
2019年度の業績について
お聞かせください。

中期経営計画
「HOPE100－ステージ2－
（2016～2019年度）」の総括を
お願いします。

2019年度の国内医薬品業界は、薬価制度抜本改革の

基本方針のもとで、後発医薬品使用促進等による薬剤費

抑制政策が推進され、10月の消費税増税に伴う薬価改定

（業界平均2.4%）が実施されたことによって、厳しい市場

環境が継続しました。

当社グループは、中期経営計画「HOPE100－ステージ

2－」の最終年度にあたる2019年度の経営方針に「やり

抜く力の発揮による変革の実行」を掲げ、最後まであきら

めないマインドを持って変革を推進し、目標達成と持続的

な成長に向けた成長軌道の獲得に邁進しました。中核事

業である医療用医薬品事業においては、グローバルな競

争力があるオリジナル新薬の創製、切れ目のない新薬の

創出、新薬による市場の創造に重点的に取り組みました。

さらに周辺事業の成長加速や、ローコストオペレーション

をグループとして推進し、成果目標の達成とステークホル

ダーの皆様からの評価の向上に努めました。

新医薬品（国内）では、主力製品「フルティフォーム」「ベ

オーバ」の売上伸長、「ラスビック錠」の新発売による売

上への寄与があったものの、「ナゾネックス」「キプレス」

「ムコダイン」等の長期収載品の売上減少や「デザレック

ス」の一時供給停止後の供給再開の遅れがあり、前期比

65億円の減収となりました。新医薬品（海外）は、「ガチ

フロキサシン」に関わる収入が前期を上回るとともに、

韓国ジェイル社との「ビベグロン（ベオーバ）」に関わるラ

イセンス契約の一時金を売上に計上したことから、前期

比7億円の増収となりました。後発医薬品は「ナゾネック

スAG（オーソライズド・ジェネリック）」の発売が寄与し、

前期比17億円の増収となり、ヘルスケア事業は、新型

コロナウイルス感染の拡大による除菌・洗浄剤、消毒剤

の需要拡大を受けて、「ルビスタ」「ミルトン」の売上が増加

し、前期比6億円の増収となりました。

以上の結果、2019年度の連結売上高は1,099億83

百万円（前期比3.2%減）となりました。

利益面では、売上原価率は低下しましたが、新医薬品

の減収により売上総利益が減少し、さらに研究開発費の

増加によって営業利益は75億3百万円（前期比16.4%

減）となりました。

当社グループは、企業理念「キョーリンは生命を慈し

む心を貫き、人々の健康に貢献する社会的使命を遂行

します。」の具現に向け、中核子会社である杏林製薬の

創業100周年にあたる2023年を見据えた長期ビジョン

「HOPE100」を2010年に策定しました。最終年度まで

の期間を3つのステージ（ステージ1：2010～2015 年

度、ステージ2：2016～2019年度、ステージ3：2020～

2023年度）に分けて、それぞれ中期経営計画を立案し、

社内外が認める健全な「健康生活応援企業」への進化を目

指しています。

「ステージ1」においては、ステートメント「事業編成と

各事業推進体制の構築・推進力の向上」を掲げ、医療用医

薬品事業における開発パイプラインの拡充、フランチャイ

ズカスタマー戦略の深耕による主力製品普及の最大化、

Q

新医薬品（国内）の売上減少等により、
減収減益となりました。A

成果目標は未達となりましたが、
次ステージでの成長を見通せる状況を
つくることができました。

Q

A新中期経営計画
「HOPE100－ステージ3－」のもと、
キョーリンのオリジナリティーを追求し、
成長トレンドを実現してまいります。

代表取締役社長　荻原 豊

社長インタビュー
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新中期経営計画
「HOPE100－ステージ3－
（2020～2023年度）」の概要と
抱負をお聞かせください。

および新たな医薬事業モデルの構築・推進に取り組み、一

定の成果を獲得いたしました。

「ステージ2」では、ステートメントを「変革（変化と革新）

を行い、持続成長を図る」とし、主力製品「キプレス」の特

許満了に伴う対応と中長期的な視点での成長軌道の獲得

を目指して、創薬力の強化、新薬群比率の向上、特色を活

かしたジェネリック（GE）事業の推進、ローコスト強化に注

力してまいりました。「創薬力の強化」については、わたら

せ創薬センターとActivX社の連携による自社創薬に、国

内外の製薬企業・アカデミア・ベンチャー企業とのオープ

ンイノベーションを加えて、既存創薬プラットフォームの

活性化、新技術（核酸、ペプチド、遺伝子治療など）の活用

に努めました。創薬体制を構築するとともに、創薬テーマ

の選択と集中を進め、線維化研究およびキナーゼ研究に

おいて重層的なプログラム開発に取り組みました。また

米国エイタイヤー社より間質性肺疾患治療薬「KRP-R120

（ATYR1923）」を導入しパイプラインを拡充しました。

「新薬群の比率の向上」では、新薬群比率50%以上を目

指し、「デザレックス」「ベオーバ」「ラスビック錠」の3つの

新製品を上市することができました。「特色を活かしたGE

事業の推進」では、2017年7月に高岡創剤研究所を稼働

し、製剤開発力の強化と魅力ある自社開発品目数の増加

を図りました。また2016年9月、当社グループ初のAGと

して「キプレスAG」を発売。その後「ナゾネックスAG」を上

市し、ウリトスAGの製造販売承認を取得する等、一定の

成果を得ることができたと思います。「ローコスト強化」で

は、新生産子会社キョーリン製薬グループ工場（株）に当

社グループの生産機能を集約し、2018年4月1日より稼

働いたしました。工場稼働率の平準化と資産の効率活用

を推進し、コスト低減は順調に進展しています。引き続き

高品質の製品を安定的かつ低コストで供給する競争力の

あるグループ生産体制の構築を目指していきます。育成

戦略においては、環境衛生に関わる事業を強化するととも

に、新たに診断事業に参入し、感染症の起炎菌およびウイ

の予防・診断・治療において、予防では「ミルトン」「ル

ビスタ」、診断では「GeneSoC®」、治療においては、「ラ

スビック」等の製品をベースに、医療従事者である医師、

薬剤師、看護師、ICT（感染対策チーム）、AST（抗菌薬適

正使用支援チーム）の皆様に、感染症領域の総合的なソ

リューションを提供していきたいと考えています。

新薬群の成長加速においては、「フルティフォーム」「デ

ザレックス」「ベオーバ」「ラスビック」等に最大限注力し、

可能な限り処方していただけるよう努力してまいります。

中期的な成長を支える
パイプラインを拡充します

当社グループは、これまでFC3科（呼吸器科、耳鼻科、

泌尿器科）の疾患を導入対象領域の中心に据えていまし

たが、感染症および希少・難治性疾患も対象領域として

加え、中期的な業績に寄与するパイプラインの拡充に積

極的に投資していきます。

ルスを特定する体外診断用医薬品の開発を進め、研究用

機器として「GeneSoC®」を発売しました。

成果目標は、劇的な外部環境の変化、「デザレックス」の

供給一時停止や「ラスビック錠」の上市遅延等の要因によっ

て、数値目標として掲げた連結売上高 年平均成長率3%

以上、連結営業利益率15%以上は達成することができま

せんでしたが、2020年度にスタートした新中期経営計画

「HOPE100－ステージ3－」では、大型化が期待される新

薬が出揃ったことから、事業の成長期のスタートと捉えて

おり、これまで以上の高い数値目標を設定し、その達成に

向けて邁進してまいります。

新中期経営計画「HOPE100－ステージ3－」をスタート

しましたが、現在の外部環境は、医療費・薬剤費抑制策のさ

らなる強化、新薬の創出難易度の高まり、情報提供活動の

変化等によって、一層厳しさを増すと予想しています。一方、

先ほども申し上げた通り、内部環境については、「フルティ

フォーム」「デザレックス」「ベオーバ」「ラスビック」など、

成長ドライバーである新薬が出揃ったことに加え、診断

薬事業等が芽吹きつつあり、事業の成長期がスタートし

たものと考えています。このような環境下、従前の思考

や方法にとらわれず、当社のオリジナリティー（独自の競

争力のある打ち手）を追求することで、成長トレンドの

実現を目指し、ステートメントに「オリジナリティーの追

求による成長トレンドの実現」を掲げました。革新的新薬の

創製で世界に認められる企業を目指すために、新薬事業、

GE事業、感染関連事業（感染症の予防・診断・治療）を複

合的に展開し、人々の健康を幅広く応援する企業の実現

に向けて、以下の事業戦略、組織化戦略に注力します。

事業戦略（Strategy）
ソリューション提供型への変貌と
新薬群の成長加速を図ります

医療用医薬品事業と感染関連事業を複合した、ソリュー

ション（課題の解決策）提供型に変貌し、グループ横断

的な営業体制を確立することで医療関係者に対して当

社グループ独自の貢献をしていきます。例えば感染症

外部環境が一層厳しくなる中、
オリジナリティーを追求し
成長トレンドを実現します。

Q

A

14 2020  A N N U A L REPORT2020  A N N U A L REPORT 15



成果目標（Performance）
 持続成長の実現には、成長性と収益性の両面から成

果目標を設定すべきと考えています。成長性では、「売上

高」年平均成長率5%以上、収益性では、持続成長のため

の積極的な投資を念頭に、「研究開発費控除前 営業利益

（営業利益＋研究開発費）」対売上高20%以上と設定しま

した。

資本政策においては、健全な財務基盤を維持しつつ成

長投資と株主還元を通じて、資本効率の向上を図ること

を基本方針とします。株主還元については、DOE（株主資

本配当率）を勘案し、安定した配当を継続していきます。

問題となっているAMR（Antimicrobial Resistance：薬

剤耐性）対策を含めた、薬剤の適正使用への課題解決等、

感染症の診断領域において独自の貢献をしていきます。

当社グループの「健康はキョーリンの願いです。」という

コーポレートメッセージには、人々の健康に貢献するとい

う私たちの強い意志が込められており、その思想は100

年近い歴史の中で受け継がれてきました。私たちの事業

は、創業当時から健康への貢献を前提に成り立っており、

これは、最近注目しているサステナブルな世界の実現に向

けた国際目標であるSDGsの考え方と共通するところがあ

ります。当社グループは、これまで感染症、免疫・炎症の

研究を進めると同時に、呼吸器科、耳鼻科、泌尿器科を中

心とする特定領域におけるプレゼンスの確立を目指して事

業に取り組み、専門性を高めてきました。これからもキョー

リンの強みを発揮できる領域において事業を展開し、皆様

の「健康」を支える「健康生活応援企業」への進化に挑戦し

続けることで、企業価値の向上に努めていきます。

ステークホルダーの皆様におかれましては、今後とも

変わらぬご支援を賜りますようよろしくお願いします。

2020年度は、新薬群が出揃ったことから、マイナスト

レンドから脱却するための勝負の年になると考えていま

す。事業戦略の重点ポイントとして「ソリューション提供型

への変貌と新薬群の成長加速」「パイプラインの拡充」「創

薬プロジェクトの拡充」「コスト競争力の向上」を推進して

いきます。グループ全社員がオリジナリティーを追求する

ための「挑戦」を繰り返し、成長トレンドへの転換を確実な

ものにするべく、取り組んでいきます。

超高速定量的PCR技術に基づくマイクロ流路型遺伝子

定量装置「GeneSoC®」を国立研究開発法人産業技術総

合研究所と共同開発し、2019年11月に研究用機器とし

て発売しました。POCT（Point of Care Testing：ベッド

(患者)サイドで医療従事者が行う検査）の実現、感染症の

早期診断機器としての実用化を目指す中において、検出

時間の速さから、新型コロナウイルスの検出用機器とし

て注目されました。現在、医療用機器としての開発も進

めており、新型コロナウイルス感染症をはじめ、国際的に

2020年度の経営方針と
取り組みについて
教えてください。

トピックとして、新型コロナ
ウイルスに対する取り組み
についてお聞かせください。

経営方針に「オリジナリティーの追求に
向けた挑戦」を掲げ、成長トレンドへの
転換を確実なものにしていきます。

マイクロ流路型遺伝子定量装置
「GeneSoC®」を通じて、感染症の診断に
貢献します。

創業100周年に向けて、そして次の100年
に向けて、キョーリンらしい事業を展開し
企業価値を高めていきます。

Q

Q

QA

A

A

革新的新薬の創製を実現する
創薬力を強化します

革新的新薬の創製を実現するために、重点研究領域で

ある線維化研究およびキナーゼ研究の重層化と新たな研

究領域・技術への挑戦を継続します。また新薬候補品の

医療における価値を明確化した研究開発の推進、自社で

のPOC（Proof Of Concept）取得を基本とした早期の

グローバル導出を行うとともに、創薬シーズを積極的に

獲得し、創薬力の強化を図ります。

コスト競争力の向上を推進します

GE事業においては、営業体制の効率化によってコスト

競争力を高めるとともに、高岡創剤研究所においてGE新

規候補品の創出力を強化していきます。また、生産体制

の最適化や稼働効率の改善を図ることで、安定供給とコ

スト競争力の向上を目指すとともに、受託製造の拡大も

視野に入れた体制を構築します。

海外収益を拡大します

創薬力の強化により、グローバル導出を促進し、海外

収益の拡大を目指します。また、アジアへの直接的進出

に向けた検討も着実に推進していきます。

組織化戦略（Organization）
働きがいNo.1企業の実現
当社グループは長期ビジョンにおいて、社員を大切に

し、人と組織を活力化することが、事業戦略を遂行し成果

を具現化するための最重要課題と位置づけています。社

員にとって「働きがいNo.1企業」の実現に向けて、人材マ

ネジメントシステムの基本方針のもと、次世代の会社を

支える人材の育成・獲得に取り組んでいきます。

ステークホルダーの皆様へ
メッセージをお願いします。
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