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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

２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期　　　　決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期　　　　決算説明会決算説明会決算説明会決算説明会
　　　　●●●●　　　　２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期　　　　業績業績業績業績のののの概況概況概況概況

　　　　●●●●　　　　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取取取取りりりり組組組組みみみみ

　　　　●●●●　　　　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



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上売上売上売上ではではではでは、、、、国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品がががが順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しししし、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高はははは３５１３５１３５１３５１億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比4.7%4.7%4.7%4.7%増増増増))))　　　　とととと
なりましたなりましたなりましたなりました。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは、、、、売上原価率売上原価率売上原価率売上原価率はははは前年比前年比前年比前年比７７７７．．．．２２２２ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄ上昇上昇上昇上昇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、販管費率販管費率販管費率販管費率はははは研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの減少減少減少減少にににに
伴伴伴伴いいいい５５５５．．．．５５５５ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下したしたしたした結果結果結果結果、、、、連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益はははは１９１９１９１９億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比19.3%19.3%19.3%19.3%減減減減))))、、、、連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益はははは８８８８億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比42.942.942.942.9
％％％％減減減減))))となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上売上売上売上ではではではでは、、、、新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品のうちのうちのうちのうち国内国内国内国内はははは薬価改定薬価改定薬価改定薬価改定のののの影響影響影響影響はあるもののはあるもののはあるもののはあるものの前年前年前年前年をををを上回上回上回上回るものとるものとるものとるものと
予想予想予想予想しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、海外海外海外海外はははは前年前年前年前年をををを大幅大幅大幅大幅にににに下回下回下回下回るるるる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。新規事業新規事業新規事業新規事業((((東洋東洋東洋東洋ﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰ、、、、ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ))))はははは業績業績業績業績がががが
１２１２１２１２ヶヶヶヶ月間月間月間月間フルフルフルフル寄与寄与寄与寄与することからすることからすることからすることから前年前年前年前年をををを上回上回上回上回るるるる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高７６７７６７７６７７６７億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比3.6%3.6%3.6%3.6%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。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益６３６３６３６３億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比29.9%29.9%29.9%29.9%減減減減))))、、、、連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益３６３６３６３６億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比31.1%31.1%31.1%31.1%減減減減))))をををを
見込見込見込見込みますみますみますみます。。。。なおなおなおなお、、、、配当配当配当配当についてはについてはについてはについては１１１１株株株株につきにつきにつきにつき年間年間年間年間２０２０２０２０円円円円((((中間期中間期中間期中間期１０１０１０１０円円円円))))をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上売上売上売上ではではではでは、、、、国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品がががが順調順調順調順調にににに推移推移推移推移しししし、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高はははは３５１３５１３５１３５１億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比4.7%4.7%4.7%4.7%増増増増))))　　　　とととと
なりましたなりましたなりましたなりました。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは、、、、売上原価率売上原価率売上原価率売上原価率はははは前年比前年比前年比前年比７７７７．．．．２２２２ﾎﾎﾎﾎﾟ゚゚゚ｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄｲﾝﾄ上昇上昇上昇上昇しましたがしましたがしましたがしましたが、、、、販管費率販管費率販管費率販管費率はははは研究開発費研究開発費研究開発費研究開発費のののの減少減少減少減少にににに
伴伴伴伴いいいい５５５５．．．．５５５５ポイントポイントポイントポイント低下低下低下低下したしたしたした結果結果結果結果、、、、連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益はははは１９１９１９１９億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比19.3%19.3%19.3%19.3%減減減減))))、、、、連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益連結中間純利益はははは８８８８億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比42.942.942.942.9
％％％％減減減減))))となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　売上売上売上売上ではではではでは、、、、新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品のうちのうちのうちのうち国内国内国内国内はははは薬価改定薬価改定薬価改定薬価改定のののの影響影響影響影響はあるもののはあるもののはあるもののはあるものの前年前年前年前年をををを上回上回上回上回るものとるものとるものとるものと
予想予想予想予想しておりますがしておりますがしておりますがしておりますが、、、、海外海外海外海外はははは前年前年前年前年をををを大幅大幅大幅大幅にににに下回下回下回下回るるるる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。新規事業新規事業新規事業新規事業((((東洋東洋東洋東洋ﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰﾌｧﾙﾏｰ、、、、ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ))))はははは業績業績業績業績がががが
１２１２１２１２ヶヶヶヶ月間月間月間月間フルフルフルフル寄与寄与寄与寄与することからすることからすることからすることから前年前年前年前年をををを上回上回上回上回るるるる見込見込見込見込みですみですみですみです。。。。そのそのそのその結果結果結果結果、、、、連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高７６７７６７７６７７６７億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比3.6%3.6%3.6%3.6%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。。。。利益面利益面利益面利益面ではではではでは連結営業利益連結営業利益連結営業利益連結営業利益６３６３６３６３億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比29.9%29.9%29.9%29.9%減減減減))))、、、、連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益連結当期純利益３６３６３６３６億円億円億円億円((((前年比前年比前年比前年比31.1%31.1%31.1%31.1%減減減減))))をををを
見込見込見込見込みますみますみますみます。。。。なおなおなおなお、、、、配当配当配当配当についてはについてはについてはについては１１１１株株株株につきにつきにつきにつき年間年間年間年間２０２０２０２０円円円円((((中間期中間期中間期中間期１０１０１０１０円円円円))))をををを予定予定予定予定しておりますしておりますしておりますしております。。。。
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（（（（予想予想予想予想））））

－－－－純資産純資産純資産純資産

1.21.21.21.2％％％％総資産総資産総資産総資産

▲▲▲▲43.043.043.043.0％％％％EPSEPSEPSEPS

▲▲▲▲42.942.942.942.9％％％％中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益

▲▲▲▲25.125.125.125.1％％％％経常利益経常利益経常利益経常利益

▲▲▲▲19.319.319.319.3％％％％営業利益営業利益営業利益営業利益

4.74.74.74.7％％％％売上高売上高売上高売上高

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））））

２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期 決算概観決算概観決算概観決算概観（（（（連結連結連結連結））））

＊＊＊＊０５０５０５０５年年年年９９９９月中間期決算数値月中間期決算数値月中間期決算数値月中間期決算数値（（（（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のののの数値数値数値数値、、、、０６０６０６０６年年年年９９９９月期業績及月期業績及月期業績及月期業績及びびびび０７０７０７０７年年年年３３３３月期予想月期予想月期予想月期予想（（（（連結連結連結連結））））はははは株式会社株式会社株式会社株式会社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
　（　（　（　（以下以下以下以下のののの資料資料資料資料についてもについてもについてもについても同様同様同様同様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

０６０６０６０６年年年年９９９９月中間期連結業績月中間期連結業績月中間期連結業績月中間期連結業績　　　　

０７０７０７０７年年年年３３３３月期連結業績予想月期連結業績予想月期連結業績予想月期連結業績予想



　　　　２００６２００６２００６２００６年年年年９９９９月中間期月中間期月中間期月中間期　　　　連結業績連結業績連結業績連結業績のののの状況状況状況状況
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０６０６０６０６年年年年

９９９９月期月期月期月期

（（（（実績実績実績実績））））

▲▲▲▲　　　　５５５５２４２４２４２４営業利益営業利益営業利益営業利益

＋＋＋＋１６１６１６１６３３５３３５３３５３３５売上高売上高売上高売上高　　　　　　　　　　　　
合計合計合計合計
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（（（（実績実績実績実績））））

▲▲▲▲１４１４１４１４◆◆◆◆新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

▲▲▲▲　　　　７７７７

▲▲▲▲　　　　７７７７

▲▲▲▲　　　　１１１１

＋＋＋＋１５１５１５１５

＋＋＋＋１６１６１６１６

▲▲▲▲２０２０２０２０

＋　＋　＋　＋　６６６６

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

中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益

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　　　　　　　　対予想対予想対予想対予想
■■■■　　　　売売売売　　　　上上上上　　　　高高高高 　　　　　　　　　　　　３５１３５１３５１３５１億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋１６１６１６１６）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　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 　　　　　　　　　　　　２６５２６５２６５２６５億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋　（＋　（＋　（＋　６６６６）（＋）（＋）（＋）（＋　　　　１１１１））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　05.905.905.905.9実績実績実績実績　06.906.906.906.9実績実績実績実績　　　　
　　・キプレス　　　　 　　　　　６１　→　６９　　　　（＋　８）
　　・ムコダイン　　 　　　　　８５　→　８９　　　　（＋　４）
　　・ペンタサ　　　　 　　　　　３６　→　４０　　　　（＋　４）
　　　　◆◆◆◆海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　　　　　２２２２２２２２億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲２０２０２０２０）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　１１１１））））
　　　　　　　　　　　　・ガチフロキサシン　　　　　　３５　→　１８　　　　（▲１７）
　　＊ﾃｸｲﾝ（ＢＭＳ）販売中止
　　　　◆◆◆◆後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　２６２６２６２６億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋１６１６１６１６）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　２２２２））））
　　　　　　　　＊東洋ﾌｧﾙﾏｰのフル寄与（前年は２ヶ月のみ計上）
　　　　◆◆◆◆ヘルスケアヘルスケアヘルスケアヘルスケア　　　　　　　　　　　　　　　　３３３３３３３３億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　　　（＋１５１５１５１５）（）（）（）（±±±±　　　　００００））））
　　 ・ミルトン 　　 　　　　　　　１１　→　１０　　　　　(▲　１）
　　＊東洋ﾌｧﾙﾏｰ、ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(前年は未計上)のフル寄与
　　　　◆◆◆◆そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５５５５億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（（（（▲▲▲▲　　　　１１１１）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　２２２２））））
　　　　　　　　

●●●●原原原原 価価価価 率率率率：：：：前年比前年比前年比前年比 7.27.27.27.2ポイントポイントポイントポイント増加増加増加増加　　　　　　　　(34.2(34.2(34.2(34.2％％％％→→→→41.441.441.441.4％％％％))))
　　＊上昇要因:杏林製薬の原価率上昇が主な理由
　　（薬価改定、能代新製剤工場の稼働に伴う減価償却費の増加等）
　　　その他東洋ﾌｧﾙﾏｰの連結子会社化等
●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 6.66.66.66.6ポイントポイントポイントポイント減少減少減少減少(17.9(17.9(17.9(17.9％％％％→→→→11.311.311.311.3％％％％))))
　　＊60億円→40億円（約20億円減少):
　　　前年はｷﾌﾟﾚｽ効能追加の申請（成人ｱﾚﾙｷﾞｰ性鼻炎）あり
●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 1.11.11.11.1ポイントポイントポイントポイント上昇上昇上昇上昇(40.7(40.7(40.7(40.7％％％％→→→→41.841.841.841.8％％％％))))
　　＊上昇要因：杏林製薬の海外売上減少に伴う販管費率の上昇。
　　　ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの連結子会社化（前年は未計上）
■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　１９１９１９１９億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲　　　　５５５５）（＋　）（＋　）（＋　）（＋　４４４４））））
　　＊営業利益率は５.５％と１.７ポイント低下

■■■■　　　　中間純利益中間純利益中間純利益中間純利益　　　　　　　　　　　８８８８億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲　　　　７７７７）（＋）（＋）（＋）（＋　　　　１１１１））））

　　　　　　　　特別利益：149百万円、特別損失：450百万円　　　　　　
■■■■　　　　配当配当配当配当　　　　１０１０１０１０円円円円００００００００銭銭銭銭

２



　　　　２００７２００７２００７２００７年年年年３３３３月期月期月期月期　　　　連結業績予想連結業績予想連結業績予想連結業績予想

５２５２５２５２

９５９５９５９５

９０９０９０９０

１２１２１２１２

５０５０５０５０

３５３５３５３５

８６８６８６８６

５５７５５７５５７５５７

６４３６４３６４３６４３

７４１７４１７４１７４１

０６０６０６０６年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（実績実績実績実績））））

▲▲▲▲２７２７２７２７６３６３６３６３営業利益営業利益営業利益営業利益

＋＋＋＋２６２６２６２６７６７７６７７６７７６７売上高売上高売上高売上高　　　　　　　　　　　　
合計合計合計合計

３６３６３６３６

６７６７６７６７

１２１２１２１２

７３７３７３７３

５９５９５９５９

４９４９４９４９

５７４５７４５７４５７４

６２３６２３６２３６２３

０７０７０７０７年年年年

３３３３月期月期月期月期

（（（（予想予想予想予想））））

▲▲▲▲２０２０２０２０◆◆◆◆新医薬品新医薬品新医薬品新医薬品

▲▲▲▲１６１６１６１６

▲▲▲▲２８２８２８２８

±±±±　　　　００００

＋＋＋＋２３２３２３２３

＋＋＋＋２４２４２４２４

▲▲▲▲３７３７３７３７

＋＋＋＋１７１７１７１７

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　　　　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 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７６７７６７７６７７６７億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋２６２６２６２６）（＋）（＋）（＋）（＋１１１１１１１１））））
　　　　◆◆◆◆国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品国内新医薬品 　　　　　　　　　　　　　　　　５７４５７４５７４５７４億円億円億円億円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（＋（＋（＋（＋１７１７１７１７）（＋）（＋）（＋）（＋１０１０１０１０））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　06.306.306.306.3実績実績実績実績　07.307.307.307.3予想予想予想予想　　　　
　・キプレス　　　　　　　　　　１３４　　→１４６　　（＋１２）
　・ムコダイン　　　　　　　　　１９９　　→２１０　　（＋１１）
　＊薬価改定の影響はあるものの数量ベース約９％の増加を目指す
　＊ラピッドテスタの売上を数億円見込む
　＊ウリトスについては次年度の上市を見込む　
　　　　◆◆◆◆海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品海外新医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　４９４９４９４９億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲３７３７３７３７）（）（）（）（±±±±　　　　００００））））　　　　

　　　　・ガチフロキサシン　　　　　　　６７　　→　３３　　　　(▲３４）
　＊ﾃｸｲﾝ(BMS)の販売中止
　　　　◆◆◆◆後発医薬品後発医薬品後発医薬品後発医薬品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５９５９５９５９億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋　　　　　　　　　　　（＋２４２４２４２４）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　１１１１））））
　　　　＊東洋ﾌｧﾙﾏｰの業績がﾌﾙ寄与　
　　　　◆◆◆◆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）（＋　）（＋　）（＋　）（＋　５５５５））））　　　　

　・ミルトン 　　 　　　　　　　　２１　　→　２０　　　(▲　１）
　＊ﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは順調に売上を拡大、
　　　東洋ﾌｧﾙﾏｰおよびﾄﾞｸﾀｰﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの業績がﾌﾙ寄与
　　　　◆◆◆◆そのそのそのその他他他他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２１２１２１２億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（±±±±　　　　００００）（）（）（）（▲▲▲▲　　　　２２２２））））　　　　

●原 価 率･･･約５ポイント上昇
　＊上昇要因:杏林製薬の原価率上昇が主な理由
　（薬価改定、能代新製剤工場の稼働に伴う減価償却費の増加等）
　　その他東洋ﾌｧﾙﾏｰの連結子会社化
●研究開発費率･･･13.6％→11.6％:2.0ポイント低下
　＊研究開発費:101億円→89億円(12億円減:研究開発費の期ズレ）
●販管費率(除R&D費)･･･約１ポイント上昇
　＊上昇要因；杏林製薬の海外売上減少に伴い販管費率は上昇
■■■■　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益　　　　　　６３６３６３６３億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲２７２７２７２７）（＋　）（＋　）（＋　）（＋　６６６６））））
　＊営業利益率：８.２％と３.９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 　　　　　　３６３６３６３６億円億円億円億円　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　　（▲▲▲▲１６１６１６１６）（＋　）（＋　）（＋　）（＋　１１１１））））

■■■■　　　　配当配当配当配当　　　　２０２０２０２０円円円円００００００００銭銭銭銭（（（（予想予想予想予想））））
３



　　　　目指す企業像：　　　　

　　　『　　　『　　　『　　　『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

２００６年９月中間期の取り組み



キョーリンキョーリンキョーリンキョーリンＭＩＣ－ＭＩＣ－ＭＩＣ－ＭＩＣ－０９０９０９０９計画計画計画計画のののの完達完達完達完達にににに向向向向けけけけ、、、、体制体制体制体制をををを再構築再構築再構築再構築

信頼感信頼感信頼感信頼感のあるのあるのあるのある
GEGEGEGE事業事業事業事業

東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマー社社社社

医療医療医療医療とのとのとのとの連携連携連携連携にににに
よるよるよるよるウェルネスウェルネスウェルネスウェルネス事業事業事業事業

＜＜＜＜中核事業中核事業中核事業中核事業＞＞＞＞
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

ドクタードクタードクタードクターのののの
推奨推奨推奨推奨をををを得得得得るるるる

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
ﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌｸﾀｰﾌﾟ゚゚゚ﾛｸﾛｸﾛｸﾛｸﾞ゙゙゙ﾗﾑﾗﾑﾗﾑﾗﾑ社社社社 杏林製薬杏林製薬杏林製薬杏林製薬

事業イメージ

１．持株会社制への移行と組織再編

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

東洋ファルマー

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

０６年１２月２０日　株式交換により１００％子会社化

０７年　２月　１日　キョーリンリメディオへ商号変更

０６０６０６０６年年年年１０１０１０１０月月月月１１１１日日日日
組織組織組織組織のののの再編再編再編再編

５



２．基本戦略への取り組み

　　　　基本戦略基本戦略基本戦略基本戦略：：：：

①①①①グローバルグローバルグローバルグローバル創薬企業創薬企業創薬企業創薬企業としてのとしてのとしてのとしてのポジショニングポジショニングポジショニングポジショニングのののの確立確立確立確立

②②②②創薬投資創薬投資創薬投資創薬投資をををを支支支支えるえるえるえる医薬事業医薬事業医薬事業医薬事業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化

③③③③医薬事業医薬事業医薬事業医薬事業にににに次次次次ぐぐぐぐ、、、、将来将来将来将来をををを担担担担うううう新規事業新規事業新規事業新規事業のののの構築構築構築構築

６



①①①①グローバルグローバルグローバルグローバル創薬企業創薬企業創薬企業創薬企業としてのとしてのとしてのとしてのポジショニングポジショニングポジショニングポジショニングのののの確立確立確立確立

当中間期当中間期当中間期当中間期のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　①①①①　　　　創薬研究所創薬研究所創薬研究所創薬研究所およびおよびおよびおよび研究研究研究研究センターセンターセンターセンターをををを研究本部研究本部研究本部研究本部にににに配配配配しししし、、、、連携強化連携強化連携強化連携強化をををを図図図図るるるる

　　　　②②②②　ＡｃｔｉｖＸ　ＡｃｔｉｖＸ　ＡｃｔｉｖＸ　ＡｃｔｉｖＸ内内内内にににに設置設置設置設置したしたしたした開発拠点開発拠点開発拠点開発拠点によりによりによりにより、、、、順調順調順調順調にににに海外臨床展開中海外臨床展開中海外臨床展開中海外臨床展開中（ＫＲＰ－（ＫＲＰ－（ＫＲＰ－（ＫＲＰ－１０４１０４１０４１０４））））

　　　　③③③③　　　　約約約約６６６６年年年年がががが経過経過経過経過したしたしたしたキョーリンスコットランドキョーリンスコットランドキョーリンスコットランドキョーリンスコットランド研究所研究所研究所研究所のののの効率的効率的効率的効率的なななな活用活用活用活用をををを検討検討検討検討　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

７

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（（（（５５５５品目品目品目品目））））のののの状況状況状況状況
　　　　◆◆◆◆ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－１０４１０４１０４１０４（（（（糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤糖尿病治療剤））））
　　米国でＰｈⅠ実施中（０６年中に終了予定）。国内ＰｈⅠ入り（０６年７月）

　　　　◆◆◆◆ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－２０４２０４２０４２０４（（（（抗肥満剤抗肥満剤抗肥満剤抗肥満剤））））
　　０６年６月　ＡＤＡにてＰｈⅡａ結果を発表
　　ライセンシング活動を展開中

　　　　◆◆◆◆ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－２０３２０３２０３２０３（（（（免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤免疫調整剤））））
　　ノバルティスファーマへ導出
　　０６年度中にＰｈⅠ開始予定

　◆ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－１０１１０１１０１１０１、ＫＲＰ－、ＫＲＰ－、ＫＲＰ－、ＫＲＰ－１０５１０５１０５１０５（（（（脂質代謝改善剤脂質代謝改善剤脂質代謝改善剤脂質代謝改善剤））））
　　ＰＰＡＲαアゴニストとしてはＫＲＰ－１０５を優先して、開発に取り組む

ポイント
対象：Ⅱ型糖尿病／肥満
例数：８９例
投与期間：１２週
＊内臓脂肪面積の有意な減少
＊体重、ウエストでは減少傾向を確認



処方率処方率処方率処方率９１９１９１９１％％％％
（（（（目標目標目標目標１００１００１００１００％％％％））））

国内医療用医薬品国内医療用医薬品国内医療用医薬品国内医療用医薬品
＋＋＋＋９９９９.８８８８％％％％増加増加増加増加
（（（（数量数量数量数量ベースベースベースベース））））

①①①①定期訪問定期訪問定期訪問定期訪問のののの強化強化強化強化
・・・・面談率面談率面談率面談率９６９６９６９６％（％（％（％（目標目標目標目標１００１００１００１００％）％）％）％）
・・・・面談回数面談回数面談回数面談回数はははは３０３０３０３０％％％％増増増増／ＭＲ　　／ＭＲ　　／ＭＲ　　／ＭＲ　　

②②②②専門医専門医専門医専門医とのとのとのとの関係強化関係強化関係強化関係強化

・・・・学会学会学会学会／／／／研究会研究会研究会研究会へのへのへのへの継続注力継続注力継続注力継続注力

②②②②創薬投資創薬投資創薬投資創薬投資をををを支支支支えるえるえるえる医薬事業医薬事業医薬事業医薬事業のののの競争力強化競争力強化競争力強化競争力強化

ＦＣＦＣＦＣＦＣ戦略戦略戦略戦略のののの推進推進推進推進

８

卸店政策卸店政策卸店政策卸店政策のののの強化強化強化強化
①①①①主要卸主要卸主要卸主要卸とのとのとのとの関係強化関係強化関係強化関係強化
②②②②プロモーションサポートフィープロモーションサポートフィープロモーションサポートフィープロモーションサポートフィーのののの活用活用活用活用
・・・・ＭＳＭＳＭＳＭＳとのとのとのとの協働体制協働体制協働体制協働体制をををを構築構築構築構築するするするする施策施策施策施策

製品戦略製品戦略製品戦略製品戦略
・・・・ＦＣＦＣＦＣＦＣ領域製品領域製品領域製品領域製品のののの補強補強補強補強

・・・・LCMLCMLCMLCMのののの推進推進推進推進　　　　　　　　
（（（（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）））） ③③③③ＦＣＦＣＦＣＦＣ領域領域領域領域のののの更更更更なるなるなるなる強化強化強化強化

・・・・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のののの導入導入導入導入
　＊０６年１０月２日発売
・・・・新薬上市新薬上市新薬上市新薬上市にににに向向向向けたけたけたけた対応対応対応対応

中間期取り組み国内の営業戦略 中間期の状況



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のののの補強補強補強補強
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
＊ムコダイン　ガチフロの処方拡大におけるシナジー効果を期待

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のののの補強補強補強補強
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
＊ムコダイン　ガチフロの処方拡大におけるシナジー効果を期待

　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

　●アライアンス戦略によるＦＣ３科の強化
　①ＦＣ領域で使用できる製品（診断用医薬品、器具・器械含む）の導入
　②ＦＣ領域外で主に処方される製品の導出

　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＊ラピッドテスタ

・インフルエンザウイルスキット

・操作が簡便で、３～１０分で判定でき、

　Ａ、Ｂ型インフルエンザの鑑別が可能

ラピッドテスタの導入による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

９



　上市近づく過活動膀胱治療剤ウリトスの状況

１１１１．．．．上市時期上市時期上市時期上市時期 ：：：：０７０７０７０７年度上期年度上期年度上期年度上期のののの上市上市上市上市をををを予想予想予想予想

２２２２．．．．特長特長特長特長 　　　　　　　　 ：：：：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、、、、口内乾燥口内乾燥口内乾燥口内乾燥がががが少少少少なくなくなくなく、、、、長期間長期間長期間長期間にににに亘亘亘亘ってってってって症状症状症状症状ををををコントロールコントロールコントロールコントロールできるできるできるできる
　　　　　　　　　　　　　　　ＯＡＢ（　　　　　　　　　　　　　　　ＯＡＢ（　　　　　　　　　　　　　　　ＯＡＢ（　　　　　　　　　　　　　　　ＯＡＢ（過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱））））治療薬治療薬治療薬治療薬

３３３３．．．．市場概況市場概況市場概況市場概況 ：：：：国内市場規模国内市場規模国内市場規模国内市場規模はははは約約約約３３０３３０３３０３３０億円億円億円億円（（（（０６０６０６０６年年年年９９９９月現在月現在月現在月現在））））
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年３３３３月期月期月期月期にはにはにはには６００６００６００６００億円以上億円以上億円以上億円以上にににに市場拡大市場拡大市場拡大市場拡大するとするとするとすると予想予想予想予想

４４４４．．．．目標目標目標目標 ：：：：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単独単独単独単独））））

５５５５．．．．今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ：：：：強強強強みをもつみをもつみをもつみをもつ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重点的重点的重点的重点的ななななアプローチアプローチアプローチアプローチ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊＊＊＊定期訪問定期訪問定期訪問定期訪問のののの継続継続継続継続とととと関係強化関係強化関係強化関係強化によりによりによりにより、、、、スムーズスムーズスムーズスムーズなななな市場浸透市場浸透市場浸透市場浸透をををを図図図図るるるる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＭＲ

卸店卸店卸店卸店とのとのとのとの協働協働協働協働

1０

泌尿器科医師泌尿器科医師泌尿器科医師泌尿器科医師
（（（（約約約約６６６６,００００００００００００名名名名））））

面談率面談率面談率面談率
９４９４９４９４％％％％

ＦＣ３科

泌尿器科で主に処方
される待望の新薬



①①①①ＦＤＡＦＤＡＦＤＡＦＤＡののののＧＭＰＧＭＰＧＭＰＧＭＰ基準基準基準基準にににに適合適合適合適合するするするする国際水準国際水準国際水準国際水準のののの工場工場工場工場

②②②②最新鋭最新鋭最新鋭最新鋭のののの設備設備設備設備のののの導入導入導入導入によるによるによるによる生産性生産性生産性生産性のののの向上向上向上向上

③③③③「「「「働働働働くくくく人人人人にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい」「」「」「」「環境環境環境環境にやさしいにやさしいにやさしいにやさしい」」」」工場工場工場工場

キョーリン製薬　能代新製剤工場の稼働開始

方針方針方針方針　　　　ローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションローコストオペレーションのののの推進推進推進推進　　　　
　　　　　　　　・・・・新生産体制新生産体制新生産体制新生産体制としてとしてとしてとして３３３３工場工場工場工場をををを集約集約集約集約しししし、、、、工場工場工場工場２２２２拠点化拠点化拠点化拠点化
　　　　　　　　・・・・大量大量大量大量またはまたはまたはまたは技術的技術的技術的技術的にににに高度高度高度高度なななな製品製品製品製品をををを自社自社自社自社でででで生産生産生産生産
　　　　　　　　・・・・そのそのそのその他他他他のののの製品製品製品製品ははははアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシングアウトソーシング（（（（対応可能対応可能対応可能対応可能なななな製品製品製品製品はははは東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマーでででで生産生産生産生産））））

稼働開始日稼働開始日稼働開始日稼働開始日　　　　０６０６０６０６年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日～～～～
生産品目生産品目生産品目生産品目　　　　　　　　主要内服固形剤主要内服固形剤主要内服固形剤主要内服固形剤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムコダインムコダインムコダインムコダイン、、、、キプレスキプレスキプレスキプレス、、、、ケタスケタスケタスケタス、、、、ガチフロガチフロガチフロガチフロ、、、、アプレースアプレースアプレースアプレース、（、（、（、（ウリトスウリトスウリトスウリトス））））
特特特特　　　　長長長長 　　　　　　　　　　　　

１１



③医薬事業に次ぐ将来を担う新規事業の構築
　　東洋ファルマー社：０６年９月中間期の取り組み

１２

ＧＯＡＬＧＯＡＬＧＯＡＬＧＯＡＬ　　　　：ＧＥ：ＧＥ：ＧＥ：ＧＥ企業企業企業企業のののの中中中中ででででＢＥＳＴＢＥＳＴＢＥＳＴＢＥＳＴ５５５５入入入入りりりり

～０６年度　体制の構築～ 企業体力企業体力企業体力企業体力・・・・事業事業事業事業のののの強化強化強化強化 信頼性信頼性信頼性信頼性のののの醸成醸成醸成醸成

研究開発研究開発研究開発研究開発研究開発研究開発研究開発研究開発 製造製造製造製造製造製造製造製造 販売販売販売販売販売販売販売販売

●研究関連施設の新築
（０７年６月完成予定）

●追補品　３成分５規格販売

●●●●情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実
　・ＭＲ増員
　（キョーリン製薬からの出向）
　・ＩＴによる情報提供
　・キョーリン製薬との連携
　（特定地域で開始予定）
●●●●安定供給安定供給安定供給安定供給
　・広域卸との取引開始
●販売ネットワークの確立
　・エリア別に重点販社選定
　　（約６０／２００社）

●●●●品質品質品質品質のののの向上向上向上向上
　・取り扱い製品の整理
　　キョーリン基準に合った
　　製品のみ継続的に販売
　（中間期：１８０品目カット）
●キョーリン製薬製品の受託生産
　・６品目のバリデーション
　　 　　　　　　　

更更更更なるなるなるなる成長成長成長成長のためにのためにのためにのために　：　　：　　：　　：　商号商号商号商号をををを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へへへへ変更変更変更変更更更更更なるなるなるなる成長成長成長成長のためにのためにのためにのために　：　　：　　：　　：　商号商号商号商号をををを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へへへへ変更変更変更変更

ＭＩＣＭＩＣＭＩＣＭＩＣ０９０９０９０９計画計画計画計画のののの目標値目標値目標値目標値：：：：売上高売上高売上高売上高１００１００１００１００億円億円億円億円／／／／営業利益営業利益営業利益営業利益１０１０１０１０億円億円億円億円
取取取取りりりり組組組組みみみみ：：：：体制体制体制体制のののの構築構築構築構築（～（～（～（～06年度年度年度年度））））とととと成長成長成長成長（（（（07年度年度年度年度～～～～09年度年度年度年度））））

社会のニーズに応え、信頼されるＧＥ企業を目指し、拡大するＧＥ市場の中で成長を図る

２００９年度目標
７成分１２規格



③医薬事業に次ぐ将来を担う新規事業の構築
　ドクタープログラム：製薬系化粧品としてのブランド強化

　１

　　２１

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想））））

１

１２

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

中間実績中間実績中間実績中間実績

３

２５

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期

　　（　　（　　（　　（予想予想予想予想））））

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

（（（（８８８８ヶヶヶヶ月分月分月分月分））））

営業利益率
１０％以上

５０

２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１月期月期月期月期

　　　（　　　（　　　（　　　（予想予想予想予想））））

営業利益営業利益営業利益営業利益

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

1111

1.51.51.51.5

2222

2.52.52.52.5

3333

3.53.53.53.5

4444

4.54.54.54.5

5555

05050505年年年年6666月期月期月期月期 06060606年年年年1111月期月期月期月期 07070707年年年年1111月期月期月期月期((((予想予想予想予想））））

見込見込見込見込みみみみ顧客指数顧客指数顧客指数顧客指数
（（（（０５０５０５０５年年年年６６６６月期月期月期月期
　　　　をををを１１１１とするとするとするとする））））

○○○○　　　　キョーリンブランドキョーリンブランドキョーリンブランドキョーリンブランド活用活用活用活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ⇒⇒⇒⇒新規顧客名簿新規顧客名簿新規顧客名簿新規顧客名簿のののの増加増加増加増加

○○○○　　　　自社研究開発自社研究開発自社研究開発自社研究開発センターセンターセンターセンター設立設立設立設立によるによるによるによる安定的安定的安定的安定的なななな新商品開発力向上新商品開発力向上新商品開発力向上新商品開発力向上　　　　⇒⇒⇒⇒商品商品商品商品アイテムアイテムアイテムアイテム数数数数のののの拡充拡充拡充拡充

１３

見込見込見込見込みみみみ顧客指数顧客指数顧客指数顧客指数はははは
４４４４．．．．２２２２をををを目標目標目標目標

新発売のエイジングケアシリーズ

予測を上回る成長

顧客名簿数はすで
に当期目標を達成



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　　　　４０４０４０４０億円億円億円億円　　　　既投資先既投資先既投資先既投資先２６２６２６２６件件件件、、、、投資額投資額投資額投資額 ２６２６２６２６億円億円億円億円））））

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　　　　　　　　　　　　１１１１１１１１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　　　　　　　　　　　　　　　　
①９８①９８①９８①９８百万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　　　　
①８３２①８３２①８３２①８３２百万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　　　　　　　　　　　　
　　　　①７８①７８①７８①７８百万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　　　　　　　　
①①①①－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　－　　　　　　　　　
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

１４



　　　　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))))

申請申請申請申請

(04(04(04(04年年年年10101010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

海外海外海外海外：：：：LGLGLGLGＬＳＬＳＬＳＬＳ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
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共同共同共同
　　　　　　　　　　　　　　　　開発開発開発開発････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

自社自社自社自社過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱過活動膀胱
治療薬治療薬治療薬治療薬

ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－ＫＲＰ－１９７１９７１９７１９７
（（（（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　（　（　（　（０６０６０６０６年年年年１１１１１１１１月月月月７７７７日現在日現在日現在日現在））））

＊：前回（０７年３月期第１四半期）からの変更点を示す

（（（（　　　　　　　　　　　　））））

（（（（　　　　　　　　　　　　　　　　））））

申請中申請中申請中申請中

１５



開発品一覧開発品一覧開発品一覧開発品一覧②②②②　（　（　（　（０６０６０６０６年年年年１１１１１１１１月月月月７７７７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　　　　
　　　　　　　　　　　　

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

ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ////ⅢⅢⅢⅢ
（（（（05050505年年年年10101010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
（（（（NNNN－－－－５９８４５９８４５９８４５９８４））））

（（（（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　　　　
　　　　住友製住友製住友製住友製

薬薬薬薬

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

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ライセンライセンライセン
スススス契約契約契約契約

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１四半期）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　（　（　（　（０６０６０６０６年年年年１１１１１１１１月月月月７７７７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ＰｈＰｈＰｈＰｈⅡⅡⅡⅡ
（（（（気管支喘息気管支喘息気管支喘息気管支喘息：：：：
05050505年年年年1111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））））

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））））

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１四半期）からの変更点を示す
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０

０

３２

０６０６０６０６年度上期年度上期年度上期年度上期

１

２

１２

０５０５０５０５年度上期年度上期年度上期年度上期

当期純利益

営業利益

売上高

　　　　東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマー

１０

１８

３０３

０６０６０６０６年度上期年度上期年度上期年度上期

１２

２２

３１６

０５０５０５０５年度上期年度上期年度上期年度上期

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

参考資料：主な子会社の業績（上期）
単位：億円

１８

参考：昨年度におけるグループ企業の連結対象期間

Ｂ/Ｓ

Ｐ/Ｌ

Ｂ/Ｓ

Ｐ/Ｌ

なし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

○

○

６～７月（２ヶ月分）東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマー

０５０５０５０５年度上期年度上期年度上期年度上期

１

１

１２

０６０６０６０６年度上期年度上期年度上期年度上期

－

－

－

０５０５０５０５年度上期年度上期年度上期年度上期

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　　　　



０

２

７３

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

１

２

７２

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想））））

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

　　　　東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマー

１

３

２５

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

０

１

２１

０７０７０７０７年年年年１１１１月期月期月期月期（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想））））

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

３５

５７

６５４

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（予想予想予想予想））））

３１

５４

６４５

０７０７０７０７年年年年３３３３月期月期月期月期（（（（当初予想当初予想当初予想当初予想））））

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

参考資料：主な子会社の業績と予想
単位：億円

１９

参考：昨年度におけるグループ企業の連結対象期間

Ｂ/Ｓ

Ｐ/Ｌ

Ｂ/Ｓ

Ｐ/Ｌ

７～１月（７ヶ月分）なし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

○○

○○

８～１月（６ヶ月分）６～７月（２ヶ月分）東洋東洋東洋東洋ファルマーファルマーファルマーファルマー

０５０５０５０５年度下期年度下期年度下期年度下期０５０５０５０５年度上期年度上期年度上期年度上期


