品追補品追補品としてとしてとしてとして３３３３品目程度品目程度品目程度品目程度をををを
　　　　申請申請申請申請できるできるできるできるR&D体制体制体制体制

　　　　キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより
　　　　　　　　６６６６品目品目品目品目／／／／１２１２１２１２規格程度規格程度規格程度規格程度のののの申請申請申請申請をををを目指目指目指目指すすすす

　　　　キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬とのとのとのとの連携連携連携連携によりによりによりにより
　　　　　　　　６６６６品目品目品目品目／／／／１２１２１２１２規格程度規格程度規格程度規格程度のののの申請申請申請申請をををを目指目指目指目指すすすす

●●●●キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン基準基準基準基準のののの品質確保品質確保品質確保品質確保とととと
　　　　不採算品不採算品不採算品不採算品のののの整理整理整理整理
　（　（　（　（販売品目数販売品目数販売品目数販売品目数４５０４５０４５０４５０→→→→約約約約２００２００２００２００品目品目品目品目））））

●●●●キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬のののの受託生産受託生産受託生産受託生産６６６６品品品品

●●●●キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン基準基準基準基準のののの品質確保品質確保品質確保品質確保とととと
　　　　不採算品不採算品不採算品不採算品のののの整理整理整理整理
　（　（　（　（販売品目数販売品目数販売品目数販売品目数４５０４５０４５０４５０→→→→約約約約２００２００２００２００品目品目品目品目））））

●●●●キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬のののの受託生産受託生産受託生産受託生産６６６６品品品品

　　　　　　　　キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬からのからのからのからの受託生産受託生産受託生産受託生産
　　　　　　　　２０２０２０２０品目以上品目以上品目以上品目以上によりによりによりにより原価低減原価低減原価低減原価低減をををを図図図図るるるる
　　（　　（　　（　　（原価率原価率原価率原価率６５６５６５６５％）％）％）％）

　　　　　　　　キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬からのからのからのからの受託生産受託生産受託生産受託生産
　　　　　　　　２０２０２０２０品目以上品目以上品目以上品目以上によりによりによりにより原価低減原価低減原価低減原価低減をををを図図図図るるるる
　　（　　（　　（　　（原価率原価率原価率原価率６５６５６５６５％）％）％）％）

グループメリットグループメリットグループメリットグループメリットをををを活活活活かしたかしたかしたかした卸店政策卸店政策卸店政策卸店政策をををを強化強化強化強化

発売品目発売品目発売品目発売品目のののの増加増加増加増加にににに向向向向けけけけ、、、、国内外企業国内外企業国内外企業国内外企業とのとのとのとの提携提携提携提携をををを検討検討検討検討

国内国内国内国内ＧＥＧＥＧＥＧＥ市場拡大市場拡大市場拡大市場拡大のののの追追追追いいいい風風風風をををを掴掴掴掴むむむむ体制構築体制構築体制構築体制構築

～～～～１５０１５０１５０１５０
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０５０５０５０５年度年度年度年度 ０６０６０６０６年度年度年度年度 ０７０７０７０７年度年度年度年度 ０９０９０９０９年度年度年度年度

　　　　

　　　　　　　　　　　　キョーリングループキョーリングループキョーリングループキョーリングループ
　　　　　　　　ののののヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア事業事業事業事業

億円

２．ヘルスケア事業売上推移

１．ヘルスケア事業の構成

（（（（予想予想予想予想））））

５０

７３

８７

３．医薬事業に次ぐ、将来を担う新規事業の構築
　　②ドクターの推奨を得るヘルスケア事業

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬

ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラム
化粧品　他

キョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオ
点眼液を中心とするＯＴＣ

ミルトンミルトンミルトンミルトン ＯＴＣＯＴＣＯＴＣＯＴＣ他他他他

５０５０５０５０億円億円億円億円

キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬

ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラム

キョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオ

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期
　　　　売上高売上高売上高売上高８７８７８７８７億円億円億円億円

当初目標当初目標当初目標当初目標：：：：１０１０１０１０年年年年３３３３月期月期月期月期

　　　　売上高売上高売上高売上高100100100100億円億円億円億円

１４

＋＋＋＋αααα

当初目標当初目標当初目標当初目標をををを上回上回上回上回りりりり
売上高売上高売上高売上高100100100100億円以上億円以上億円以上億円以上をををを目指目指目指目指すすすす



ドクタープログラム業績と今後の対応

２

４

４１

０８０８０８０８年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（予想予想予想予想））））

１０％以上３００営業利益営業利益営業利益営業利益

２

２８

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

０

５

０５０５０５０５年年年年６６６６月期月期月期月期

０

８

０６０６０６０６年年年年１１１１月期月期月期月期

（（（（７７７７ヶヶヶヶ月分月分月分月分））））

５０

１０１０１０１０年年年年１１１１月期月期月期月期
（（（（目標目標目標目標））））

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

売上高売上高売上高売上高

　　　　単位単位単位単位：：：：億円億円億円億円

２００７２００７２００７２００７年度年度年度年度のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

◆新製品の投入　　　　
　　・新技術活用によるスキンケアアイテムの
　　　全品リニューアル
　　・エイジングケアシリーズを中心とする
　　　新製品１０品目以上

◆マーケティング強化　
　　・ブランド強化への対応
　　・会報誌の充実など

飛躍的成長飛躍的成長飛躍的成長飛躍的成長にににに向向向向けけけけ基礎固基礎固基礎固基礎固めめめめ　　　　
　　　　①①①①既存顧客既存顧客既存顧客既存顧客のののの掘掘掘掘りりりり起起起起こしこしこしこし
　　　　②②②②サンプルサンプルサンプルサンプルからからからから本商品本商品本商品本商品へのへのへのへの転換率転換率転換率転換率アップアップアップアップ

目標目標目標目標としたとしたとしたとした
顧客名簿数顧客名簿数顧客名簿数顧客名簿数
はははは達成達成達成達成

顧客名簿顧客名簿顧客名簿顧客名簿のののの　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　獲得獲得獲得獲得にににに注力注力注力注力

顧客名簿顧客名簿顧客名簿顧客名簿のののの　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　獲得獲得獲得獲得にににに注力注力注力注力

１５



　　　　キョーリンキョーリンキョーリンキョーリン製薬製薬製薬製薬：　：　：　：　主要開発品主要開発品主要開発品主要開発品のののの状況状況状況状況　　　　



備備備備　　　　考考考考特特特特　　　　徴徴徴徴起起起起　　　　源源源源薬薬薬薬　　　　効効効効
製品名製品名製品名製品名・・・・
開発開発開発開発コードコードコードコード

開発段階開発段階開発段階開発段階

海外海外海外海外国内国内国内国内

申請申請申請申請
（（（（05050505年年年年8888月月月月））））

申請申請申請申請

(04(04(04(04年年年年7777月月月月))))

＊＊＊＊承認承認承認承認

(07(07(07(07年年年年4444月月月月))))

メルクメルクメルクメルク社社社社
発売中発売中発売中発売中

メルクメルクメルクメルク社社社社
発売中発売中発売中発売中

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅠⅠⅠⅠ

○○○○ 効能追加効能追加効能追加効能追加
・・・・万有製薬万有製薬万有製薬万有製薬とととと共同開発共同開発共同開発共同開発

成人成人成人成人：：：：アレルギーアレルギーアレルギーアレルギー性鼻炎性鼻炎性鼻炎性鼻炎
１１１１日日日日１１１１回投与回投与回投与回投与でででで、ＬＴＤ、ＬＴＤ、ＬＴＤ、ＬＴＤ４４４４のののの遮断遮断遮断遮断によるによるによるによる鼻炎症状鼻炎症状鼻炎症状鼻炎症状
（（（（鼻閉鼻閉鼻閉鼻閉、、、、鼻漏鼻漏鼻漏鼻漏、、、、くしゃみくしゃみくしゃみくしゃみ））））のののの改善改善改善改善とととと共共共共にににに、、、、眠気眠気眠気眠気などなどなどなど
のののの副作用軽減副作用軽減副作用軽減副作用軽減がががが期待期待期待期待できるできるできるできる

メルクメルクメルクメルク社社社社
気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息
治療剤治療剤治療剤治療剤

キプレスキプレスキプレスキプレス錠錠錠錠
モンテルカストモンテルカストモンテルカストモンテルカスト

○○○○ 剤形追加剤形追加剤形追加剤形追加
○○○○ 新用量新用量新用量新用量
・・・・万有製薬万有製薬万有製薬万有製薬とととと共同開発共同開発共同開発共同開発

小児小児小児小児（（（（１１１１歳歳歳歳～～～～５５５５歳歳歳歳））））用用用用のののの新規製剤新規製剤新規製剤新規製剤メルクメルクメルクメルク社社社社気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息
治療剤治療剤治療剤治療剤

キプレスキプレスキプレスキプレス細粒細粒細粒細粒
４４４４ｍｇｍｇｍｇｍｇ

モンテルカストモンテルカストモンテルカストモンテルカスト

国内国内国内国内：：：： 小野薬品工業小野薬品工業小野薬品工業小野薬品工業とととと
　　　　　　　　　　　　　　　　共同開発共同開発共同開発共同開発････共同販売共同販売共同販売共同販売
　　　　（　　　　（　　　　（　　　　（予定予定予定予定））））

抗抗抗抗コリンコリンコリンコリン作用作用作用作用がががが強強強強くくくく、、、、口渇等口渇等口渇等口渇等のののの副作用軽減副作用軽減副作用軽減副作用軽減がががが
期待期待期待期待されるされるされるされる

自社自社自社自社過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱
治療剤治療剤治療剤治療剤

ウリトスウリトスウリトスウリトス錠錠錠錠

開発品一覧開発品一覧開発品一覧開発品一覧①①①①　（　（　（　（０７０７０７０７年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日現在日現在日現在日現在））））

＊：前回（０７年３月期第３四半期）からの変更点を示す

（（（（　　　　　　　　　　　　））））

（（（（　　　　　　　　　　　　　　　　））））

申請中申請中申請中申請中
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開発品一覧開発品一覧開発品一覧開発品一覧②②②②　（　（　（　（０７０７０７０７年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日現在日現在日現在日現在））））

日清製粉日清製粉日清製粉日清製粉グループグループグループグループ　　　　　　　　　　　　　　　　
日清日清日清日清ファルマファルマファルマファルマとととと共同開発共同開発共同開発共同開発

ββββ３３３３受容体作動薬受容体作動薬受容体作動薬受容体作動薬
膀胱膀胱膀胱膀胱におけるにおけるにおけるにおけるββββ３３３３受容体受容体受容体受容体のののの活性化活性化活性化活性化によりによりによりにより膀胱膀胱膀胱膀胱
をををを弛緩弛緩弛緩弛緩させさせさせさせ蓄尿機能蓄尿機能蓄尿機能蓄尿機能をををを高高高高めることがめることがめることがめることが期待期待期待期待されるされるされるされる

日清製粉日清製粉日清製粉日清製粉過過過過活動膀胱活動膀胱活動膀胱活動膀胱
治療剤治療剤治療剤治療剤

ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－２０４２０４２０４２０４
（（（（錠錠錠錠））））

＊Ｐｈ＊Ｐｈ＊Ｐｈ＊ＰｈⅡⅡⅡⅡ
（（（（07070707年年年年3333月月月月））））

ＤＰＰＤＰＰＤＰＰＤＰＰⅣⅣⅣⅣ阻害剤阻害剤阻害剤阻害剤。。。。インスリンインスリンインスリンインスリン分泌分泌分泌分泌ホルモンホルモンホルモンホルモンのののの分解分解分解分解
をををを抑抑抑抑えることによりえることによりえることによりえることにより血糖低下作用血糖低下作用血糖低下作用血糖低下作用をををを示示示示すすすす。。。。副作副作副作副作
用用用用のののの発現発現発現発現がががが少少少少ないないないない糖尿病治療糖尿病治療糖尿病治療糖尿病治療がががが期待期待期待期待されるされるされるされる

自社自社自社自社糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤ＫＲＰＫＲＰＫＲＰＫＲＰーーーー１０４１０４１０４１０４ＰｈＰｈＰｈＰｈⅠⅠⅠⅠ
（（（（06060606年年年年3333月月月月））））

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅠⅠⅠⅠ
（（（（06060606年年年年7777月月月月））））

マルホマルホマルホマルホとのとのとのとの共同開発共同開発共同開発共同開発　　　　　　　　　　　　
　　　　基本契約解消基本契約解消基本契約解消基本契約解消

日本初日本初日本初日本初ののののネイルラッカーネイルラッカーネイルラッカーネイルラッカー製剤製剤製剤製剤自社自社自社自社爪白癬治療剤爪白癬治療剤爪白癬治療剤爪白癬治療剤塩酸塩酸塩酸塩酸アモロルフィンアモロルフィンアモロルフィンアモロルフィン

ネイルラッカーネイルラッカーネイルラッカーネイルラッカー
ｶｶｶｶﾞ゙゙゙ﾙﾃﾙﾃﾙﾃﾙﾃﾞ゙゙゙ﾙﾏﾙﾏﾙﾏﾙﾏ社社社社
発売中発売中発売中発売中

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅢⅢⅢⅢ
（（（（04040404年年年年1111月月月月））））

万有製薬万有製薬万有製薬万有製薬とととと共同開発共同開発共同開発共同開発成人成人成人成人：：：：気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息
　　　　　　　　　　　　　　　　剤形追加剤形追加剤形追加剤形追加（（（（注射剤注射剤注射剤注射剤））））

メルクメルクメルクメルク社社社社気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息
治療剤治療剤治療剤治療剤

モンテルカストモンテルカストモンテルカストモンテルカスト　　　　
（（（（注射剤注射剤注射剤注射剤））））

メルクメルクメルクメルク社社社社
ＰｈＰｈＰｈＰｈⅢⅢⅢⅢ

＊Ｐｈ＊Ｐｈ＊Ｐｈ＊ＰｈⅢⅢⅢⅢ
（（（（07070707年年年年2222月月月月））））

日清製粉日清製粉日清製粉日清製粉グループグループグループグループ　　　　　　　　　　　　　　　　
日清日清日清日清ファルマファルマファルマファルマとととと共同開発共同開発共同開発共同開発

選択性選択性選択性選択性のののの高高高高いいいいββββ３３３３受容体作動薬受容体作動薬受容体作動薬受容体作動薬｡｡｡｡
従来従来従来従来ののののββββ3333作動薬作動薬作動薬作動薬にににに比比比比べてべてべてべて心心心心へのへのへのへの影響影響影響影響がががが少少少少なななな
くくくく、、、、肥満肥満肥満肥満をををを改善改善改善改善することがすることがすることがすることが期待期待期待期待されるされるされるされる

日清製粉日清製粉日清製粉日清製粉抗肥満剤抗肥満剤抗肥満剤抗肥満剤ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－２０４２０４２０４２０４
（（（（錠錠錠錠））））

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ
（（（（04040404年年年年10101010月月月月））））

大日本住友製薬大日本住友製薬大日本住友製薬大日本住友製薬とととと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
共同開発共同開発共同開発共同開発（（（（国内国内国内国内のみのみのみのみ））））

アルドースアルドースアルドースアルドース還元酵素還元酵素還元酵素還元酵素をををを強力強力強力強力にににに阻害阻害阻害阻害することによすることによすることによすることによ
りりりり細胞内細胞内細胞内細胞内ののののソルビトールソルビトールソルビトールソルビトール蓄積蓄積蓄積蓄積をををを抑制抑制抑制抑制しししし、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病
性神経障害性神経障害性神経障害性神経障害をををを改善改善改善改善するするするする

大日本大日本大日本大日本　　　　　　　　
住友製薬住友製薬住友製薬住友製薬

糖尿病合併症糖尿病合併症糖尿病合併症糖尿病合併症
治療剤治療剤治療剤治療剤

ＡＳ－ＡＳ－ＡＳ－ＡＳ－３２０１３２０１３２０１３２０１
（（（（錠錠錠錠））））

大日本住友大日本住友大日本住友大日本住友
ＰｈＰｈＰｈＰｈⅢⅢⅢⅢ

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ
（（（（05050505年年年年3333月月月月））））

ＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲααααののののａｇｏｎｉｓｔ。ａｇｏｎｉｓｔ。ａｇｏｎｉｓｔ。ａｇｏｎｉｓｔ。中性脂肪等脂質代謝改中性脂肪等脂質代謝改中性脂肪等脂質代謝改中性脂肪等脂質代謝改
善作用善作用善作用善作用にににに加加加加えてえてえてえて、、、、糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病にににに対対対対するするするする有効性有効性有効性有効性がががが期期期期
待待待待されるされるされるされる

自社自社自社自社脂質代謝改善脂質代謝改善脂質代謝改善脂質代謝改善////
糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤

ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－１０１１０１１０１１０１
（（（（錠錠錠錠））））

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ
（（（（04040404年年年年6666月月月月））））

備備備備　　　　考考考考特特特特　　　　徴徴徴徴起起起起　　　　源源源源薬薬薬薬　　　　効効効効製品名製品名製品名製品名・・・・
開発開発開発開発コードコードコードコード

開発段階開発段階開発段階開発段階

海外海外海外海外国内国内国内国内

＊：前回（０７年３月期第３四半期）からの変更点を示す

（（（（　　　　　　　　　　　　　　　　））））

（（（（　　　　　　　　　　　　　　　　））））

（（（（　　　　　　　　　　　　　　　　））））

ＰＯＣＰＯＣＰＯＣＰＯＣプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト及及及及びびびびＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ～～～～ⅢⅢⅢⅢ
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開発品一覧開発品一覧開発品一覧開発品一覧③③③③　（　（　（　（０７０７０７０７年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日現在日現在日現在日現在））））

選択性選択性選択性選択性のののの高高高高いいいいＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲααααａｇｏｎｉｓｔ。ＫＲＰ－ａｇｏｎｉｓｔ。ＫＲＰ－ａｇｏｎｉｓｔ。ＫＲＰ－ａｇｏｎｉｓｔ。ＫＲＰ－１０１１０１１０１１０１
よりもさらによりもさらによりもさらによりもさらにＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲＰＰＡＲαααα受容体受容体受容体受容体にににに対対対対してしてしてして選択性選択性選択性選択性がががが
高高高高いいいい。。。。脂質改善作用脂質改善作用脂質改善作用脂質改善作用にににに加加加加ええええ、、、、アディポネクチンアディポネクチンアディポネクチンアディポネクチン
のののの増加増加増加増加、、、、レプチンレプチンレプチンレプチンのののの減少減少減少減少、、、、体重増加抑制作用体重増加抑制作用体重増加抑制作用体重増加抑制作用なななな
どがどがどがどが動物実験動物実験動物実験動物実験でででで確認確認確認確認されておりされておりされておりされており、、、、新新新新たなたなたなたな脂質改脂質改脂質改脂質改
善剤善剤善剤善剤としてとしてとしてとして期待期待期待期待されるされるされるされる

自社自社自社自社脂質代謝改善脂質代謝改善脂質代謝改善脂質代謝改善ＫＲＰＫＲＰＫＲＰＫＲＰーーーー１０５１０５１０５１０５　　　　前臨床前臨床前臨床前臨床　　　　
　　　　　　　　　　　　

備備備備　　　　考考考考特特特特　　　　徴徴徴徴起起起起　　　　源源源源薬薬薬薬　　　　効効効効製品名製品名製品名製品名・・・・
開発開発開発開発コードコードコードコード

開発段階開発段階開発段階開発段階

海外海外海外海外国内国内国内国内

ノバルティスノバルティスノバルティスノバルティス社社社社とととと
ライセンスライセンスライセンスライセンス契約契約契約契約（（（（06060606年年年年2222月月月月））））

ＳＳＳＳ１１１１ＰＰＰＰ受容体受容体受容体受容体アゴニストアゴニストアゴニストアゴニスト。。。。新規新規新規新規メカニズムメカニズムメカニズムメカニズムをををを有有有有すすすす
るるるる免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤。。。。既存既存既存既存のののの免疫抑制剤免疫抑制剤免疫抑制剤免疫抑制剤にににに比比比比べてべてべてべて安安安安
全性全性全性全性がががが高高高高くくくく、、、、かつかつかつかつ優優優優れたれたれたれた併用効果併用効果併用効果併用効果がががが期待期待期待期待されるされるされるされる

自社自社自社自社臓器移植臓器移植臓器移植臓器移植、、、、
自己免疫疾患自己免疫疾患自己免疫疾患自己免疫疾患

ＫＲＰＫＲＰＫＲＰＫＲＰーーーー２０３２０３２０３２０３ＰｈＰｈＰｈＰｈⅠⅠⅠⅠ
準備中準備中準備中準備中

＊：前回（０７年３月期第３四半期）からの変更点を示すＰＯＣＰＯＣＰＯＣＰＯＣプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト
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開発品一覧開発品一覧開発品一覧開発品一覧④④④④　（　（　（　（０７０７０７０７年年年年５５５５月月月月１４１４１４１４日現在日現在日現在日現在））））

・・・・日本日本日本日本、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、　、　、　、　台湾台湾台湾台湾をををを除除除除くくくく全世界全世界全世界全世界におけるにおけるにおけるにおける
　　　　　　　　独占的独占的独占的独占的なななな開発開発開発開発、、、、販売権販売権販売権販売権をををを供与供与供与供与

＊＊＊＊間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎：：：：０７０７０７０７年年年年１１１１月月月月にににに結果結果結果結果をををを公表公表公表公表

自社自社自社自社

気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息

治療薬治療薬治療薬治療薬

間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎

治療薬治療薬治療薬治療薬

海外海外海外海外ＰｈＰｈＰｈＰｈⅢⅢⅢⅢ
（（（（気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息：：：：

06060606年年年年11111111月月月月））））

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ／／／／ⅢⅢⅢⅢ
（（（（間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎間質性膀胱炎：：：：

05050505年年年年5555月月月月））））

米国米国米国米国

メディシノバメディシノバメディシノバメディシノバ社社社社
ＫＣＡＫＣＡＫＣＡＫＣＡーーーー７５７７５７７５７７５７

・・・・移植用移植用移植用移植用のののの免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤としてとしてとしてとして、、、、全世界全世界全世界全世界のののの開発及開発及開発及開発及びびびび
　　　　販売権販売権販売権販売権、、、、自己免疫疾患及自己免疫疾患及自己免疫疾患及自己免疫疾患及びそのびそのびそのびその他他他他のののの疾患用剤疾患用剤疾患用剤疾患用剤

　　　　としてとしてとしてとして、、、、日本日本日本日本、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、台湾台湾台湾台湾をををを除除除除くくくく全世界全世界全世界全世界のののの
　　　　開発及開発及開発及開発及びびびび販売権販売権販売権販売権（（（（なおなおなおなお、、、、炎症性腸疾患用剤炎症性腸疾患用剤炎症性腸疾患用剤炎症性腸疾患用剤としとしとしとし
　　　　てはてはてはては、、、、全世界全世界全世界全世界のののの権利権利権利権利をををを留保留保留保留保しているしているしているしている））））をををを供与供与供与供与

　（　（　（　（０６０６０６０６年年年年２２２２月月月月））））

自社自社自社自社
臓器移植臓器移植臓器移植臓器移植、、、、

自己免疫疾患自己免疫疾患自己免疫疾患自己免疫疾患
海外海外海外海外ＰｈＰｈＰｈＰｈⅠⅠⅠⅠ
準備中準備中準備中準備中

スイススイススイススイス
ノバルティスノバルティスノバルティスノバルティス社社社社

ＫＲＰＫＲＰＫＲＰＫＲＰーーーー２０３２０３２０３２０３

・・・・多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症多発性硬化症のののの適応適応適応適応でのでのでのでの日本日本日本日本、、、、中国中国中国中国、、、、韓国韓国韓国韓国、、、、

　　　　台湾台湾台湾台湾をををを除除除除くくくく全世界全世界全世界全世界におけるにおけるにおけるにおける独占的独占的独占的独占的なななな開発開発開発開発、、、、製造製造製造製造

　　　　販売権販売権販売権販売権をををを供与供与供与供与（（（（０４０４０４０４年年年年１０１０１０１０月月月月））））

＊＊＊＊０７０７０７０７年年年年３３３３月途中経過月途中経過月途中経過月途中経過をををを発表発表発表発表

自社自社自社自社脳血管障害治療薬脳血管障害治療薬脳血管障害治療薬脳血管障害治療薬
　　　　海外海外海外海外ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ

（（（（05050505年年年年8888月月月月））））

米国米国米国米国

メディシノバメディシノバメディシノバメディシノバ社社社社
ケタスケタスケタスケタス

国内国内国内国内ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ

（（（（06060606年年年年4444月月月月））））

ーーーー

開発段階開発段階開発段階開発段階

・・・・共同研究共同研究共同研究共同研究

・・・・独占的独占的独占的独占的ライセンスライセンスライセンスライセンスにににに関関関関するするするする契約締結契約締結契約締結契約締結（（（（０４０４０４０４年年年年７７７７月月月月））））

自社自社自社自社

米国米国米国米国メルクメルクメルクメルク社社社社
合成抗菌剤合成抗菌剤合成抗菌剤合成抗菌剤

米国米国米国米国

メルクメルクメルクメルク社社社社
未定未定未定未定

・・・・アラガンアラガンアラガンアラガン社社社社よりよりよりより導入導入導入導入

　（　（　（　（ガチフロキサシンガチフロキサシンガチフロキサシンガチフロキサシン点眼液点眼液点眼液点眼液ののののクロスライセンスクロスライセンスクロスライセンスクロスライセンス））））

・・・・千寿製薬千寿製薬千寿製薬千寿製薬にににに導出導出導出導出（（（（０４０４０４０４年年年年５５５５月月月月））））

＊＊＊＊０７０７０７０７年年年年３３３３月終了月終了月終了月終了

米国米国米国米国

アラガンアラガンアラガンアラガン社社社社
緑内障治療薬緑内障治療薬緑内障治療薬緑内障治療薬千寿製薬千寿製薬千寿製薬千寿製薬

アルファガンアルファガンアルファガンアルファガン////

アルファガンアルファガンアルファガンアルファガンＰＰＰＰ

備備備備　　　　　　　　考考考考起起起起　　　　源源源源薬薬薬薬　　　　効効効効
導出先導出先導出先導出先・・・・

共同研究先共同研究先共同研究先共同研究先
製品名製品名製品名製品名・・・・開発開発開発開発コードコードコードコード

導出品導出品導出品導出品のののの状況状況状況状況 ＊：前回（０７年３月期第３四半期）からの変更点を示す

１９



　　　　

参考資料参考資料参考資料参考資料
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



ビストナー事業ファンドの状況

　　　　

　　　　　　　　・・・・設設設設 立立立立 ２０００２０００２０００２０００年年年年９９９９月月月月
　　　　　　　　・・・・出資額出資額出資額出資額 ５０５０５０５０億円億円億円億円（（（（既出資額既出資額既出資額既出資額　　　　４２４２４２４２億円億円億円億円））））
　　　　　　　　・・・・投資状況投資状況投資状況投資状況 既投資先既投資先既投資先既投資先２７２７２７２７件件件件、、、、投資額投資額投資額投資額 ２７２７２７２７億円億円億円億円

コスメティックコスメティックコスメティックコスメティック領域領域領域領域　　　　　　　　３３３３件件件件

環境環境環境環境・・・・そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２件件件件

健康食品領域健康食品領域健康食品領域健康食品領域　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３件件件件

医療関連領域医療関連領域医療関連領域医療関連領域　　　　　　　　　　　　１２１２１２１２件件件件

創薬関連医薬領域創薬関連医薬領域創薬関連医薬領域創薬関連医薬領域　　　　７７７７件件件件

対象領域対象領域対象領域対象領域

●●●●ファンドファンドファンドファンドのののの運用管理強化運用管理強化運用管理強化運用管理強化によりによりによりにより、、、、投資先投資先投資先投資先のののの早期早期早期早期ビジネスビジネスビジネスビジネス化化化化
●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア・・・・ウェルネスウェルネスウェルネスウェルネス領域領域領域領域をををを中心中心中心中心としたとしたとしたとした投資領域投資領域投資領域投資領域のののの選択選択選択選択

健康食品健康食品健康食品健康食品
領域領域領域領域

セーフテックセーフテックセーフテックセーフテック　　　　　　　　　　　　　　　　
①８６①８６①８６①８６百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　　　　　
②②②②無臭大豆粉無臭大豆粉無臭大豆粉無臭大豆粉のののの　　　　
　　　　　　　　製造販売等製造販売等製造販売等製造販売等

創薬領域創薬領域創薬領域創薬領域

医療領域医療領域医療領域医療領域

コスメティックスコスメティックスコスメティックスコスメティックス　　　　
領域領域領域領域

ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラム　　　　
①２①２①２①２,８２１８２１８２１８２１百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　

②②②②スキンケアスキンケアスキンケアスキンケア用品用品用品用品のののの　　　　
　　　　開発開発開発開発・・・・販売販売販売販売

環境環境環境環境・・・・
そのそのそのその他他他他

医療電子精工医療電子精工医療電子精工医療電子精工　　　　　　　　　　　　
①①①①－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　
②②②②ＣＣＣＣ型肝炎型肝炎型肝炎型肝炎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　温熱治療装置開発温熱治療装置開発温熱治療装置開発温熱治療装置開発

バイオセレントバイオセレントバイオセレントバイオセレント　　　　　　　　　　　　
　　　　①５６①５６①５６①５６百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　　　　　
　　　　②②②②バイオバイオバイオバイオ活性産廃活性産廃活性産廃活性産廃
　　　　　　　　　　　　　　　　分解等分解等分解等分解等

ＪＭＡ　　　　　　　　ＪＭＡ　　　　　　　　ＪＭＡ　　　　　　　　ＪＭＡ　　　　　　　　
①８４①８４①８４①８４百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　　　　　　　　　
②②②②医療施設医療施設医療施設医療施設・・・・機器機器機器機器　　　　
　　　　賃貸賃貸賃貸賃貸

①売上高
②主な事業内容

２０



０

２

６９

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

１

４

７６

０８０８０８０８年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

２

３

４４

０６０６０６０６年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（８８８８ヶヶヶヶ月分月分月分月分））））

当期純利益

営業利益

売上高

キョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオキョーリンリメディオ

２

３

２８

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

２

４

４１

０８０８０８０８年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

０

０

８

０６０６０６０６年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（７７７７ヶヶヶヶ月分月分月分月分））））

当期純利益

営業利益

売上高

ドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラムドクタープログラム

４７

７６

６６１

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期

４５

７３

７０６

０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

４８

８８

６７４

０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

当期純利益

営業利益

売上高

杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬

主な子会社の業績と予想

単位：億円

２１



２００７年３月期　決算概要

財務諸表の概況



損益計算書の概要：連結－①

（単位：百万円）

２２２２，，，，２４５２４５２４５２４５64.4%7.4%５５５５，，，，７３４７３４７３４７３４4.7%３３３３，，，，４８８４８８４８８４８８後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品

▲▲▲▲１１１１，，，，３３０３３０３３０３３０▲2.1%81.7%６２６２６２６２，，，，９５１９５１９５１９５１86.8%６４６４６４６４，，，，２８１２８１２８１２８１新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

▲▲▲▲１１４１１４１１４１１４▲9.2%1.5%１１１１，，，，１３３１３３１３３１３３1.7%１１１１，，，，２４８２４８２４８２４８そのそのそのその他他他他

前年増減額前年増減額前年増減額前年増減額前同比前同比前同比前同比売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績

２２２２，，，，２３７２３７２３７２３７44.4%9.4%７７７７，，，，２７３２７３２７３２７３6.8%５５５５，，，，０３５０３５０３５０３５ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

▲▲▲▲２２２２，，，，８１３８１３８１３８１３▲32.8%7.5%５５５５，，，，７６２７６２７６２７６２11.6%８８８８，，，，５７５５７５５７５５７５　　　　海外海外海外海外

１１１１，，，，４８３４８３４８３４８３2.7%74.2%５７５７５７５７，，，，１８８１８８１８８１８８75.2%５５５５５５５５，，，，７０５７０５７０５７０５　　　　国内国内国内国内

３３３３，，，，０３８０３８０３８０３８4.1%100.0%７７７７７７７７，，，，０９３０９３０９３０９３100.0%７４７４７４７４，，，，０５４０５４０５４０５４売上高売上高売上高売上高

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

＜＜＜＜当期当期当期当期ののののポイントポイントポイントポイント＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　対前年対前年対前年対前年　　　　　　　　　　　　　　　　
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　７７７７７７７７,,,,０９３０９３０９３０９３百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋３３３３,,,,０３８０３８０３８０３８百万円百万円百万円百万円））））

　　　　●●●●国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品　　　　 ５７５７５７５７,,,,１８８１８８１８８１８８百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋１１１１,,,,４８３４８３４８３４８３百万円百万円百万円百万円））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６.３実績　　０７.３実績（億円）

　　・キプレス　　　　１３４　→　１５０（＋１６）

　　・ペンタサ　　　　　７３　→　　８０（＋　７）

　　・ムコダイン　　　１９９　→　２０４（＋　５）

　　　　●●●●海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　５５５５,,,,７６２７６２７６２７６２百万円百万円百万円百万円　　　　 （（（（▲▲▲▲２２２２,,,,８１３８１３８１３８１３百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　・ガチフロキサシン　６７　→　　３２（▲３５）

　　＊米国ＢＭＳ社テクイン販売中止

　　＊導出品の契約に関する一時金収入等

　　　　●●●●後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　５５５５，，，，７３４７３４７３４７３４百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋２２２２,,,,２４５２４５２４５２４５百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　　　●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　７７７７,,,,２７３２７３２７３２７３百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋２２２２,,,,２３７２３７２３７２３７百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　・ミルトン 　　 　　２１　→ 　　　２１（±　０）　　　　　
　　・ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ社　　　８　→　　２８（＋２０）

　●●●●そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１,,,,１３３１３３１３３１３３百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　１１４１１４１１４１１４百万円百万円百万円百万円））））

＜＜＜＜適応範囲及適応範囲及適応範囲及適応範囲及びびびび持分法持分法持分法持分法のののの適用適用適用適用についてについてについてについて＞＞＞＞
連結子会社９社：杏林製薬（株）　（株)杏文堂　
　　　　　　　（株）ビストナー　　　キョーリンリメディオ（株）
　　　　　　　　ドクタープログラム（株）　　　Kyorin USA,Inc.
　　　　　　　　Kyorin Europe GmbH　　ActivX Biosciences,Inc.
　　　　　　　　ビストナー壱号投資事業有限責任組合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
持分法適用会社２社：日清キョーリン製薬（株）　　日本理化学薬品（株)

２２＊＊＊＊０６０６０６０６年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績（（（（連結連結連結連結））））はははは杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬（（（（株株株株））））のののの数値数値数値数値、、、、０７０７０７０７年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績はははは（（（（株株株株））））キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンのののの数値数値数値数値をををを示示示示すすすす



損益計算書の概要：連結－②

（単位：百万円）

＜＜＜＜当期当期当期当期ののののポイントポイントポイントポイント＞＞＞＞

３３３３，，，，０３８０３８０３８０３８4.1%100.0%７７７７７７７７，，，，０９３０９３０９３０９３100.0%７４７４７４７４，，，，０５４０５４０５４０５４売上高売上高売上高売上高

前年増減額前年増減額前年増減額前年増減額前同比前同比前同比前同比売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績

▲▲▲▲３８６３８６３８６３８６▲7.4%6.3%４４４４，，，，８４２８４２８４２８４２7.1%５５５５，，，，２２８２２８２２８２２８当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

▲▲▲▲３２８３２８３２８３２８▲50.3%0.4%３２４３２４３２４３２４0.9%６５３６５３６５３６５３法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額

５６１５６１５６１５６１22.1%4.0%３３３３，，，，１００１００１００１００3.4%２２２２，，，，５３９５３９５３９５３９　法人税・住民税

　　　　　及び事業税

▲▲▲▲２１１２１１２１１２１１▲2.5%10.7%８８８８，，，，２５５２５５２５５２５５11.4%８８８８，，，，４６６４６６４６６４６６税金等調整前税金等調整前税金等調整前税金等調整前

当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

３６６３６６３６６３６６

▲▲▲▲２３２２３２２３２２３２

140.9%

▲18.5%

0.8%

1.3%

６２６６２６６２６６２６

１１１１，，，，０２７０２７０２７０２７

0.3%

1.7%

２６０２６０２６０２６０

１１１１，，，，２５９２５９２５９２５９

　特別利益

　特別損失

▲▲▲▲８１０８１０８１０８１０▲8.6%11.2%８８８８，，，，６５５６５５６５５６５５12.8%９９９９，，，，４６５４６５４６５４６５経常利益経常利益経常利益経常利益　

　　　　　　　　 ３８３８３８３８

２７３２７３２７３２７３

　4.5%

70.6%

1.2%

0.9%

９０２９０２９０２９０２

６６０６６０６６０６６０

1.2%

0.5%

８６３８６３８６３８６３

３８７３８７３８７３８７

　営業外収益

　営業外費用

▲▲▲▲５７５５７５５７５５７５▲6.4%10.9%８８８８，，，，４１３４１３４１３４１３12.1%８８８８，，，，９８９９８９９８９９８９営業利益営業利益営業利益営業利益

▲▲▲▲４８９４８９４８９４８９

（（（（▲▲▲▲１１１１，，，，４９７４９７４９７４９７））））

▲1.3% 

(▲14.8%)

49.4%

11.2%

３８３８３８３８，，，，０５９０５９０５９０５９

((((８８８８，，，，６０９６０９６０９６０９））））

52.1%

13.6%

３８３８３８３８，，，，５４９５４９５４９５４９

((((１０１０１０１０，，，，１０７１０７１０７１０７））））

販売費及び一般管理費

（うち研究費）

▲▲▲▲１１１１，，，，０６５０６５０６５０６５▲2.2%60.3%４６４６４６４６，，，，４７３４７３４７３４７３64.2%４７４７４７４７，，，，５３８５３８５３８５３８売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

４４４４，，，，１０４１０４１０４１０４15.5%39.7%３０３０３０３０，，，，６２０６２０６２０６２０35.8%２６２６２６２６，，，，５１５５１５５１５５１５売上原価売上原価売上原価売上原価

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

２３

◆◆◆◆原原原原 価価価価 率率率率：：：：前年比前年比前年比前年比 3.93.93.93.9ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇　　　　(35.8(35.8(35.8(35.8％％％％→→→→39.739.739.739.7％％％％))))

　　　　＊上昇要因：薬価改定（６．３％）、能代工場新製剤棟

　　　　　　　　　の稼働に伴う減価償却費の増加等　　　　

　　　　　　　

◆研究開発費率研究開発費率研究開発費率研究開発費率：：：：前年比前年比前年比前年比 2.42.42.42.4ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(13.6(13.6(13.6(13.6％％％％→→→→11.211.211.211.2％％％％))))　　　　
　　　　＊101億円→86億円（約15億円減少)　　　　　　　　　　　
　　　共同開発品の開発費用の０７年度への期ズレ

◆販管費率販管費率販管費率販管費率((((除除除除RRRR＆＆＆＆DDDD費費費費))))：：：：前年比前年比前年比前年比 0.20.20.20.2ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(38.4(38.4(38.4(38.4％％％％→→→→38.238.238.238.2％％％％))))　　　　

■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　８８８８，，，，４１３４１３４１３４１３百万円百万円百万円百万円（（（（▲▲▲▲５７５５７５５７５５７５百万円百万円百万円百万円）　）　）　）　
　　　　＊営業利益率は１０.９％と１.２ポイント減少

■■■■　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益　　　４４４４，，，，８４２８４２８４２８４２百万円百万円百万円百万円（（（（▲▲▲▲３８６３８６３８６３８６百万円百万円百万円百万円）　）　）　）　

■■■■　　　　配当配当配当配当　　　　３０３０３０３０円円円円００００００００銭銭銭銭　　　　配当性向配当性向配当性向配当性向　　　　　　　　４６４６４６４６．．．．２２２２％％％％

＊＊＊＊０６０６０６０６年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績（（（（連結連結連結連結））））はははは杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬（（（（株株株株））））のののの数値数値数値数値、、、、０７０７０７０７年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績はははは（（（（株株株株））））キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンのののの数値数値数値数値をををを示示示示すすすす



株式会社キョーリン　連結業績予想

（単位：百万円）

６７６７６７６７5.9%1.4%１１１１，，，，２００２００２００２００1.5%１１１１，，，，１３３１３３１３３１３３そのそのそのその他他他他

８７８７８７８７1.0%10.2%８８８８，，，，５００５００５００５００10.9%８８８８，，，，４１３４１３４１３４１３営業利益営業利益営業利益営業利益

４４５４４５４４５４４５5.1%10.9%９９９９，，，，１００１００１００１００11.2%８８８８，，，，６５５６５５６５５６５５経常利益経常利益経常利益経常利益　

１５８１５８１５８１５８3.3%6.0%５５５５，，，，００００００００００００6.3%４４４４，，，，８４２８４２８４２８４２当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

６６６６６６６６６６６６11.6%7.7%６６６６，，，，４００４００４００４００7.4%５５５５，，，，７３４７３４７３４７３４後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品

４４４４，，，，３４９３４９３４９３４９6.9%80.5%６７６７６７６７，，，，３００３００３００３００81.7%６２６２６２６２，，，，９５１９５１９５１９５１新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

前年増減額前年増減額前年増減額前年増減額前同比前同比前同比前同比売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績

１１１１，，，，４２７４２７４２７４２７19.6%10.4%８８８８，，，，７００７００７００７００9.4%７７７７，，，，２７３２７３２７３２７３ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

▲▲▲▲１１１１，，，，５６２５６２５６２５６２▲27.1%5.0%４４４４，，，，２００２００２００２００7.5%５５５５，，，，７６２７６２７６２７６２　　　　海外海外海外海外

５５５５，，，，９１２９１２９１２９１２10.3%75.5%６３６３６３６３，，，，１００１００１００１００74.2%５７５７５７５７，，，，１８８１８８１８８１８８　　　　国内国内国内国内

６６６６，，，，５０７５０７５０７５０７8.4%100.0%８３８３８３８３，，，，６００６００６００６００100.0%７７７７７７７７，，，，０９３０９３０９３０９３売上高売上高売上高売上高

０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期 ＜＜＜＜予想予想予想予想ののののポイントポイントポイントポイント＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　対前年対前年対前年対前年　　　　　　　　　　　　　　　　
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　８３８３８３８３,,,,６００６００６００６００百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋６６６６,,,,５０７５０７５０７５０７百万円百万円百万円百万円））））

　　　　●●●●国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品　　　　 ６３６３６３６３,,,,１００１００１００１００百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋５５５５,,,,９１２９１２９１２９１２百万円百万円百万円百万円））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０７.３実績　　０８.３予想（億円）

　　・キプレス　　　　１５０　→　１６３（＋１３）

　　・ペンタサ　　　　　８０　→　　８９（＋　９）

　　・ムコダイン　　　２０４　→　２１０（＋　６）

　＊ウリトス売上予想は薬価収載後開示予定

　　　　●●●●海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　４４４４,,,,２００２００２００２００百万円百万円百万円百万円　　　　 （（（（▲▲▲▲１１１１,,,,５６２５６２５６２５６２百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　・ガチフロキサシン　３２　→　　３０（▲　２）

　＊導出品の契約に関する一時金収入等の減少

　　　　●●●●後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　６６６６,,,,４００４００４００４００百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋６６６６６６６６６６６６百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　　　●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　８８８８,,,,７００７００７００７００百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋１１１１,,,,４２７４２７４２７４２７百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　・ミルトン 　　 　　２１　→ 　　　２２（＋　１）　　　　　
　　・ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ社　　２８　→　　４１（＋１３）

　●●●●そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１１１,,,,２００２００２００２００百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　（＋　（＋　（＋　（＋　６７６７６７６７百万円百万円百万円百万円））））

■■■■営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　　　　８８８８,,,,５００５００５００５００百万円百万円百万円百万円　　　　　（＋　　　　　（＋　　　　　（＋　　　　　（＋８７８７８７８７百万円百万円百万円百万円））））

◆◆◆◆原価率原価率原価率原価率・・・・・・・・・・・・前年比約前年比約前年比約前年比約１１１１ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下

◆◆◆◆研究開発費率研究開発費率研究開発費率研究開発費率・・・・・・・・・・・・前年比前年比前年比前年比２２２２ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇（（（（11.2%11.2%11.2%11.2%→→→→13.2%13.2%13.2%13.2%））））

＊＊＊＊研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費：：：：８６８６８６８６億円億円億円億円→→→→１１０１１０１１０１１０億円億円億円億円（（（（24242424億円増億円増億円増億円増））））

◆◆◆◆販管費率販管費率販管費率販管費率((((R&DR&DR&DR&D費費費費除除除除くくくく））））・・・・・・・・・・・・ほぼほぼほぼほぼ横横横横バイバイバイバイ

■■■■当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益　　　　５５５５,,,,００００００００００００百万円百万円百万円百万円　　　　　（＋　　　　　（＋　　　　　（＋　　　　　（＋１５８１５８１５８１５８百万円百万円百万円百万円））））

■■■■配当配当配当配当　　　　３０３０３０３０円円円円００００００００銭銭銭銭（（（（予想予想予想予想））））

２４



（単位：百万円）

貸借対照表の概要：連結

２５

＜当期のポイント＞

■■■■流動資産：　５,１４１百万円増
　・現金、預金の減少　　　　　　　（１,８４４百万円減）

　・受取手形、売掛金の増加　　（４,７６２百万円増）

　・有価証券の増加　　　 　　　　（９９９百万円増）

　・棚卸資産の増加　　　　　　　（８４６百万円増）

　・その他流動資産の増加　　　（３７７百万円増）

■固定資産：　２,４５５百万円減
　・有形固定資産の減少　　　　　（１,７２６百万円減）

　・無形固定資産の減少　　　　　　（１,６０３百万円減）

　・投資その他の増加　　　　　　（８７４百万円増）

■ 流動負債：　１,５７４百万円増

　・支払手形及び買掛金の増加（３,０９７百万円増）

　・その他流動負債の減少　　　（１,５２３百万円減）

■ 固定負債：　１,５５８百万円減

　　　　　　　　　

１９１９１９１９，，，，６３７６３７６３７６３７
４４４４，，，，１１６１１６１１６１１６

３５３５３５３５，，，，４２４４２４４２４４２４

２１２１２１２１，，，，３６３３６３３６３３６３
５５５５，，，，７２０７２０７２０７２０

３４３４３４３４，，，，５５０５５０５５０５５０

　有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他

▲▲▲▲６１６６１６６１６６１６ーーーーーーーー0.5%0.5%0.5%0.5%６１６６１６６１６６１６少数株主持分少数株主持分少数株主持分少数株主持分

３３３３，，，，２５５２５５２５５２５５78.2%78.2%78.2%78.2%９６９６９６９６，，，，９２２９２２９２２９２２77.2%77.2%77.2%77.2%９３９３９３９３，，，，６６７６６７６６７６６７株主資本株主資本株主資本株主資本

100.0%100.0%100.0%100.0%

78.7%78.7%78.7%78.7%

1.0%1.0%1.0%1.0%

21.3%21.3%21.3%21.3%

6.2%6.2%6.2%6.2%

15.1%15.1%15.1%15.1%

100.0%100.0%100.0%100.0%

50.8%50.8%50.8%50.8%

49.2%49.2%49.2%49.2%

構成比構成比構成比構成比 前期末増減前期末増減前期末増減前期末増減構成比構成比構成比構成比実実実実　　　　績績績績実実実実　　　　績績績績

２２２２，，，，６８６６８６６８６６８６100.0%100.0%100.0%100.0%１２４１２４１２４１２４，，，，０３９０３９０３９０３９１２１１２１１２１１２１，，，，３５３３５３３５３３５３負債及負債及負債及負債及びびびび純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

２２２２，，，，６７０６７０６７０６７０79.2%79.2%79.2%79.2%９８９８９８９８，，，，１７８１７８１７８１７８９５９５９５９５，，，，５０７５０７５０７５０７純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

３２３２３２３２1.0%1.0%1.0%1.0%１１１１，，，，２５６２５６２５６２５６１１１１，，，，２２３２２３２２３２２３評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等

１５１５１５１５20.8%20.8%20.8%20.8%２５２５２５２５，，，，８６１８６１８６１８６１２５２５２５２５，，，，８４５８４５８４５８４５負債合計負債合計負債合計負債合計

▲▲▲▲１１１１，，，，５５８５５８５５８５５８4.7%4.7%4.7%4.7%５５５５，，，，９２０９２０９２０９２０７７７７，，，，４７８４７８４７８４７８固定負債固定負債固定負債固定負債

９９９９，，，，６８７６８７６８７６８７
１０１０１０１０，，，，２５３２５３２５３２５３

６６６６，，，，５９０５９０５９０５９０
１１１１１１１１，，，，７７７７７７７７７７７７

　支払手形及び買掛金
　その他流動負債

１１１１，，，，５７４５７４５７４５７４16.1%16.1%16.1%16.1%１９１９１９１９，，，，９４１９４１９４１９４１１８１８１８１８，，，，３６７３６７３６７３６７流動負債流動負債流動負債流動負債

２２２２，，，，６８６６８６６８６６８６100.0%100.0%100.0%100.0%１２４１２４１２４１２４，，，，０３９０３９０３９０３９１２１１２１１２１１２１，，，，３５３３５３３５３３５３資産合計資産合計資産合計資産合計

▲▲▲▲２２２２，，，，４５５４５５４５５４５５47.7%47.7%47.7%47.7%５９５９５９５９，，，，１７９１７９１７９１７９６１６１６１６１，，，，６３４６３４６３４６３４固定資産固定資産固定資産固定資産

１２１２１２１２，，，，７４９７４９７４９７４９
３１３１３１３１，，，，５１４５１４５１４５１４
１１１１，，，，１１１１１１１１１１１１

１４１４１４１４，，，，６１４６１４６１４６１４
４４４４，，，，８７１８７１８７１８７１

１４１４１４１４，，，，５９３５９３５９３５９３
２６２６２６２６，，，，７５２７５２７５２７５２

１１１１１１１１１１１１
１３１３１３１３，，，，７６７７６７７６７７６７
４４４４，，，，４９３４９３４９３４９３

　現金および預金
　受取手形及び売掛金
　有価証券
　棚卸資産
　その他流動資産

５５５５，，，，１４１１４１１４１１４１52.3%52.3%52.3%52.3%６４６４６４６４，，，，８６０８６０８６０８６０５９５９５９５９，，，，７１９７１９７１９７１９流動資産流動資産流動資産流動資産

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

＊＊＊＊貸借対照表貸借対照表貸借対照表貸借対照表のののの概要概要概要概要についてはについてはについてはについては、、、、０６０６０６０６年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績（（（（連結連結連結連結）、）、）、）、０７０７０７０７年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績ともにともにともにともに（（（（株株株株））））キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンのののの数値数値数値数値をををを示示示示すすすす



３，６３７

３，３０１

７，００９

０３０３０３０３年年年年３３３３月期月期月期月期

４，７７４

５，６７０

８，２１９

０４０４０４０４年年年年３３３３月期月期月期月期

３，８９４

６，１７２

１２，６９８

０５０５０５０５年年年年３３３３月期月期月期月期

３，６４６

４，６０５

１０，１０７

０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

増減比増減比増減比増減比実実実実　　　　績績績績

４，６００

２，８００

１１，０００

０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期

（（（（予想予想予想予想））））

＋＋＋＋２４２４２４２４....６６６６%%%%４，５４４減価償却費減価償却費減価償却費減価償却費

▲▲▲▲３５３５３５３５....９９９９%%%%２，９５４設備投資設備投資設備投資設備投資

▲▲▲▲１４１４１４１４....８８８８%%%%８，６０９研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期

研究開発費・設備投資･減価償却費の状況＜連結＞

＜設備投資の状況（実績／計画）＞

（実績） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０７年３月期実績　　　０８年３月期計画

工場設備（キョーリンリメディオ　センター棟等） 　　　　２０億円 　

管理・販売設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５億円

研究用設備 　　　　　４億円　　

（計画）

工場設備 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９億円 　

管理・販売設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　　　　　　　５億円

研究用設備 　４億円　

　　　　　

（単位：百万円）

２６



８９８９８９８９１０１０１０１０....３３３３%%%%８０８０８０８０７３７３７３７３６４６４６４６４６０６０６０６０５３５３５３５３ペンタサペンタサペンタサペンタサ
（潰瘍性大腸炎・クローン病治療剤）

13.2%13.2%13.2%13.2%

１５１５１５１５

５１５１５１５１

９０９０９０９０

３０３０３０３０

３４３４３４３４

７０７０７０７０

１２１２１２１２

１７１１７１１７１１７１

４７４７４７４７

６４６４６４６４

０３０３０３０３年年年年３３３３月期月期月期月期

13.1%13.1%13.1%13.1%

１１１１１１１１

７１７１７１７１

８５８５８５８５

２７２７２７２７

２９２９２９２９

７０７０７０７０

９９９９

１８０１８０１８０１８０

１７１７１７１７

９８９８９８９８

０４０４０４０４年年年年３３３３月期月期月期月期

13.3%13.3%13.3%13.3%

４４４４

８０８０８０８０

８８８８８８８８

２４２４２４２４

２６２６２６２６

６６６６６６６６

７７７７

１９０１９０１９０１９０

２３２３２３２３

１１８１１８１１８１１８

０５０５０５０５年年年年３３３３月期月期月期月期

海外売上比率海外売上比率海外売上比率海外売上比率

ノルフロキサシンノルフロキサシンノルフロキサシンノルフロキサシン

（バルク・ロイヤルティ含む）

ガチフロキサシンガチフロキサシンガチフロキサシンガチフロキサシン

（バルク・ロイヤルティ含む）

海外売上合計海外売上合計海外売上合計海外売上合計

ロカルトロールロカルトロールロカルトロールロカルトロール
（骨粗鬆症治療剤）

アプレースアプレースアプレースアプレース
（抗潰瘍剤）

ケタスケタスケタスケタス
（気管支喘息・脳血管障害治療剤）

バクシダバクシダバクシダバクシダ――――ルルルル
（合成抗菌剤）

ムコダインムコダインムコダインムコダイン
（去痰剤）

ガチフロガチフロガチフロガチフロ（（（（自社販売自社販売自社販売自社販売））））
（合成抗菌剤）

キプレスキプレスキプレスキプレス
（ロイコトリエン受容体拮抗剤）

２２２２１２１２１２１２....２２２２%%%%４４４４３３３３

１６３１６３１６３１６３　　　　１２１２１２１２....１１１１%%%%１５０１５０１５０１５０１３４１３４１３４１３４

２３２３２３２３▲▲▲▲００００....８８８８%%%%２５２５２５２５２５２５２５２５

前 同 比前 同 比前 同 比前 同 比実実実実　　　　績績績績

３０３０３０３０▲▲▲▲５１５１５１５１....９９９９%%%%３２３２３２３２６７６７６７６７

5.0%5.0%5.0%5.0%――――7.5%7.5%7.5%7.5%11.6%11.6%11.6%11.6%

４２４２４２４２▲▲▲▲３２３２３２３２....８８８８％％％％５８５８５８５８８６８６８６８６

＊＊＊＊

１８１８１８１８▲▲▲▲１２１２１２１２....５５５５%%%%１９１９１９１９２２２２２２２２

１９１９１９１９▲▲▲▲１３１３１３１３....２２２２%%%%２０２０２０２０２４２４２４２４

５８５８５８５８▲▲▲▲８８８８....３３３３%%%%５８５８５８５８６３６３６３６３

５５５５▲▲▲▲６６６６....９９９９%%%%６６６６６６６６

２１０２１０２１０２１０２２２２....５５５５%%%%２０４２０４２０４２０４１９９１９９１９９１９９

０８０８０８０８年年年年３３３３月期月期月期月期

（（（（予想予想予想予想））））

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

（単位：億円）

主要製品売上の状況

国
内
新
医
薬
品

国
内
新
医
薬
品

国
内
新
医
薬
品

国
内
新
医
薬
品

海
外
新
医
薬
品

海
外
新
医
薬
品

海
外
新
医
薬
品

海
外
新
医
薬
品

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２２２２２２２▲▲▲▲２２２２....７７７７%%%%２１２１２１２１２１２１２１２１２３２３２３２３２７２７２７２７３０３０３０３０ミルトンミルトンミルトンミルトン
（哺乳ビン・乳首消毒剤）

ヘ
ル
ス
ケ
ア

ヘ
ル
ス
ケ
ア

ヘ
ル
ス
ケ
ア

ヘ
ル
ス
ケ
ア

２７



２８

主な業績項目の推移：連結
（単位：百万円）

３３３３,,,,６４６６４６６４６６４６

４４４４,,,,６０５６０５６０５６０５

１１１１，，，，８２３８２３８２３８２３人人人人

７８７８７８７８．．．．３３３３％％％％

５５５５．．．．６６６６％％％％

１１１１,,,,２７５２７５２７５２７５．．．．１５１５１５１５円円円円

－

９４９４９４９４，，，，７５２７５２７５２７５２

１２１１２１１２１１２１，，，，０４４０４４０４４０４４

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

６９６９６９６９．．．．７４７４７４７４円円円円

５５５５，，，，２２８２２８２２８２２８
（7.1%)

９９９９，，，，４６５４６５４６５４６５
（12.8%)

８８８８，，，，９８９９８９９８９９８９
(12.1%)

１０１０１０１０，，，，１０７１０７１０７１０７
(13.6%)

３８３８３８３８，，，，５４９５４９５４９５４９
(52.1%)

２６２６２６２６，，，，５１５５１５５１５５１５
(35.8%)

７４７４７４７４，，，，０５４０５４０５４０５４
（（（（８８８８,,,,５７５５７５５７５５７５））））

０６年３月期

９８９８９８９８,,,,１７８１７８１７８１７８－－－純資産

３３３３，，，，６３７６３７６３７６３７

３３３３，，，，３０１３０１３０１３０１

１１１１，，，，７１９７１９７１９７１９人人人人

７５７５７５７５．．．．２２２２％％％％

４４４４．．．．００００％％％％

１１１１，，，，２２２２２２２２２２２２．．．．６１６１６１６１円円円円

１０５１０５１０５１０５，，，，３１８３１８３１８３１８

１３９１３９１３９１３９，，，，９６１９６１９６１９６１

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

４７４７４７４７．．．．２１２１２１２１円円円円

４４４４，，，，１２０１２０１２０１２０
（6.0%)

１２１２１２１２，，，，８０５８０５８０５８０５
（18.6%)

１２１２１２１２，，，，３６７３６７３６７３６７
(18.0%)

７７７７，，，，００９００９００９００９
(10.2%)

３５３５３５３５，，，，０４５０４５０４５０４５
(51.1%)

２１２１２１２１，，，，２０５２０５２０５２０５
(30.9%)

６８６８６８６８，，，，６１８６１８６１８６１８
（（（（９９９９，，，，０２４０２４０２４０２４））））

０３年３月期

４４４４,,,,７７４７７４７７４７７４

５５５５,,,,６７０６７０６７０６７０

１１１１，，，，６５２６５２６５２６５２人人人人

７５７５７５７５．．．．７７７７％％％％

５５５５．．．．８８８８％％％％

１１１１,,,,２３４２３４２３４２３４．．．．８０８０８０８０円円円円

９１９１９１９１，，，，８５６８５６８５６８５６

１２１１２１１２１１２１，，，，３５５３５５３５５３５５

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

６８６８６８６８．．．．７６７６７６７６円円円円

５５５５，，，，６９２６９２６９２６９２
（8.7%)

８８８８，，，，５９７５９７５９７５９７
（13.2%)

８８８８，，，，７６６７６６７６６７６６
(13.5%)

８８８８，，，，２１９２１９２１９２１９
(12.6%)

３３３３３３３３，，，，９０５９０５９０５９０５
(52.1%)

２２２２２２２２，，，，３８９３８９３８９３８９
(34.4%)

６５６５６５６５，，，，０６１０６１０６１０６１
（（（（８８８８，，，，５３３５３３５３３５３３））））

０４年３月期

３３３３,,,,８９４８９４８９４８９４

６６６６,,,,１７２１７２１７２１７２

１１１１，，，，７０３７０３７０３７０３人人人人

８２８２８２８２．．．．９９９９％％％％

２２２２．．．．２２２２％％％％

１１１１,,,,２１８２１８２１８２１８．．．．２２２２２２２２円円円円

９０９０９０９０，，，，５４４５４４５４４５４４

１０９１０９１０９１０９，，，，２３４２３４２３４２３４

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

２６２６２６２６．．．．４８４８４８４８円円円円

２２２２，，，，０１３０１３０１３０１３
（3.1%)

６６６６，，，，４３０４３０４３０４３０
（9.7%)

５５５５，，，，８６６８６６８６６８６６
(8.8%)

１２１２１２１２，，，，６９８６９８６９８６９８
(19.2%)

３７３７３７３７，，，，７４７７４７７４７７４７
(57.0%)

２２２２２２２２，，，，６８２６８２６８２６８２
(34.2%)

６６６６６６６６，，，，２９６２９６２９６２９６
（（（（８８８８,,,,８３８８３８８３８８３８））））

０５年３月期

１１１１,,,,９３２９３２９３２９３２人人人人人員（人）

４４４４,６００６００６００６００４４４４，，，，５４４５４４５４４５４４減価償却費

２２２２,８００８００８００８００２２２２，，，，９５４９５４９５４９５４設備投資

７９７９７９７９．．．．２２２２％％％％自己資本比率 ％

５５５５．．．．００００％％％％自己資本利益率 ％

１１１１，，，，311311311311．．．．17171717円円円円一株当たり純資産（円）

９６９６９６９６,,,,９２２９２２９２２９２２株主資本

１２４１２４１２４１２４,,,,０３９０３９０３９０３９総資産

７００７００７００７００資本金

６６６６６６６６．．．．７８７８７８７８円円円円６４６４６４６４．．．．９７９７９７９７円円円円一株当たり当期利益（円）

５５５５，，，，００００００００００００
(6.0%)

４４４４，，，，８４２８４２８４２８４２
（6.3%)

当期純利益

（当期純利益率）％

９９９９，，，，１００１００１００１００
(10.9%)

８８８８，，，，６５５６５５６５５６５５
（11.2%)

経常利益

（経常利益率）％

８８８８，，，，５００５００５００５００
(10.2%)

８８８８，，，，４１３４１３４１３４１３
(10.9%)

営業利益

（営業利益率）％

１１１１１１１１，，，，００００００００００００
(13.2%)

８８８８，，，，６０９６０９６０９６０９
(11.2%)

うち研究開発費

　（研究開発費率）％

―３８３８３８３８，，，，０５９０５９０５９０５９
(49.4%)

販売費及び一般管理費

（販管費率）％

―３０３０３０３０，，，，６２０６２０６２０６２０
(39.7%)

売上原価

（売上原価率）％

８３８３８３８３，，，，６００６００６００６００
（（（（４４４４,,,,２００２００２００２００））））

７７７７７７７７，，，，０９３０９３０９３０９３
（（（（５５５５,,,,７６２７６２７６２７６２））））

売上高

（輸出高）

０８年３月期

（予想）
０７年３月期

＊＊＊＊０６０６０６０６年年年年３３３３月期業績月期業績月期業績月期業績（（（（連結連結連結連結））））まではまではまではまでは杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬（（（（株株株株））））のののの数値数値数値数値、、、、０７０７０７０７年年年年３３３３月期業績及月期業績及月期業績及月期業績及びびびび０８０８０８０８年年年年３３３３月期予想月期予想月期予想月期予想はははは（（（（株株株株））））キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンのののの数値数値数値数値をををを示示示示すすすす



損益計算書の概要：杏林製薬単体－①

（単位：百万円）

３１３１３１３１9.1%0.6%３８３３８３３８３３８３0.5%３５１３５１３５１３５１後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品

▲▲▲▲２２２２，，，，８０９８０９８０９８０９▲33.7%8.3%５５５５，，，，５２１５２１５２１５２１12.4%８８８８，，，，３３０３３０３３０３３０　　　　海外海外海外海外

▲▲▲▲９９９９▲0.3%4.5%２２２２，，，，９５９９５９９５９９５９4.4%２２２２，，，，９６９９６９９６９９６９ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア

前年増減額前年増減額前年増減額前年増減額前同比前同比前同比前同比売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績

１１１１，，，，４８３４８３４８３４８３2.7%86.6%５７５７５７５７，，，，１８８１８８１８８１８８82.7%５５５５５５５５，，，，７０５７０５７０５７０５　　　　国内国内国内国内

▲▲▲▲１１１１，，，，３２６３２６３２６３２６▲2.1%94.9%６２６２６２６２，，，，７０９７０９７０９７０９95.1%６４６４６４６４，，，，０３６０３６０３６０３６新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

▲▲▲▲１１１１，，，，３０４３０４３０４３０４▲1.9%100.0%６６６６６６６６，，，，０５２０５２０５２０５２100.0%６７６７６７６７，，，，３５７３５７３５７３５７売上高売上高売上高売上高

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期
＜＜＜＜当期当期当期当期ののののポイントポイントポイントポイント＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　＞　　　　　　　　対前年対前年対前年対前年　　　　　　　　　　　　　　　　
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　６６６６６６６６,,,,０５２０５２０５２０５２百万円百万円百万円百万円　（　（　（　（▲▲▲▲１１１１,,,,３０４３０４３０４３０４百万円百万円百万円百万円））））

　　　　●●●●国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品　　　　 ５７５７５７５７,,,,１８８１８８１８８１８８百万円百万円百万円百万円　（＋　（＋　（＋　（＋１１１１,,,,４８３４８３４８３４８３百万円百万円百万円百万円））））

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　０６.３実績　　０７.３実績（億円）

　　・キプレス　　　　１３４　→　１５０（＋１６）

　　・ペンタサ　　　　　７３　→　　８０（＋　７）

　　・ムコダイン　　　１９９　→　２０４（＋　５）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　●●●●海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　５５５５,,,,５２１５２１５２１５２１百万円百万円百万円百万円　　　　 （（（（▲▲▲▲２２２２,,,,８０９８０９８０９８０９百万円百万円百万円百万円））））

　　・ガチフロキサシン　６７　→　　３２（▲３５）

　　＊米国ＢＭＳ社テクイン販売中止

　　＊導出品の契約に関する一時金収入等

　　　　●●●●後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３８３３８３３８３３８３百万円百万円百万円百万円　　　　（＋　　（＋　　（＋　　（＋　　３１３１３１３１百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　　　●●●●ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　２２２２,,,,９５９９５９９５９９５９百万円百万円百万円百万円　　　　　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　　　　　　　　　９９９９百万円百万円百万円百万円））））　　　　

　　・ミルトン 　　 　　２１　→ 　　　２１（±０）

２９



損益計算書の概要：杏林製薬単体－②

（単位：百万円）
＜＜＜＜当期当期当期当期ののののポイントポイントポイントポイント＞＞＞＞

▲▲▲▲１１１１，，，，３０４３０４３０４３０４▲1.9%100.0%６６６６６６６６，，，，０５２０５２０５２０５２100.0%６７６７６７６７，，，，３５７３５７３５７３５７売上高売上高売上高売上高

前年増減額前年増減額前年増減額前年増減額前同比前同比前同比前同比売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績売上比売上比売上比売上比実績実績実績実績

▲▲▲▲７３７３７３７３▲1.5%7.1%４４４４，，，，６９７６９７６９７６９７7.0%４４４４，，，，７７１７７１７７１７７１当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

▲▲▲▲２０３２０３２０３２０３▲37.0%0.5%３４７３４７３４７３４７0.8%５５０５５０５５０５５０法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額

３９１３９１３９１３９１15.9%4.3%２２２２，，，，８５３８５３８５３８５３3.7%２２２２，，，，４６２４６２４６２４６２　法人税・住民税

　　　　　及び事業税

１１３１１３１１３１１３1.5%11.9%７７７７，，，，８９８８９８８９８８９８11.5%７７７７，，，，７８４７８４７８４７８４税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益税引前当期純利益

３８８３８８３８８３８８

▲▲▲▲４８７４８７４８７４８７

199.5%

▲61.9%

0.9%

0.5%

５８３５８３５８３５８３

３００３００３００３００

0.3%

1.2%

１９４１９４１９４１９４

７８７７８７７８７７８７

　特別利益

　特別損失

▲▲▲▲７６１７６１７６１７６１▲9.1%11.5%７７７７，，，，６１５６１５６１５６１５12.4%８８８８，，，，３７７３７７３７７３７７経常利益経常利益経常利益経常利益　

１９１１９１１９１１９１

▲▲▲▲２０６２０６２０６２０６

33.5%

▲21.4%

1.2%

1.2%

７６１７６１７６１７６１

７６０７６０７６０７６０

0.8%

1.4%

５７０５７０５７０５７０

９６６９６６９６６９６６

　営業外収益

　営業外費用

▲▲▲▲１１１１，，，，１５９１５９１５９１５９▲13.2%11.5%７７７７，，，，６１３６１３６１３６１３13.0%８８８８，，，，７７３７７３７７３７７３営業利益営業利益営業利益営業利益

▲▲▲▲２２２２，，，，１３９１３９１３９１３９

（（（（▲▲▲▲１１１１，，，，７９６７９６７９６７９６））））

▲5.8%
（▲17.9%）

52.4%

12.4%

３４３４３４３４，，，，６２３６２３６２３６２３

((((８８８８，，，，２１６２１６２１６２１６))))

54.6%

14.9%

３６３６３６３６，，，，７６２７６２７６２７６２

((((１０１０１０１０，，，，０１３０１３０１３０１３))))

販売費及び一般管理費

（うち研究費）

▲▲▲▲３３３３，，，，２９８２９８２９８２９８▲7.2%63.9%４２４２４２４２，，，，２３７２３７２３７２３７67.6%４５４５４５４５，，，，５３６５３６５３６５３６売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

１１１１，，，，９９４９９４９９４９９４9.1%36.1%２３２３２３２３，，，，８１５８１５８１５８１５32.4%２１２１２１２１，，，，８２１８２１８２１８２１売上原価売上原価売上原価売上原価

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期 　　　　
　　　　
◆◆◆◆原原原原 価価価価 率率率率：：：：前年比前年比前年比前年比 3.73.73.73.7ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(32.4(32.4(32.4(32.4％％％％→→→→36.136.136.136.1％％％％))))
　＊上昇要因：薬価改定（６．３％）、能代工場
　　　　　　　新製剤棟の稼働に伴う減価償却費
　　　　　　　の増加等
◆研究開発費率研究開発費率研究開発費率研究開発費率：：：：前年比前年比前年比前年比 2.52.52.52.5ポイントポイントポイントポイント減少減少減少減少
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(14.9(14.9(14.9(14.9％％％％→→→→12.412.412.412.4％％％％))))
　＊100億円→82億円（約18億円減少)
　　共同開発品の開発費用の０７年度への
　　期ズレ
◆販管費率販管費率販管費率販管費率((((除除除除RRRR＆＆＆＆DDDD費費費費))))：：：：前年比前年比前年比前年比 0.30.30.30.3ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(39.7(39.7(39.7(39.7％％％％→→→→40.040.040.040.0％％％％))))
■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　７７７７,,,,６１３６１３６１３６１３百万円百万円百万円百万円
　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲１１１１,,,,１５９１５９１５９１５９百万円百万円百万円百万円）　）　）　）　
　＊営業利益率は１１.５％と１.５ポイント低下

■■■■　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益　　　　４４４４,,,,６９７６９７６９７６９７百万円百万円百万円百万円

　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲７３７３７３７３百万円百万円百万円百万円）　）　）　）　　　　　　　　　　　　　
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貸借対照表の概要：杏林製薬単体

＜当期のポイント＞

（単位：百万円）

１６１６１６１６，，，，０５５０５５０５５０５５
２２２２，，，，８６４８６４８６４８６４

３１３１３１３１，，，，８２５８２５８２５８２５

１８１８１８１８，，，，６３６６３６６３６６３６
４４４４，，，，５５２５５２５５２５５２

３８３８３８３８，，，，０６８０６８０６８０６８

　有形固定資産
　無形固定資産
　投資その他

▲▲▲▲５５５５，，，，７５０７５０７５０７５０80.8%80.8%80.8%80.8%８５８５８５８５，，，，７０６７０６７０６７０６81.7%81.7%81.7%81.7%９１９１９１９１，，，，４５６４５６４５６４５６株主資本株主資本株主資本株主資本

100.0%100.0%100.0%100.0%

82.6%82.6%82.6%82.6%

0.9%0.9%0.9%0.9%

17.4%17.4%17.4%17.4%

5.2%5.2%5.2%5.2%

12.2%12.2%12.2%12.2%

100.0%100.0%100.0%100.0%

54.7%54.7%54.7%54.7%

45.3%45.3%45.3%45.3%

構成比構成比構成比構成比 前期末増減前期末増減前期末増減前期末増減構成比構成比構成比構成比実実実実　　　　績績績績実実実実　　　　績績績績

▲▲▲▲５５５５，，，，９３５９３５９３５９３５100.0%100.0%100.0%100.0%１０６１０６１０６１０６，，，，０４２０４２０４２０４２１１１１１１１１１１１１，，，，９７８９７８９７８９７８負債及負債及負債及負債及びびびび純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

▲▲▲▲５５５５，，，，７２７７２７７２７７２７81.9%81.9%81.9%81.9%８６８６８６８６，，，，７９７７９７７９７７９７９２９２９２９２，，，，５２５５２５５２５５２５純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計

２３２３２３２３1.1%1.1%1.1%1.1%１１１１，，，，０９１０９１０９１０９１１１１１，，，，０６８０６８０６８０６８評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等

▲▲▲▲２０８２０８２０８２０８18.1%18.1%18.1%18.1%１９１９１９１９，，，，２４４２４４２４４２４４１９１９１９１９，，，，４５２４５２４５２４５２負債合計負債合計負債合計負債合計

▲▲▲▲１１１１，，，，１８５１８５１８５１８５4.3%4.3%4.3%4.3%４４４４，，，，５８９５８９５８９５８９５５５５，，，，７７４７７４７７４７７４固定負債固定負債固定負債固定負債

１１１１，，，，６７０６７０６７０６７０
４４４４，，，，８４４８４４８４４８４４
８８８８，，，，１３９１３９１３９１３９

１１１１，，，，２２４２２４２２４２２４
２２２２，，，，８０３８０３８０３８０３
９９９９，，，，６４９６４９６４９６４９

　支払手形
　買掛金
　その他流動負債

９７７９７７９７７９７７13.8%13.8%13.8%13.8%１４１４１４１４，，，，６５５６５５６５５６５５１３１３１３１３，，，，６７７６７７６７７６７７流動負債流動負債流動負債流動負債

▲▲▲▲５５５５，，，，９３５９３５９３５９３５100.0%100.0%100.0%100.0%１０６１０６１０６１０６，，，，０４２０４２０４２０４２１１１１１１１１１１１１，，，，９７８９７８９７８９７８資産合計資産合計資産合計資産合計　　　　

▲▲▲▲１０１０１０１０，，，，５１０５１０５１０５１０47.9%47.9%47.9%47.9%５０５０５０５０，，，，７４５７４５７４５７４５６１６１６１６１，，，，２５６２５６２５６２５６固定資産固定資産固定資産固定資産

９９９９，，，，３３７３３７３３７３３７
２７２７２７２７，，，，５７０５７０５７０５７０

９９９９９９９９９９９９
１２１２１２１２，，，，５９６５９６５９６５９６
４４４４，，，，７９１７９１７９１７９１

１０１０１０１０，，，，７５４７５４７５４７５４
２３２３２３２３，，，，８６２８６２８６２８６２

００００
１２１２１２１２，，，，１０８１０８１０８１０８
３３３３，，，，９９５９９５９９５９９５

　現金および預金
　売掛金
　有価証券
　棚卸資産
　その他流動資産

４４４４，，，，５７５５７５５７５５７５52.1%52.1%52.1%52.1%５５５５５５５５，，，，２９６２９６２９６２９６５０５０５０５０，，，，７２１７２１７２１７２１流動資産流動資産流動資産流動資産

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期０６０６０６０６年年年年３３３３月期月期月期月期

■■■■流動資産：４，５７５百万円増

　・現金及び預金の減少　　（１,４１６百万円減）

　・売掛金の増加　 　　　　　（３,７０８百万円増）

　・有価証券の増加　　　　　（９９９百万円増）

　・棚卸資産の増加　　　　　（４８７百万円増）

　・その他流動資産の増加　（７９６百万円増）　

■固定資産：１０，５１０百万円減

　・有形固定資産の減少　　（２,５８０百万円減）

　・無形固定資産の減少　　　（１,６８７百万円減）

　・投資その他の減少　　　　（６,２４２百万円減）

■ 流動負債：　　　９７７百万円増　

　・支払手形の増加　　　　　（４４６百万円増）

　・買掛金の増加　　　　　　　（２,０４１百万円増）

　・その他流動負債の減少　（１,５１０百万円減）

■ 固定負債：　１,１８５百万円減
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３２

主な業績項目の推移：杏林製薬単体
（単位：百万円）

３３３３，，，，３０７３０７３０７３０７

４４４４，，，，４５５４５５４５５４５５

１１１１,,,,５０２５０２５０２５０２人人人人

８２８２８２８２．．．．６６６６％％％％

５５５５．．．．３３３３％％％％

１１１１，，，，２４５２４５２４５２４５．．．．２２２２２２２２円円円円

－

９２９２９２９２,,,,５２５５２５５２５５２５

１１１１１１１１１１１１,,,,９７８９７８９７８９７８

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

６３６３６３６３．．．．６４６４６４６４円円円円

４４４４，，，，７７１７７１７７１７７１
（7.0%)

８８８８，，，，３７７３７７３７７３７７
（12.4%)

８８８８，，，，７７３７７３７７３７７３
(13.0%)

１０１０１０１０，，，，０１３０１３０１３０１３
(14.9%)

３６３６３６３６，，，，７６２７６２７６２７６２
(54.6%)

２１２１２１２１，，，，８２１８２１８２１８２１
(32.4%)

６７６７６７６７，，，，３５７３５７３５７３５７
（（（（８８８８,,,,３３１３３１３３１３３１））））

０６年３月期

８６８６８６８６,,,,７９７７９７７９７７９７－－－純資産

３３３３，，，，６２６６２６６２６６２６

３３３３，，，，３０１３０１３０１３０１

１１１１，，，，６５８６５８６５８６５８人人人人

７５７５７５７５．．．．２２２２％％％％

３３３３．．．．５５５５％％％％

１１１１，，，，２０９２０９２０９２０９．．．．５４５４５４５４円円円円

１０４１０４１０４１０４，，，，１９１１９１１９１１９１

１３８１３８１３８１３８，，，，４８４４８４４８４４８４

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

４１４１４１４１．．．．６３６３６３６３円円円円

３３３３，，，，６３３６３３６３３６３３
（5.3%)

１２１２１２１２，，，，２４１２４１２４１２４１
（18.1%)

１２１２１２１２，，，，３６４３６４３６４３６４
(18.3%)

７７７７，，，，００９００９００９００９
(10.4%)

３４３４３４３４，，，，６９８６９８６９８６９８
(51.6%)

２０２０２０２０，，，，２３０２３０２３０２３０
(30.1%)

６７６７６７６７，，，，２９３２９３２９３２９３
（（（（９９９９，，，，０２４０２４０２４０２４））））

０３年３月期

４４４４，，，，７６３７６３７６３７６３

５５５５，，，，６６８６６８６６８６６８

１１１１,,,,５９７５９７５９７５９７人人人人

７５７５７５７５．．．．７７７７％％％％

５５５５．．．．７７７７％％％％

１１１１，，，，２１７２１７２１７２１７．．．．０９０９０９０９円円円円

９０９０９０９０,,,,５４３５４３５４３５４３

１１９１１９１１９１１９,,,,６０４６０４６０４６０４

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

６６６６６６６６．．．．５９５９５９５９円円円円

５５５５，，，，５１２５１２５１２５１２
（8.7%)

８８８８，，，，３７６３７６３７６３７６
（13.2%)

８８８８，，，，７９９７９９７９９７９９
(13.8%)

８８８８，，，，２１９２１９２１９２１９
(12.9%)

３３３３３３３３，，，，５１５５１５５１５５１５
(52.7%)

２１２１２１２１，，，，２７３２７３２７３２７３
(33.5%)

６３６３６３６３，，，，５８９５８９５８９５８９
（（（（８８８８，，，，５３３５３３５３３５３３））））

０４年３月期

３３３３，，，，８８３８８３８８３８８３

６６６６，，，，１７１１７１１７１１７１

１１１１,,,,６１９６１９６１９６１９人人人人

８３８３８３８３．．．．６６６６％％％％

１１１１．．．．８８８８％％％％

１１１１，，，，１９５１９５１９５１９５．．．．２６２６２６２６円円円円

８８８８８８８８,,,,８３９８３９８３９８３９

１０６１０６１０６１０６,,,,２６４２６４２６４２６４

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７

２１２１２１２１．．．．１９１９１９１９円円円円

１１１１，，，，６１５６１５６１５６１５
（2.5%)

５５５５，，，，７２３７２３７２３７２３
（8.8%)

５５５５，，，，９１１９１１９１１９１１
(9.1%)

１２１２１２１２，，，，６９８６９８６９８６９８
(19.6%)

３７３７３７３７，，，，３７３３７３３７３３７３
(57.6%)

２１２１２１２１，，，，６５３６５３６５３６５３
(33.3%)

６４６４６４６４，，，，９３８９３８９３８９３８
（（（（８８８８,,,,８３８８３８８３８８３８））））

０５年３月期

１１１１,,,,４８８４８８４８８４８８人人人人人員（人）

３３３３,９００９００９００９００３３３３，，，，９９７９９７９９７９９７減価償却費

１１１１,８００８００８００８００１１１１，，，，３２２３２２３２２３２２設備投資

８１８１８１８１．．．．９９９９％％％％自己資本比率 ％

５５５５．．．．２２２２％％％％自己資本利益率 ％

１１１１，，，，168168168168．．．．71717171円円円円一株当たり純資産（円）

８５８５８５８５,,,,７０６７０６７０６７０６株主資本

１０６１０６１０６１０６,,,,０４２０４２０４２０４２総資産

４４４４，，，，３１７３１７３１７３１７資本金

６３６３６３６３．．．．２５２５２５２５円円円円一株当たり当期利益（円）

４４４４，，，，５００５００５００５００
(6.4%)

４４４４，，，，６９７６９７６９７６９７
（7.1%)

当期純利益

（当期純利益率）％

７７７７，，，，９００９００９００９００
(11.2%)

７７７７，，，，６１５６１５６１５６１５
（11.5%)

経常利益

（経常利益率）％

７７７７，，，，３００３００３００３００
(10.3%)

７７７７，，，，６１３６１３６１３６１３
(11.5%)

営業利益

（営業利益率）％

１０１０１０１０，，，，３００３００３００３００
(14.6%)

８８８８，，，，２１６２１６２１６２１６
(12.4%)

うち研究開発費

　（研究開発費率）％

―３４３４３４３４，，，，６２３６２３６２３６２３
(52.4%)

販売費及び一般管理費

（販管費率）％

―２３２３２３２３，，，，８１５８１５８１５８１５
(36.1%)

売上原価

（売上原価率）％

７０７０７０７０，，，，６００６００６００６００
（（（（４４４４,,,,１００１００１００１００））））

６６６６６６６６，，，，０５２０５２０５２０５２
（（（（５５５５,,,,５２１５２１５２１５２１））））

売上高

（輸出高）

０８年３月期

（予想）

０７年３月期


