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平成１８年２月２８日 

各  位 

                        会 社 名 エ ー ザ イ 株 式 会 社 

                        代表者名 代表執行役社長 内藤 晴夫 

                          （コード番号 4523 東証･大証各第１部） 

                       問合せ先 

執行役 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ担当 三井  博行  

                               
                     (TEL 03-3817-5085) 

 

 

第Ⅴ期中期戦略計画について 

 

 

エーザイ株式会社（本社：東京都、社長：内藤晴夫）は、平成 18 年 2 月 28 日に開

催された取締役会（議長：倉地正）において、第Ⅴ期中期戦略計画（2006 年度より 2011

年度の 6 年間）を決定しました。当社は、この中期戦略計画の遂行、実現によってグ

ローバルに成長を果たし、企業価値の更なる向上を目指してまいります。 

 第Ⅴ期中期戦略計画の骨子は以下のとおりです。 

 

＜第Ⅴ期中期戦略計画の骨子＞ 

エーザイは、「患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義に考え、そのベネフィット向

上に貢献するという企業理念のもと、ヒューマン ヘルスケア（hhc）企業をめざす」と

いう方針に、ステークホルダーズ価値創造の要素を加えて定款に加えました。企業理念

を株主と共有した唯一の製薬企業であり、日々のビジネス活動を通じてのその実践を目

的としています。また、その理念を実現する意思を持った社員の存在こそが製薬企業の

基本であると考えます。 

現在進行中の第Ⅳ期中期計画（ミレニアム プラン）は、当初最終年度予定の 2006 年

度から一年前倒しで目標を達成する見通しとなりましたので、2006 年度より 2011 年度

に至る第Ⅴ期中期戦略計画「ドラマティック リープ プラン（Dramatic Leap Plan）」

をスタートさせることとなりました。その主な戦略は次のとおりです。 
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世界本社構想 

グローバルにいかなる事態が起きても対応できるしなやかな構造（グローバル フレ

キシビリティ）と、物事を一つひとつ丁寧に取り扱い、小さくとらえる体制（Think 

Diligently）を軸として、価値創造における効率性と生産性の一層の向上をはかる企業

体（あるいはビジネスモデル）を構築することを企図します。 

「ベストな人のベストな場所でのベストなストラクチャーでの価値創造」をコンセプ

トとし、世界本社（World Headquarters：WHQ）構想を推進します。このビジネス モ

デルでは、グローバルに最も妥当性の高い国や地域に製薬ビジネスの重要ファンクショ

ンのファンクショナル ヘッドクォーターを設けるとともに、日・米・欧・アジアにリー

ジョナル ヘッドクォーターを設置し、その両者が有機的に機能するモデルをWHQ 構

想とするものです。 

 

数値目標 

連結ベースの 2011 年度売上高として 1 兆円、研究開発費 2 千億円、営業利益 2 千億

円、当期利益 1 千 2 百億円、株主資本利益率（ＲＯＥ）約 16%、株主資本配当率（Ｄ

ＯＥ）約 8%、一株当たり純利益（ＥＰＳ）420 円を目標とします。また、エリア別売

上高としては日・米・欧アの比率をおおよそ 36：44：20 とし世界市場におけるバラ

ンスのよい構成を目指します。 

 

研究開発戦略 

  領域集中（ニューロサイエンス、オンコロジー）を促進し、新設する R&D 

Management Company (R&DMC)による新製品計画のスピーディで効率的な実現を

はかります。探索領域では、欧米の研究所の増強による化合物選択力の向上、臨床研

究においては日・米・欧・アジアの統合による推進力の強化をはかってまいります。 

 

オンコロジー ビジネス戦略 

厚みを増す自社抗がん剤の開発を申請計画どおりに進行をはかるとともに、探索研究、

臨床研究、マーケティングの一体化を目的として、米国に Eisai Oncology Unit の設立

を計画します。さらに、がん領域ビジネスでは、重要性を増す支援療法（supportive 

therapies）としての鎮痛、貧血、嘔吐治療等の側面もカバーしていきます。 
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インディペンデント マーケティング戦略 

  新製品群について、独立したマーケティング活動をグローバルに実施します。この

ために、各エリアにおけるＭＲの増員や、オンコロジー専門ＭＲを編成します。また、

グローバル マーケティング ヘッドクォーターを米国に設置します。 

 

トランスフォーメーション戦略 

優れた技術レベルを有し、コスト パフォーマンスに秀でたエリアにオペレーション

を移すこと（トランスフォーメーション）はグローバル フレキシビリティを得る上で

重要な戦略となります。当社では、臨床研究、データ マネジメント・統計解析、メディ

シナル ケミストリー、プロセス ケミストリー、製剤研究、生産などを想定し、インド

の優位性を最大活用することにより革新的な知を創造することをめざします。 

 

ヒューマンリソース戦略 

ＷＨＱやＲ＆ＤＭＣを支えるグローバルな人材の育成と交流を可能とする人事制度

の確立に取り組みます。また、デュアル レポーティングやバーチャル組織運営のシス

テム構築をはかります。 

 

株主還元施策 

成長機会を見出して積極的な資源投入を行い、企業価値の向上をはかることを基本と

し、その上で本中期計画においても配当金を利益還元の中心として位置づけます。基本

的指標には株主資本配当率（ＤＯＥ）を継続して採用し、2011 年度のＤＯＥ 8%レベ

ルを志向します。また、株主との対話を重視したＩＲ活動を続けてまいります。 

 

以上 

 

[参考資料として第Ⅴ期中期戦略計画の概要を添付しております] 
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[参考資料] 
 

第Ⅴ期中期戦略計画の概要 
 

エーザイは１９８７年度以来４期の中期計画を積み重ね、グローバルに一定の

患者価値を創造する企業に発展しました。この間の売上高は４倍、営業利益４倍、

純利益１０倍、研究開発費５倍の成長をとげました。特に直近の第Ⅳ期中期計画

（ミレニアム プラン）では、当初予定の２００６年度から一年前倒しで目標を

達成する成果を得ることができる見込みとなりましたので、２００６年度より２

０１１年度までの第Ⅴ期中期戦略計画「ドラマティック  リープ  プラン

（Dramatic Leap Plan）」(以下、「本中期計画」)をスタートさせることとし、２

月２８日に開催された取締役会において計画が承認されました。 
その概要は次のとおりです。 

 
【企業理念と社の基本】 

エーザイは２００５年６月の株主総会において、患者様とそのご家族の喜怒哀

楽を第一義に考え、そのベネフィット向上に貢献する企業理念のもと、ヒューマ

ン ヘルスケア（hhc）企業をめざすという方針に、ステークホルダーズ価値創造

の要素を加えて定款に加えました。企業理念を株主と共有した唯一の製薬企業で

あり、日々のビジネス活動を通じてその理念を実現する意思を持った社員の存在

こそが社の基本であると考えます。 
 
【期間】 

２００６年度から２０１１年度までの６年間 
 
【世界本社 (ワールドヘッドクォーター)構想】 

次期中期計画最終年度の２０１１年度を俯瞰すると、科学・技術の進歩、医療

制度の変革、国境を越えた新たなる経済圏の出現、新興諸国の台頭など多くの変

化が予測されます。この中で成長機会を確実にとらえていくためには、グローバ

ルにいかなる事態が起きても対応できるしなやかな構造（グローバル フレキシ

ビリティ）と、物事をひとつひとつていねいに取り扱い、小さくとらえる体制

（Think Diligently）を軸として、価値創造における効率性と生産性の一層の向

上をはかる企業体（あるいはビジネスモデル）を構築することが必要です。 
本中期計画では、実現すべきビジネスモデルとして世界本社（World 

Headquarters：WHQ）構想を推進します。このビジネスモデルでは、「ベスト

な人の ベストな場所での ベストなストラクチャーでの価値創造」をコンセプト

に掲げ、グローバルに最も妥当性の高い国や地域に製薬ビジネスの重要機能のヘ

ッドクォーター（Functional Headquarters：ＦＨＱ）を設置するものです。ま

た、日･米･欧･アジアには、各リージョナル  ヘッドクォーター（Regional 
Headquarters：ＲＨＱ）を設けます。世界本社（ＷＨＱ）は、ＦＨＱとＲＨＱ
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により構成されることとなります。 
 
【数値目標】 

連結ベースでの２０１１年度売上高として１兆円、研究開発費２千億円、営業

利益２千億円、当期利益１千２百億円、株主資本利益率（ＲＯＥ）約１６％、株

主資本配当率（ＤＯＥ）約８％、ＥＰＳ４２０円を目標とします。 
 

２００５年度 ２０１１年度  

見通し ％ 目標 ％ 
CAGR
05-11 

売上高 ５，９５０億円 １００．０ １０，０００億円 １００．０ ９％

研究開発費 ９４０億円 １５．８ ２，０００億円 ２０．０ １３％

営業利益 ９６０億円 １６．１ ２，０００億円 ２０．０ １３％

当期利益 ６３０億円 １０．６ １，２００億円 １２．０ １１％

ＲＯＥ １３．１％ １６％  
ＤＯＥ ５．４％ ８％  
ＥＰＳ ２２０．４円 ４２０円  

 
前半３年間は、トランスフォーメーションや後半３年間の新製品投入期に向け

た先行投資を積極的に行い、後半の３年間には、新製品を自力でマーケティング

するインディペンデント マーケティングの実施により、収益性の向上を見込ん

でいます。 
６年間の平均成長率は売上高で９％と２桁に近い成長により、営業利益の平均

成長率も１３％を見込み、売上高営業利益率においても２００５年度の１６．

１％から２０．０％へと大幅な向上をはかる計画です。 
 

各エリアにおける２０１１年度売上高の目標は次のとおりです。 
地域 目標数値 構成比 平均成長率 
日本 ３，６００億円 ３６．０％ ４％ 

医療用 ３，２００億円 ３２．０％ ７％ 
米国 ４，４００億円 ４４．０％ １０％ 
欧州 １，４００億円 １４．０％ ２１％ 
アジア他 ６００億円 ６．０％ ２０％ 
海外計 ６，４００億円 ６４．０％ １３％ 
世界計 １０，０００億円 １００．０% ９% 

日･米･欧アの３域の売上高構成比を、およそ３６：４４：２０とし、特に欧州、

アジア地域において２０％以上の成長を企図するものです。 
主な品目別の２０１１年度世界売上高の目標は次のとおりです。 
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品目 数値目標 構成比 平均成長率 
アリセプト ２，７５０億円 ２７．５％ ６％

パリエット／アシフェックス ２，０７０億円 ２０．７％ ６％

小計 ４，８２０億円 ４８．２％ ６％

現製品計 ７，０００億円 ７０．０％ ３％

新製品群 ３，０００億円 ３０．０％ ― 
総計 １０，０００億円 １００．０％ ９％

２０１１年度の現製品対新製品の割合は、およそ７０：３０となります。 
 

【株主還元】 
成長機会を見出して積極的な資源投入を行い、企業価値の向上をはかることを

基本とし、その上で本中期計画においても配当金を利益還元の中心として位置づ

けています。基本的指標には株主資本配当率（ＤＯＥ）を継続して採用し、２０

１１年度のＤＯＥ８％、その基礎指標として、配当性向約５０％、株主資本利益

率（ＲＯＥ）約１６％を志向します。 
また、株主との対話を重視したＩＲ活動を続けてまいります。 

 
【研究開発】 

本中期計画達成の最大の要因は、申請スケジュールを計画通りに実現し、承認･

許可を確実に取得することにあります。すでに申請済みのものを含む新規化学物

質と、アリセプト、パリエット／アシフェックスを中心とした既存製品のライ

フ・サイクル・マネジメント・テーマを重要テーマと位置づけ、全社の力を結集

してその進捗にあたります。 
    主要新製品申請計画 

テーマ 効能効果 申請予定 製品 効能･製剤追加 申請予定 

T-614 関節リウマチ 
（日） 申請済 脳血管性痴呆 

（米） 申請済 

ルフィナマイド てんかん 
（米、欧） 申請済 高度アルツハイマー病 

（米、日） 申請済 

D2E7 関節リウマチ 
（日) 申請済 徐放性製剤 

（米、欧） 2009 年度 

E2014 痙性斜頸 
（日） 2006 年度 貼付製剤 

（米、欧） 2009 年度 

E7389 乳がん（3rd line）
（米） 2006 年度 

アリセプト 

小児向け有用性追加 
（米） 2009 年度 

E2007 パ ー キ ン ソ ン 病 

（米、欧） 2007 年度 H.ピロリ除菌 
（日） 申請済 

KES524 肥満症 
（日) 2007 年度 非びらん性胃食道逆流症 

（日） 2005 年度 

E5564 重症敗血症  
（米、欧） 2009 年度 

パリエット/ 
アシフェックス

長時間持続型製剤 
（米、欧） 2009 年度 

AS-3201 糖尿病合併症 
(米、欧) 2009 年度 E0167 肝細胞がんの再発抑制

（日） 2008 年度 

クレブジン B 型肝炎  
（アジア） 2009 年度    

E5555 急性冠症候群 
(米、欧) 2010 年度    

E2012 アルツハイマー病 
(米、欧) 2010 年度    



4 

 
また、アンメット・メディカル・ニーズ領域に First in Class、Best in Class

の新薬を生み出していくことも重要なポイントです。そのために次の四つの主要

な研究開発戦略を実行します。 
 
１．領域集中 
  領域集中のコンセプトをいっそう進化させ、フランチャイズ領域は常に発展

的に変容しますが次の二つとし、研究開発資源の約７５％を集中投入します。 
  Integrative Neuroscience：脳科学、神経内科学、精神医学 
  Integrative Oncology：腫瘍治療学、腫瘍治療支援分野 

２．創薬能力向上 
創薬の最上流の担当組織であるカン研究所を、日本を代表するライフサイエ

ンスクラスターとなりつつある神戸に移転し、アカデミアとの共同作業等を充

実させてトランスレーショナル･リサーチの拠点とします。 
筑波研究所は、フランチャイズ領域の創薬技術をさらに向上させるほか、バ

イオインフォマティクスなどの先端技術を活用した創薬の効率化･生産性の向

上をはかります。また、化合物ライブラリーやプロテオーム技術などのグロー

バルな共通技術基盤を強化することによって、欧米の創薬拠点との連携を強化

します。 
ボストン研究所では、キャンパスの拡充・稼動を２００６年度中に計画して

おり、研究員数約２００名（６０名増）の陣容として、米国における探索機能

の飛躍的向上をはかります。またロンドン研究所は、英国 Hatfield 市に建設す

るＥＵナレッジ センターに研究所を増設して、現在の約５０名体制から１０

０名程度の体制とし、日米に次ぐ三番目のフルファンクションの創薬拠点とす

る計画です。 
これらにより、日米欧三拠点が新薬候補の化合物を選択するまでをおこなう

力を具備することになります。また、グローバルな創薬･開発研究員数を、現

在の約７６０名から約１０００名の体制まで増員する計画です。 
３．臨床研究能力向上 

臨床研究の進展に伴い、治験サイトの分布は日米欧のみならず、ロシア、イ

ンド、南アフリカなど全世界に拡大しています。日・米・欧アジアの全域を統

一されたリーダーシップのもとに運営するため、Eisai Global Clinical 
Development のもとに日本の臨床研究センターを統合し、グローバルな臨床研

究の一体化をはかります。重要な臨床研究機能である臨床薬理、データ･マネ

ジメント、臨床統計についてもグローバルに一体化し、その強化をはかります。

これらの強化により、探索的臨床研究からマルチカントリー大規模試験に至る

まで対応可能となります。また、アジアでの臨床研究拡大に対応するため、ア

ジア地区に臨床研究マネジメント拠点を設立します。こうした拡大に対応する

ため、グローバルな臨床研究の要員を約３００名増員し、約８００名体制とす

る計画です。 
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４．R&D マネジマント･カンパニー（R&DMC）の設立 
研究･開発においては、プロジェクト毎に設けられたチームがいかに計画通

りの成果を示すことができるかが重要です。そのようなチームとしての、イン

ターナショナル プロジェクト チーム(IPT)に対して、必要な資源や人材を強化

することに加え、研究開発プロジェクトの個別管理をおこなう仕組みとして、

以下の目的をもつ R&DMC を新設会社分割により設立します。 
① 研究開発テーマごとに編成するインターナショナル プロジェクト チー

ムの円滑な進行をめざす個別管理 
② 各研究開発ネットワークのマネジメントの独立性を維持しつつ、グロー

バル研究開発としての目標、方向性、タイムライン等の統一された意思決

定とタイムリーな行動 
③ 各研究開発機能におけるグローバルな一体化と強化ならびにリーダーシ

ップの確立 
④ 研究開発力向上に向け、統一された意思の下での 2,000 億円レベルの研

究開発資源の配分と－omics 技術、再生医療、バイオインフォマティクス

などの新規技術への積極投資の実行 
⑤ 知的財産の管理 

 
 
【オンコロジー ビジネス】 

がん領域は今日最も革新が進んでいる領域です。この領域で世界最先端の研

究開発の実行と製品ラインアップの充実をはかり、フランチャイズを構築して

いくことが本中期計画成功の要諦と考えます。 
厚みを増す自社抗がん剤の開発を申請計画どおりに進行をはかるとともに、

探索研究、臨床研究、マーケティングの一体化を目的として、この領域の研究

開発の中心であり、世界に先駆けた先端的治療法などの革新が進んでいる米国

に、Eisai Oncology Unit の設立を計画します。 
がんマーケティング戦略は、自社開発抗がん剤 E7389 の最初の販売国となる

米国に重点を置くだけでなく、欧州、日本などとの連携を視野に入れたグロー

バルな戦略立案を志向し、各エリアの特性を反映させた開発、製品買収を含む

事業開発などによって得た製品を加えて、積極的なマーケティングを展開しま

す。 
さらに、がん領域ビジネスでは、重要性を増す支援療法（supportive 

therapies）としての鎮痛、貧血、嘔吐治療等の側面もカバーしていきます。 
 
 
【エリア別事業】 

２０１１年度の世界各地域における数的目標と市場成長の予測を下表に掲げ

ます。当社の推計によれば、世界の医薬品市場は２００５年～２０１１年まで年

平均７％で成長すると見込まれます。 
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２０１１年度マーケット予測 ２０１１年度目標 地域 
市場 

($10 億) ％ 平均成長率

05-11(%) 
売上高 

（億円） ％ 平均成長率

05-11(%) 
日本 
医療用医薬品 

 
８０ ８．６ ２

３，６００

３，２００

３６．０ 
３２．０ 

４

７

米州 ４１０ ４４．２ ８ ４，４００ ４４．０ １０

欧州 ２６６ ２８．７ ７ １，４００ １４．０ ２１

アジア他 １７２ １８．５ ９ ６００ ６．０ ２０

海外計 ８４９ ９１．４ ８ ６，４００ ６４．０ １３

合計 ９２９ １００．０ ７ １０，０００ １００．０ ９

 
日本市場は、薬価改定をはじめとする医療費抑制策の影響により平均成長率

２％と、引き続き低成長となる見通しですが、米国は、一層のジェネリックの拡

大やメディケア・パートＤに代表される医療に対する政府の関与の増加等により

市場における変動要素は高まり、市場の成長率は鈍化するものの平均８％程度成

長するものと考えています。欧州は、Ｇ５を中心とする医療費抑制策の影響を受

ける一方で、その他のＥＵ新規加盟国や非加盟国における高い成長が見込まれ、

欧州トータルでは平均成長率７％を予想しています。アジア他は、中国や台湾等

での薬剤費抑制策の影響があるものの、９％の成長を見込みます。 
日本では、アリセプト、パリエットのこれまでの成果に豊富な新製品群を加え

て、医療用医薬品市場を大きく上回る平均成長率７％を目指します。最大市場で

ある米国においては、市場成長率を上回る２桁の成長を維持する計画です。欧州

においては、ゾネグラン、プリアルト等の新製品の育成、進出国の拡大により２

０％以上の成長を企図します。またアジアでは、中国、インドにおける急成長を

基に２０％と高い成長を計画します。 
以上の結果、２０１１年度の日・米・欧・アジアの売上構成比率は、およそ３

６：４４：１４：６と、米国、アジアについてはグローバルの市場構成比に近づ

き、世界市場でバランスのよい構成になるものと予測します。 
 

１．米州事業 
米国においては、現在のフランチャイズである神経領域と消化器領域の事業

機会の最大化と継続的な成長に加えて、がんフランチャイズ確立において中心

的役割を果たすことを期待しています。今後米国市場の成長率が低下する状況

にあっても、新製品･導入品などの貢献により、米州エリアで２桁成長を果た

し、２０１１年度には現在の約２倍となる、約４，４００億円の売上高をめざ

します。 
新たに取り組む Integrative Oncology 領域は、本中期計画における米国の最

大戦略課題です。２００６年度に申請予定の抗がん剤Ｅ７３８９の承認に備え

て、オンコロジーユニットの立ち上げを計画しており、それに向けた新薬の開

発推進と、フラグミンなどの病院販路向けの商品の取り揃えを並行して進めて
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いきます。 
アリセプトは、高度を加えたすべてのステージでのアルツハイマー病治療剤

として、アルツハイマー病のゴールドスタンダード治療剤の地位を堅持し、２

００６年１月から施行されたメディケア・パートＤを更なる成長要因として年

２桁成長を企図し、物質特許期間満了予定の２０１０年までには約２０億ドル

商品となることをめざします。また、アリセプトの物質特許期間満了後に向け

たマーケティング戦略、新効能や新製剤の上市などの製品戦略を展開し、物質

特許満了による影響を最小限度にとどめる努力をいたします。さらに、ポス

ト・アリセプトとして期待するＥ２０１２のタイムリーな開発･申請を推進し

ます。神経フランチャイズの強化策としては、Ｅ２０１２の他、パーキンソン

病治療剤として開発中のＥ２００７について、てんかん、多発性硬化症などへ

の効能追加の展開をはかる他、糖尿病合併症治療剤ＡＳ-３２０１の許可取得･

発売を計画しています。 
アシフェックスについては、２００９年以降に他のプロトンポンプ阻害剤の

物質特許期間満了により市場競争状況が大きく変化していくと予想されるこ

とから、継続的なディテールによる製品優位性の啓発、ブランド認知の向上促

進、柔軟な価格戦略などを組み合わせて市場競合状況に応じた戦略を実施して

いきます。また、継続的な新適応取得や新製剤上市により、その商品性の極大

化をはかり、２０１３年の物質特許満了に備える施策を実施します。 
さらに、本中期計画期間中には、大型化が期待される急性冠症候群治療剤Ｅ

５５５５や、神経フランチャイズ、オンコロジー領域での新製品の申請･承認

が予定されていることから、新製品群のインディペンデント マーケティング

とオンコロジー ビジネス立ち上げのため、MR 数１，５００名、うちオンコ

ロジー専門 MR３００名体制をめざします。 
 
 ２．日本事業 

医家品事業においては三つのフランチャイズ領域（神経、消化器、運動器）

それぞれにおいてＮｏ．１シェア獲得をめざし、２０１１年度までの平均成長

率として、市場成長を上回る７％を計画しています。この基本はアリセプト、

パリエットをベースとして新製品群の着実な上市・育成を果たしていくことに

あります。 
アリセプトは、疾患啓発活動中心の市場発掘型マーケティング戦略を発展さ

せ、より一層の市場浸透をはかっていきます。具体的には、軽度・中等度アル

ツハイマー病に対する浸透率を向上させ、高度アルツハイマー病の承認取得後

にはフル スペクトラムのアルツハイマー病治療剤として、浸透率５０％以上

をめざします。 
パリエットは、ピロリ除菌療法と症候性胃食道逆流症の２つの効能・効果追

加により成長戦略を推進します。歴史的に強みを有する消化器領域に、エーザ

イ独自の診断支援ツールを活用した潜在患者発掘と、地域医療連携への組み込

みをマーケティング戦略の中核とします。 
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新製品群では、Ｔ－６１４（申請名：ケアラム）、Ｄ２Ｅ７（申請名：ラヒ

ーラ）、ＫＥＳ５２４、Ｅ２０１４、Ｅ０１６７、Ｅ７３８９、Ｅ２００７な

どの後期臨床テーマの計画通りの申請･承認取得をめざします。また、フラン

チャイズ領域のＮｏ．１実現に向けさらなる製品買収などの機会を引き続き追

求します。 
ＭＲは、本中期計画内に見込まれるＥ７３８９の承認取得により、オンコロ

ジー ビジネスの立ち上げに向けた１００名規模のがん専門ＭＲの展開を含め、

１６００名体制を志向します。 
薬粧事業については、顧客規定、ブランドマーケティングとトレードマーケ

ティングの融合を軸としたバリュー・チェーン全体の仕組みの改革を実行して、

２０１１年度の営業利益率２０％をめざします。 
診断薬事業、ジェネリック事業、医療用機器事業については、社の理念であ

る患者価値創出面において、医療用医薬品事業との関連性を強化し、成長をめ

ざします。 
 
 ３．欧州事業 

欧州においては自主成長を基本として、既存品の極大化はもとより、新製品

のタイムリーな上市とその育成、市場・事業の積極的拡大、市場ニーズをふま

えた積極的事業開発の進行によって、市場成長を上回る平均２０％以上の年成

長と、１，４００億円の売上計画を掲げています。その実現のために、現在の

１２カ国体制を、全 EU 地域、中東欧およびロシアへ拡大し、３０カ国への拠

点展開を行うとともに、MR 約７６０名体制にまで強化します。これを実現す

るためのＥＵ全体戦略を創出し、発信していくのが、新たに設置される欧州ナ

レッジ センターの役割です。 
アリセプトを自社で販売する英､独､仏では新規適応・新剤型を梃にシェア上

昇にも挑戦し、共同販促となるその他の地域ではオリジネーターとして患者様

への「価値」の提供に努めます。パリエットについては、ＰＰＩ全体への逆風

下で非常に厳しい状況が続くと想定されますが、ドイツ、英国・イタリアでの

積極的な展開をはかるとともに、その他地域での販売・販促を強化します。こ

の実現によって、欧州事業の本中期計画期間中の平均成長率は約２１％となる

ことが見込まれ、売上高構成比は現在の７．５％から約１４％にまで拡大する

と予想します。 
新製品に関しては米国との同時開発を志向しますが、ＥＵにおいてはゾネグ

ランがデータ保護期間１０年を有しており、単独療法などへの適応拡大を期待

されるため、欧州損益への貢献品目に育成していきます。またプリアルトをは

じめとする欧州に特化した導入品も欧州の急成長に貢献します。 
 
 ４． アジア事業 

アジア地域の展開では、すでに東アジア、東南アジア、西アジアへの進出を

果たし、中東、トルコへの進出を企図します。なかでも中国とインドは二大市



9 

場となると予測されることから、中国において、大きなアンメット･メディカ

ル･ニーズである肝炎の治療剤として開発するクレブジンの上市を大きな成長

モメンタムとして、MR１，０００名体制、売上高３５０億円をめざします。

また、トランスフォーメーション戦略の実行地域であるアジアの中でも、イン

ドにおいて多方面の展開を考えており、インドの重要性は飛躍的に高まります。 
アリセプトに関しては、疾患啓発、スクリーニングプログラム、診断サポー

トツール提供等、患者の啓発と早期診断・治療への注力に加え、各国で専任チ

ームを発足させ、質的・量的にディテールのシェアを上昇させます。また、速

崩錠の許可を早期に取得することと、日欧米の開発チームとの密な連携により、

効能効果の追加や新剤形の早期導入をめざします。パリエットは、アジアの堅

調なＰＰＩ市場で成長してきましたが、競争が一段と厳しくなる中、ディテー

ルのシェア拡大とエビデンス構築を積極的に行い、マーケットシェア拡大をめ

ざします。 
これらの結果、アジア事業の本中期計画期間中の平均成長率として約２０％

を見込み、売上高構成比は現在の３．３％から約６％となるものと予測します。 
 
【生産・品質】 

品質・製造部門では、品質・スピードで世界をリードするコスト競争力を実現

することを目標としています。その実現の為に、独自の品質保証体制に基づいた、

自社ならびにネットワーク企業の生産機能・トランスフォーメーション戦略を活

用した、シームレス･バリュー･チェーンを追求し、グローバルな安定供給体制を

構築します。２０１１年までのグローバルな新製品上市においても、高品質の製

品を競争力のあるコストで安定供給できる体制を構築します。目標原価率は２０

１１年度売上原価率１５％とし、事業開発などへの資源配分を可能とする、自社

品のさらなるコストダウンをめざします。 
 

【トランスフォーメーション】 
本中期計画では、大きなコンセプトとしてグローバル フレキシビリティの追

求を掲げました。優れた技術レベルを有し、コストパフォーマンスに秀でたエリ

アにオペレーションを移すこと（トランスフォーメーション）はグローバル フ
レキシビリティを得る上で重要な戦略となります。当社では、研究開発および生

産分野を優先し、コスト削減のみならず、中長期的な視野に立ちインドの優位性

を最大活用することにより革新的な知を創造することをめざします。 
インドでの拡張の対象となる領域として、臨床研究、データ マネジメント・

統計解析、メディシナル ケミストリー、プロセス ケミストリー、製剤研究、生

産などを想定します。 
 

【ヒューマン リソース】 
社員は社の企業価値を自ら高めることのできる唯一のステークホルダーです。

WHQ、R&DMCが初期の目的を達成するための人事制度、人材育成プログラム、
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レポーティングシステムを確立します。特に、デュアル レポーティングやヴァ

ーチャル組織の運用に寄与するシステムの立ち上げを早急に実施していきます。 
 

以上 


