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    平成１7 年度 （１8 年 3 月期）連結決算 

連結業績の状況  

（単位：億円､未満切捨表示） 

＜損益計算書項目＞ 16年度 
17年度 

予定 
17年度 予定比 前期比 

 売上高 1,453 1,494 1,486 ▲0.5% +2.3% 
 営業利益 600 575 569 ▲1.0% ▲5.2% 
 経常利益 619 596 592 ▲0.6% ▲4.4% 
 当期純利益  393 358 361 +1.0% ▲8.1% 

 

セグメント情報 
 

(1) 当期の部門別業績の概況 
            （単位：億円）  

   

 

 

(2) 当期の海外売上高の概況 

           （単位：億円） 

事 業 部 門 売上高 地  域 売上高 

医薬品事業 1,486 本  邦 1,460 

役務サービス他 - 海  外 26 

 

連単倍率 

 16年度 17年度 

（損益計算書関係） 

売上高 1.01 1.01

営業利益 1.01 1.01

経常利益 1.01 1.02

当期純利益 1.01 1.01
（貸借対照表関係）   

総資産 1.01 1.01

株主資本 1.01 1.01

経営指標                               (単位：円) 

 16年度 17年度 

 連結決算 単独決算 連結決算 単独決算 

一株当たり当期純利益 334.04 330.94 307.32 304.52 

一株当たり株主資本 3,332.33 3,309.01 3,777.31 3,752.76 

株主資本比率 89.1% 89.7% 87.9% 88.5% 
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連結業績の概況 

 
・売上高は     1,486億円、前期比では2.3%増（前期1,453億円）  
                          予定比では0.5%減（予定1,494億円)  
 
・営業利益は    569億円、前期比では5.2%減（前期600億円） 
                          予定比では1.0%減（予定575億円）  
 
・経常利益は   592億円、前期比では4.4%減（前期619億円） 
                          予定比では0.6%減（予定596億円）  
 
・当期純利益は  361億円、前期比では8.1%減（前期393億円） 
                          予定比では1.0%増（予定358億円） 
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主要製品売上高 

（単位：億円） 

 15年度 16年度 17年度 前期比 

オパルモン 234 283 326 +43 

オノン 231 252 265 +13 

キネダック 228 229 212 ▲16 

フオイパン 164 163 156 ▲6 

オノンドライシロップ 66 83 94 +11 

カタクロット      ※ 93 79 73 ▲6 

プロスタンディン  ※ 84 77 71 ▲5 

プロスタンディン500  ※ 28 25 23 ▲1 

エフオーワイ    ※ 24 22 19 ▲2 

エフオーワイ500    ※ 61 57 52 ▲4 

エラスポール     ※ 35 48 55 +7 

オノアクト        ※  3 4 4 +0 

  主力品計 1,256 1,326 1,358 ＋32 

     ※注射製剤 

海外売上高 

(単位：億円) 
 15年度 16年度 17年度 

 

   輸出高   

 

17 

 

18 

 

21 

    

  海外特許料収入 

   

15 10 4 

  海外売上高合計  33 28 26 

   売上高比率 2.4% 2.0% 1.8% 

 
主要輸出先 
 韓国、アメリカ、イタリア、台湾、メキシコ、イギリス、オランダなど 
主要輸出品目 
 オパルモン、オノン、エフオーワイ、プロスタンディン、 
 プレグランディン、フオイパンなど 
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①売上高  1,486億円  前期比2.3%増 (前期1,453億円) 

末梢循環障害改善剤「オパルモン錠」が腰部脊柱管狭窄症の適応領域で評価が

一段と高まり、前期比43億円（15.2%）増の326億円と前期に引き続き大きく伸

長しました。気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤「オノンカプセル」は、通年

性のアレルギー性鼻炎の領域で市場が拡大したため、前期比13億円（5.3%）増の

265 億円と伸長し、気管支喘息（小児）治療剤「オノンドライシロップ」も前期

比11億円（13.3%）増の94億円と堅調に推移しました。また、全身性炎症反応症

候群に伴う急性肺障害に対する世界で初めての治療剤「注射用エラスポール」も

前期比7億円（15.4%）増の55億円と順調に市場育成が進みました。 

一方、脳血栓症急性期治療剤「注射用カタクロット」や末梢循環障害改善剤「注

射用プロスタンディン」など後発品が上市されている注射剤は合計で前期比 20

億円（7.9%）減となり、また、糖尿病性神経障害治療剤「キネダック錠」は、昨

年7月以降上市された後発品の影響などにより、前期比16億円（7.2％）減の212

億円となりました。 

 
製品別の要因 
 
◇ｵﾊﾟﾙﾓﾝ         前期比15.2%増の326億円(＋43億円） 
◇ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ       前期比  5.3%増の265億円(＋13億円） 
◇ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ    前期比13.3%増の  94億円(＋11億円） 
◇ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ       前期比15.4%増の  55億円(＋ 7億円） 
◇注射製剤５品目    前期比  7.9%減(▲20億円） 
◇ｷﾈﾀﾞｯｸ        前期比  7.2%減(▲16億円） 
 (ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ･ｵﾉｱｸﾄ除く)  
 
 
活動面からの要因 
 
◇ 当社品への理解を深めていただくための講演会、研究会、医師会小ｸﾞﾙ-ﾌﾟ説明会を中心

とした学術情報活動の積極的展開に努めました。 
 ◇ 当社製品を真に患者さんの治療にお役立ていただくために、コメディカル（看護師、理

学療法士など）の方々まで活動対象を広げて、情報提供の正確性向上とｽﾋﾟｰﾄﾞ化を図っ

ています。 
 
 



 5

 
 
 

退職給付債務の明細 

17 年 3 月末現在   （連結）  割引率1.4％適用                       （単位：億円） 
 退職金制度 確定給付企業年金制度 合計 

退職給付債務 56 287 342 
年金資産（時価）  196 196 
引当金 56 94 151 
積立不足額  2 2 
未認識退職給付 

引当金戻入益 
 ▲7 ▲7 

平成16年10月1日より、従来の確定給付企業年金（旧厚生年金基金加算年金）と税制適

格退職年金の一本化を行い、新しい確定給付企業年金を導入しました。また、退職一時金制

度の一部を確定拠出年金制度へ移行しています。これに伴い特別利益に「新制度導入に伴う

退職給付引当金戻入益」として7億円、「確定拠出年金移行益」として8億円の合計15億円

を計上しました。 なお、上記未認識退職給付引当金戻入益は、18年3月中間期に特別利益

として計上します。 
 

18 年 3 月末現在   （連結）  割引率1.4％適用                       （単位：億円） 
 退職金制度 確定給付企業年金制度 合計 

退職給付債務 55 292 347 
年金資産（時価）  243 243 
引当金 55 70 125 
未認識数理計算上 

の差異 
 ▲22 ▲22 

平成17年度には年金資産運用益22億円が発生していますが、この未認識数理計算上の差

異については、平成18年度に特別利益として22億円計上します。 
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②営業利益  569億円  前期比5.2%減  (前期600億円) 

    売上伸び率2.3%増に対して営業利益が5.2%減となった要因 
 

当期の売上高が前期比33億円（2.3%）増の1,486億円となった一方で、売上原

価が前期比8億円（3.8%）増の218億円、販売費及び一般管理費が前期比56億円

（8.8%）増の699億円となりました結果、営業利益は前期比31億円（5.2%）減の

569億円となりました。 

 

1） 研究開発費は、前期比34億円（11.2％）増の340億円となりました。 

積極的に研究開発活動を推進した結果、委託研究費や共同研究費などが増

加した上に、導入品獲得に伴う契約一時金の支払いもありました。さらに、

共同開発先2社からの開発費用の一部払い戻し額が前期比20億円程度減少

したことも研究開発費の増加要因となっています。 

 

2） 研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、コンピュータ関連費用の増加

（営業基幹システム再構築費用）、学術講演会など事業計画に関連する費用

の増加などにより、前期比22億円(6.7%)増の358億円となりました。 

 

③経常利益  592億円   前期比4.4%減 (前期619億円) 

営業外収支が23億円の利益となり前期比約4億円改善したものの、営業利益の減

少に伴い前期比27億円（4.4%）減の592億円となりました。 

 

④特別損益  特別損益は5 億円の利益 前期比33億円利益が減少 

 1）特別利益が前期比45億円減少 
（1）前期に「投資有価証券売却益」37 億円計上しましたが、当期にはありません

でした。 

（2）前期に退職給付債務負担減少額15 億を計上しましたが、当期は 7億円の

計上にとどまりました。 

2）特別損失が前期比12億円減少 
（1）前期に退職給付債務償却額 14 億円計上しましたが、当期は 5 千万円の計上

にとどまりました。 
    (2) 当期に減損損失1億8千万円を計上しました。 
 

⑤当期純利益  361億円  前期比8.1%減少 (前期393億円) 
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平成１8 年度 （19 年 3 月期）連結決算業績予定    

 

連結決算業績予定 

(単位：億円) 

＜損益計算書項目＞ 16年度 17年度 
18年度 

予定 
17年度比 

 売上高 1,453 1,486 1,442 ▲3.0% 

 営業利益 600 569 541 ▲5.0% 

 経常利益 619 592 563 ▲5.0% 

 当期純利益  393 361 351 ▲2.9% 

 

主要製品売上高予定 

（単位：億円） 

 16年度 17年度 16年度比 18年度 

予定 
17年度比 

オパルモン 283 326 +43 342 +16

オノン 252 265 +13 266 +0

キネダック 229 212 ▲16 176 ▲35

フオイパン 163 156 ▲6 142 ▲14

オノンドライシロップ 83 94 +11 106 +11

カタクロット    ※ 79 73 ▲6 63 ▲10

プロスタンディン ※ 77 71 ▲5 61 ▲9

プロスタンディン500※ 25 23 ▲1 20 ▲3

エフオーワイ   ※ 22 19 ▲2 16 ▲3

エフオーワイ500  ※ 57 52 ▲4 45 ▲6

エラスポール    ※ 48 55 +7 63 +8

オノアクト      ※ 4 4 +0 6 +1

  主力品計 1,326 1,358 +32 1,313 ▲45

       ※注射製剤 
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平成１8年度（19 年 3 月期）の連結決算業績予定 

 

①売上高  1,442億円 前期比3.0%減 (17年度1,486億円)  

．「オパルモン錠」、「オノンドライシロップ」、「注射用エラスポール」を中心に市

場の拡大を図るものの、平成18年4月の薬価基準の引下げ(7％強)の実施や後発

品の影響などにより、売上高は減少する見込みです。 

 

②営業利益  541億円  前期比5.0%減 (17年度569億円) 

 
・ 研究開発費につきましては、引き続き積極的に国内外で研究開発活動を推進し、

前期比16億円(4.9%)増の357億円になる見込みです。 

・ 研究開発費を除く販売費および一般管理費は、前期に計上した営業基幹システム

再構築費用がなくなること、営業経費の見直しなどにより、前期比30億円(8.6%)

減の328億円を見込んでいます。 
 

 

③経常利益  563億円   前期比5.0%減 (17年度592億円)  

 
 

④当期純利益  351億円   前期比2.9%減(17年度361億円)  

・ 特別利益に年金資産運用益（数理計算上の差異償却）22億円を計上するものの、

前期比10億円(2.9%)減の351億円を見込んでいます。 
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連結キャッシュフローの状況 

（単位：億円） 
  16年度 17年度 増減 

現金及び現金同等物期首残高 510 382 

営業活動によるキャッシュ・フロー 288 399 +110

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲346 ▲441 ▲94

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲69 ▲77 ▲7

増減（現金及び現金同等物） ▲128 ▲119 

現金及び現金同等物期末残高 382 263 

 
 
＜主な前期比増減要因＞ 

 

営業活動によるキャッシュ・フロー             110億円増加 

  

・法人税等支払額減少による増加        74億円 

・売上債権残高の減少による増加        55億円 

・営業利益の減少                  ▲31億円 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー             94億円減少 

 

・有価証券の取得による支出の増加         ▲92億円 

・有価証券の償還等による収入の減少         ▲16億円 

・有形固定資産取得の減少による増加          ＋15億円 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー             7億円減少 

 

・配当金の支払いの増加                 ▲23億円 

・自己株式の取得の減少による増加             ＋16億円 

 

 

 



 10

連結損益の状況                  （単位：億円） 

＜損益計算書項目＞ 16年度 17年度 増減 

 売上高 1,453 1,486 +33
（前期増減率） 4.2% 2.3%

売上原価 210 218 ＋8
  （対売上高比率） 14.5% 14.7%

販売費・一般管理費 642 699 +56
  （対売上高比率） 44.2% 47.0

   内、研究開発費 306 340 +34
    （対売上高比率） 21.1% 22.9%

 営業利益 600 569 ▲31

  （前期増減率） 10.1% -5.2%
  （営業利益率） 41.3% 38.3%

営業外収益 24 27 ＋3

営業外費用 4 4 ▲0

 経常利益 619 592 ▲27

  （前期増減率） 10.6% -4.4%
  （経常利益率） 42.6% 39.8%

特別利益 53 7 ▲45

特別損失  14 2 ▲12

 税金等調整前当期純利益 657 597 ▲60

法人税・住民税及び事業税  259 218 ▲40

法人税等調整額 3 14 ＋11

少数株主利益 2 2 +0

 当期純利益  393 361 ▲31

  （前期増減率） 27.1% -8.1%

  (当期純利益率) 27.1% 24.3%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◎ 当期の特別損益は5億円の利益となり前期比で33億円利益が減少しました。 
①特別利益が前期比45億円減少 

・前期に投資有価証券売却益37億円計上しましたが、当期にはありませんでした。 

・前期に退職給付債務負担減少額15億を計上しましたが、当期は7億円の計上にとどまりました。

②特別損失が前期比12億円減少 

・前期に退職給付債務償却額14億円計上しましたが、当期は5千万円の計上にとどまりました。

  ・当期に減損損失1億8千万円を計上しました。 

 

＜主な対前期増減要因＞ 
ｵﾊﾟﾙﾓﾝ     43億円増   

ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ     13億円増 
ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ  11億円増     
ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ     7億円増 
注射製剤５品目(ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ･ 
ｵﾉｱｸﾄ除く)    20億円減 
ｷﾈﾀﾞｯｸ       16億円減 
 

積極的に研究開発活動を推進した

結果、委託研究費や共同研究費な

どが増加した上に、導入品獲得に

伴う契約一時金の支払いもありま

した。さらに、共同開発先 2 社か

らの開発費用の一部払い戻し額が

前期比20億円程度減少したことも

研究開発費の増加要因となってい

ます。 
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連結貸借対照表（資産の部） 

（単位：億円） 
 16年度 17年度 増減 

 流動資産 (1,795) (1,821) +25

   現金及び預金 152 149 ▲3

   受取手形及び売掛金 446 433 ▲12

   有価証券 963 1,010 +47

   たな卸資産 90 93 +3

   繰延税金資産 141 134 ▲7

   その他 11 12 +0

   貸倒引当金 ▲10 ▲12 ▲2

 固定資産 (2,597) (3,223) +626

  有形固定資産 (592) (557) ▲34

   建物及び構築物 295 276 ▲18

   機械装置及び運搬具 48 36 ▲11

   土地 227 225 ▲1

   建設仮勘定 5 2 ▲2

   その他 16 16 +0

  無形固定資産 (12) (11) ▲1

  投資その他の資産 (1,991) (2,653) +662

   投資有価証券 1,908 2,572 +664

   繰延税金資産 0 0 ▲0

   再評価に係る繰延税金資産 25 24 ▲0

   その他  58 57 ▲1

   貸倒引当金  ▲0 ▲0 +0

資産の部合計 4,392 5,044 +651
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連結貸借対照表（負債・少数株主持分及び資本の部） 

（単位：億円） 
 16年度 17年度 増減 

負債の部 (456) (583) (+126)

 流動負債 (274) (258) (▲15)

   支払手形及び買掛金 26 31 +4

   未払法人税等 117 88 ▲28

   販売促進引当金等 14 15 +1

   賞与引当金 39 43 +3

   その他の流動負債 76 79 +3

 固定負債 (182) (324) (+141)

   長期借入金 0 0 ▲0

   退職給付引当金 151 125 ▲25

   役員退職給与引当金 7 8 +0

   長期未払金 5 2 ▲2

   繰延税金負債 17 187 +170

少数株主持分 (21) (24) +3

資本の部 (3,914) (4,436) (+522)

 資本金 173 173 － 

 資本剰余金 170 170 － 

 利益剰余金 3,642 3,922 +280

 土地再評価差額金 ▲36 ▲35 +1

 その他有価証券評価差額金 188 428 +240

 為替換算調整勘定 ▲0 0 +0

 自己株式 ▲222 ▲223 ▲0

負債、少数株主持分及び資本合計 4,392 5,044 +651

16年度末累計 548万株 
17年度末累計 548万株 

 自己株式を保有。 
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＊【投資内容】                       （単位：億円） 

 16年度 17年度 18年度 

 投資額・実績 投資額・実績 投資額・計画

生産設備 
生産機器更新等 

7.3 4.6 10.2 

研究設備 2.4 1.8 1.0 

営業設備他 

ｼｽﾃﾑ関連投資等 
 

6.6 

 

1.4 

 

1.3 

合計 16.3 7.9 12.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 15 年度より開発しておりました

営業基幹システムの再構築が完了し、

平成 18 年 1 月より稼動致しました。

（これに伴い、当中間期に計上してい

ましたこの再構築関連の建設仮勘定を 
販売費及び一般管理費に振り替えまし

た。） 

ここ数年の大規模な設備投資

（筑波研究所、本社、フジヤマ

第七工場）は一段落し、当期は

維持投資にとどまっておりま

す。 
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減価償却費・設備投資額 （連結決算ﾍﾞｰｽ） 

 

・ 減価償却費・率           

（単位：億円） 
 16年度 17年度 18年度 

 実績 実績 予定 

減価償却費  

   対売上比率％ 
41.5 

2.9% 

39.6 

2.7% 

34.9 

2.4% 

・設備投資額（工事ベース） 

                       （単位：億円） 

 16年度 17年度 18年度 

 実績 実績 予定 

設備投資額 16.3 7.9 12.5 

  

 

期末従業員数 （連結決算ﾍﾞｰｽ） 

 

 
１6年度 

期   末 

１7年度 

期   末 

期末従業員数 (人) 2,604 2,595 
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平成１７年度 （１８年３月期） 単独決算参考資料 

主要な経営指標等の推移 

（単位：億円、未満切捨表示） 
 16年度 

 

17年度 

 

18年度 

予定 

売上高 1,440 1,471 1,427 

営業利益    593 561 533 

経常利益   611 583 554 

当期純利益  389 358 348 

一株当たり当期純利益   330.9円 304.5円 296.2円 

一株当たり年間配当金     65円 80円 80円 

純資産        3,888 4,408 

総資産           4,334 4,981  

株主資本比率        89.7% 88.5%  

一株当たり株主資本   3,309.0円 3,752.7円  

株主資本当期純利益率ROE％    10.5% 8.6%  

 

自社品比率 

 16年度 １7年度 １8年度予定 

自社品比率 ９６．５% ９６．６% ９６．２%
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損益計算書              （単位：億円） 

１6年度 17年度 増減 

売上高 1,440 1,471 +30 

売上原価        208 215 +7 

  （売上原価率％） 14.5% 14.7%  

研究開発費 305 339 +33 

  （研究開発費率％） 21.2% 23.1%  

 その他販管費 

   (販管費率％) 

332 

23.1%
354 

24.1%
+21 

営業利益 593 561 ▲31 

営業外収益 (21) (25) (+3) 

受取利息及び配当金 14 19 +4 

営業外費用 (4) (3) (▲0) 

経常利益 611 583 ▲27 

特別利益 

  投資有価証券売却益    

  確定拠出年金移行益 

新制度導入に伴う 

     退職給付引当金戻入益 

特別損失 

退職給付債務数理計算上の 

差異償却 

  減損損失 

 (53)

37 

8 

 

7 

(14)

 

14 

- 

(7) 

- 

- 

 

7 

(2) 

 

0 

1 

(▲45) 

▲37 

▲8 

 

- 

（▲12） 

 

▲14 

+1 

税引前当期純利益 650 588 ▲61 

法人税・住民税及び事業税 256 216 ▲40 

法人税等調整額   3 13 +10 

当期純利益 389 358 ▲31 

前期繰越利益 12 12 +0 

土地再評価差額金取崩額 - ▲1 ▲1 

当期未処分利益 401 369 ▲32 
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貸借対照表（資産の部）  

 （単位：億円） 

 １6年度 １7年度 増減 

  (資産の部)           

Ⅰ流動資産  （1,766） (1,789) （+22） 

 現金・預金 133 126 ▲6 

 受取手形 5 1 ▲3 

 売掛金      434 425 ▲9 

 有価証券 962 1,009 +47 

 たな卸資産         89 91 +2 

 繰延税金資産 140 133 ▲7 

 その他 11 13 +2 

 貸倒引当金 ▲10 ▲12 ▲2 

Ⅱ固定資産  （2,567） (3,191) (+624) 

 有形固定資産 (576) (543) （▲33） 

  建物 279 261 ▲17 

  機械・装置  41 32 ▲9 

  土地 227 225 ▲1 

  建設仮勘定 5 1 ▲3 

  その他 23 23 ▲0 

 無形固定資産 (12) (11) (▲1) 

 投資その他の資産 (1,977) (2,636) (+659) 

  投資有価証券 1,890 2,553 +662 

再評価に係る繰延税金資産 25 24 ▲0 

  その他 61 58 ▲2 

資産合計 4,334 4,981 +647 
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貸借対照表（負債・資本の部）                    （単位：億円） 

16年度 17年度 増減 

  (負債の部)  

Ⅰ流動負債   (265) (250) (▲15) 

 支払手形 1 2 +1 

 買掛金 20 24 +4 

 未払法人税等 115 87 ▲28 

 未払消費税等 12 8 ▲3 

 未払費用 41 49 +7 

 賞与引当金 38 42 +3 

 売上割戻引当金 8 9 +0 

 販売促進引当金      5 5 +0 

 その他  20 19 ▲0 

Ⅱ固定負債 （180） (321) (+141) 

 長期借入金 0 0 ▲0 

 長期未払金 5 2 ▲2 

 繰延税金負債 17 186 +169 

 退職給付引当金 149 124 ▲24 

 役員退職給与引当金 7 7 +0 

負債合計 445 572 +126 

  (資本の部)  

Ⅰ資本金 173 173 - 

Ⅱ資本剰余金 

  資本準備金 

資本剰余金合計  

 

170

170

170

170

 

- 

- 

Ⅲ利益剰余金 

利益準備金 

任意積立金 

当期未処分利益 

利益剰余金合計 

 
43

3,171

401

3,616

43

3,483

369

3,896

 
- 

+312 

▲32 

+279 

Ⅳ土地再評価差額金 ▲36 ▲35 +1 

Ⅴその他有価証券評価差額金 187 427 +240 

Ⅵ自己株式 ▲222 ▲222 ▲0 16年度末累計 544万株   
資本合計 3,888 4,408 +520 17年度末累計 544万株 
負債・資本合計 4,334 4,981 +647 自己株式を金庫株として保有。 
                            14年度  251万株 

15年度    3万株 
                                  取得した年度及び株数  16年度   37万株 
                                       17年度    0万株 
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販売費及び一般管理費・率 
                                   

内  訳 １6年度 
実績 

１7年度 
実績 

１8年度 
予定 

 
 販 売 費                 
  対売上比率  % 

   １０９ 
   ７．６ 

   １１７ 
    ８．０ 

    ９７ 
   ６．８ 

 研 究 開 発 費                 
  対売上比率  % 

   ３０５ 
  ２１．２ 

３３９ 
  ２３．１ 

３５７ 
  ２５．０ 

 そ の 他                 
  対売上比率  % 

   ２２３ 
  １５．５ 

   ２３７ 
  １６．１ 

   ２２６ 
  １５．８ 

 合 計                 
  対売上比率  % 

   ６３８ 
  ４４．３ 

   ６９３ 
  ４７．２ 

   ６８０ 
  ４７．７ 

 
    
 
売上債権滞留月数   
 

 
１6年度 
実 績 

１7年度 
実 績 

 売上債権滞留月数 ３．7 ３．５ 
 
               
 
 
有価証券・投資有価証券残高内訳 
                               （単位：億円） 
１7年度  
有価証券                                投資有価証券 
 
   1年以内償還債券  ８９５             債券       １，２３８ 
                                          株式       １，１３３ 

ＦＦＦ・ＭＭＦ   １１４               その他        １８１ 
                           
   合計         １,００９            合計      ２，５５３    
     
      
 
 
 
                                         
                                              
 

（単位：億円） 
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期末従業員数 
 

 
 １6年度 

期   末 
１7年度 
期   末 

 期末従業員数 (人) ２，３９６  ２，３６１ 

 
 
 
   販売状況 
                                  
      

       期別 
 品目 

１６年度 
実績 

１７年度 
実績 

循環呼吸器系薬剤 
     比率  % 

９３，７５９ 
  ６５．１ 

９９，８３０ 
  ６７．８ 

消化器系薬剤 
     比率  % 

１９，９４３ 
  １３．８ 

１９，１２１ 
  １３．０ 

代謝性薬剤及び 
ビタミン剤 

     比率  % 

２２，９３３ 
  １５．９ 

２１，２７６ 
  １４．５ 

 
 化学療法剤、 
ホルモン剤他 

     比率  %  

 １，３１０ 
   ０．９ 

 １，３０６ 
   ０．９ 

  
診断用試薬 

     比率  % 
   ５６９ 
   ０．４ 

   ３９６ 
      ０．３ 

  
その他の医薬品等 

     比率  % 
 ５，５４９ 
   ３．９ 

 ５，１９５ 
       ３．５ 

  合 計                 １４４，０６６ １４７，１２６ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円） 
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株式の状況 （平成１８年３月３１日現在）  

株 式 数 
  1.会社が発行する株式の総数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３００，０００，０００株

    （発行可能株式総数） 

  2.発行済株式の総数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２２，９１９，０００株

 

株 主 数・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２，１７６名

大 株 主 
株 主 名 持株数（千株） 出資比率（％） 

日本ﾏ ｽﾀ ｰ ﾄﾗｽ ﾄ信託銀行株式会社（ 信託口） 7,668 ６．２４ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 7,103 ５．７８ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋ ﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） 6,808 ５．５４ 

ﾉｰｻ ﾞﾝ  ﾄﾗｽﾄ  ｶﾝﾊ ﾟﾆｰ（ｴｲﾌ ﾞｲｴﾌｼｰ）

ｻﾌﾞ ｱｶｳﾝﾄ ｱﾒﾘｶﾝ ｸﾗｲｱﾝﾄ 6,658 ５．４２ 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3,718 ３．０３ 

株 式 会 社 鶴 鳴 荘 3,302 ２．６９ 

財 団 法 人 小 野 奨 学 会 3,285 ２．６７ 

あ い お い 損 害 保 険 株 式 会 社 2,458 ２．００ 

株 式 会 社 丸 川 2,328 １．８９ 

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 

505103 
1,875 １．５３ 

  （注）上記大株主には、自己株式5,447 千株を含めておりません。 
株 式 の 分 布 状 況  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金融機関・証券会社 

31.32％（137 名） 

その他法人 

20.60％（622名）

個人・その他 

8.62％（11,202 名） 

自己株式 

4.43％（1 名） 

所有者別の割合 

外国人 

35.03％（214 名） 
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平成18 年5 月15 日現在 

開発品進捗状況 

１．国内開発品状況 

１）申請中開発品 

 販売名／開発コード 区 分 予定効能／薬理作用 剤型  

 
注射用オノアクト 効能追加 

術後頻脈性不整脈／β１遮断作用(ウルトラショ

ートアクティング) 
注射 自社 

 
ステイブラ錠 

（ONO-8025）／KRP-197 
新有効成分 過活動膀胱（頻尿・尿失禁）／Ｍ３拮抗作用 錠 

共同 
(杏林製薬) 

 

２）臨床試験中開発品 

 販売名／開発コード 区分 予定効能／薬理作用 ﾌｪｰｽ  ゙ 剤型  

 オノビス錠（ONO-5920） 

／YM529 
新有効成分

骨粗鬆症／骨吸収抑制作用（ビスホス

フォネート系製剤） 
Ⅲ 錠 

共同 
(アステラス製薬)

 
オノンドライシロップ 効能追加 

小児アレルギー性鼻炎 

／ＬＴＣ４､Ｄ４拮抗作用 
Ⅱ/Ⅲ 

ﾄﾞﾗｲ 

 ｼﾛｯﾌﾟ
自社 

 
プログリア注 

（ONO-2506） 
新有効成分 脳梗塞急性期／脳神経細胞保護作用 Ⅱ/Ⅲ 注射 自社 

 
ＯＮＯ－５４３５ 

／MK-0431 
新有効成分 糖尿病／DP-IV 阻害作用 Ⅱ 錠 

共同 
（万有製薬） 

 
エメンドカプセル 

（ONO-7436／MK-0869） 
新有効成分

癌化学療法に伴う悪心・嘔吐 

／NK1拮抗作用 
Ⅱ ｶﾌﾟｾﾙ

導入 
（メルク社） 

 
ＯＮＯ－２５４０ 

／ENA713D 
新有効成分

アルツハイマー型認知症／コリンエス

テラーゼ阻害作用 
Ⅱ 貼付剤

共同 
（ﾉﾊﾞﾙﾃｨｽﾌｧｰﾏ）

 オノンカプセル 効能追加 慢性副鼻腔炎／ＬＴＣ４､Ｄ４拮抗作用 Ⅱ ｶﾌﾟｾﾙ 自社 

 
セレアクトカプセル 

(ONO-2506PO) 
新有効成分

パーキンソン病／脳神経細胞保護作

用 
Ⅱ ｶﾌﾟｾﾙ 自社 

 オパルモン錠 効能追加 頚椎症／神経組織血流量増加作用 Ⅱ 錠 共同 
（大日本住友製薬）

※1 注射用オノアクト 効能追加 

マルチスライスＣＴによる冠動脈造影

能の改善／β１遮断作用(ウルトラショ

ートアクティング) 

Ⅱ 注射 自社 

 ＯＮＯ－５１２９ 新有効成分 糖尿病／ＰＰＡＲα､γ作用 Ⅰ 錠 自社 

 ＯＮＯ－２３３３Ms 新有効成分 うつ病･不安障害／ＣＲＦ拮抗作用 Ⅰ 錠 自社 

 

平成18 年3 月期第3 四半期決算（平成18 年2 月6 日発表）以降の変更点 

※1: 注射用オノアクトは効能追加（マルチスライスＣＴによる冠動脈造影能の改善）を目的としたフェーズⅡ試

験を開始しました（平成18 年3 月）。 

 

※  ＯＮＯ－４８１９・ＣＤは椎体骨折を対象として開発を進めておりましたが、フェーズⅡ試験において期待し

ていた有効性が確認できず開発を中止しました（平成18 年3 月）。 

※  オノンカプセルは慢性閉塞性肺疾患（COPD）を対象として開発を進めておりましたが、フェーズⅡ試験にお

いて期待していた有効性が確認できず開発を中止しました（平成18 年3 月）。  
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２．国外開発品状況 

１）臨床試験中開発品 

 販売名／開発コード 区分 予定効能／薬理作用 ﾌｪｰｽ  ゙ 剤型  

 
プログリア注 

（ONO-2506） 
新有効成分 脳梗塞急性期／脳神経細胞保護作用 Ⅱ 注射 

導出 

（メルク社）

 
セレアクトカプセル 

(ONO-2506PO) 
新有効成分

筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ） 

／脳神経細胞保護作用 
Ⅱ ｶﾌﾟｾﾙ 自社 

 セレアクトカプセル 

(ONO-2506PO) 
新有効成分

アルツハイマー型認知症／脳神経細

胞保護作用 
Ⅱ ｶﾌﾟｾﾙ 自社 

 ＯＮＯ－５１２９ 新有効成分 糖尿病／ＰＰＡＲα､γ作用 Ⅱ 錠 自社 

 ＯＮＯ－２３３３Ms 新有効成分 うつ病･不安障害／ＣＲＦ拮抗作用 Ⅰ 錠 自社 

 ＯＮＯ－２２３１ 新有効成分 脳梗塞急性期／ＰＡＲＰ阻害作用 Ⅰ 注射 自社 

 ＯＮＯ－５３３４ 新有効成分 骨粗鬆症／カテプシンＫ阻害作用 Ⅰ 錠剤 自社 

 

平成18 年3 月期第3 四半期決算（平成18 年2 月6 日発表）以降の変更点 

※  ＯＮＯ－６１２６（PDEⅣ阻害剤）は慢性閉塞性肺疾患（COPD）を対象として開発を進めておりましたが、

フェーズⅡ試験の結果、期待していた有効性が得られず開発を中止しました（平成18 年4 月）。 

※  ＯＮＯ－４１２７Ｎａ（DP 拮抗剤）はアレルギー性鼻炎を対象として開発を進めておりましたが、フェーズⅠ

試験の結果、ヒトでの経口吸収性が悪かったため、開発を中止しました（平成18 年3 月）。 
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主な開発品 
 
ステイブラ錠（ONO-8025）／KRP-197 錠剤 
ステイブラ錠はムスカリン受容体に拮抗する過活動膀胱（頻尿･尿失禁）治療剤です。

患者さんの日常生活の障害となっている頻尿、尿失禁、尿意切迫感を著明に改善します。

有効性が高く、既存の薬剤でみられる口渇などの副作用が出にくいことが特徴です。  
国内：過活動膀胱（頻尿・尿失禁） 申請中（杏林製薬株式会社と共同開発） 

 
オノビス錠（ONO-5920）／YM529 錠剤 
 オノビス錠は骨粗鬆症治療剤です。ビスホスフォネート製剤の中では最強の薬剤であ

り、少量で骨吸収抑制作用を示し、骨密度を増加させます。有効性が高く、消化管への

副作用が少ないことが特徴です。 
国内：骨粗鬆症 フェーズⅢ（アステラス製薬株式会社と共同開発） 

 
プログリア注（ONO-2506） 注射剤 
プログリア注はアストロサイトの機能を改善することにより脳梗塞の広がりを抑制す

る脳梗塞治療剤です。日本の後期フェーズⅡ試験において本剤の有効性と安全性が確認

されています。  
国内：脳梗塞急性期 フェーズⅡ/Ⅲ 
海外（北米）：脳梗塞急性期 フェーズⅡ（メルク社） 

 
ONO-5435／MK-0431 錠剤 
 ONO-5435 はジペプチジルペプチダーゼⅣ阻害作用を有する新しいタイプの経口糖

尿病治療剤です。既存薬と異なり、低血糖や体重増加の懸念が少なく、食後過血糖の改

善が期待できます。 
 国内：糖尿病 フェーズⅡ（万有製薬株式会社と共同開発） 
 海外：糖尿病 申請中（メルク社）  
 
エメンドカプセル（ONO-7436）／MK-0869 カプセル剤 
 エメンドカプセルは世界初のニューロキニン1拮抗作用を有する制吐剤です。癌化学

療法に伴う急性期の悪心･嘔吐のみならず、これまで有効な薬剤のなかった遅延性（抗癌

剤投与24時間後以降）の悪心･嘔吐にも有効な薬剤です。 
国内：癌化学療法に伴う悪心･嘔吐 フェーズⅡ 

 海外：発売中（メルク社）  
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ONO-2540／ENA713D 貼付剤 
ONO-2540 はアセチルコリンエステラーゼおよびブチリルコリンエステラーゼの阻

害作用を有するアルツハイマー型認知症治療剤です。経口剤は既に海外でエクセロンカ

プセルとして世界 70 カ国以上で発売されています。本剤はアルツハイマー型認知症に

深く関与していることが知られているアセチルコリンエステラーゼだけでなく、病態の

進行に伴って増えると報告されているブチリルコリンエステラーゼも阻害することから、

既存薬が奏効しない患者さんにも効果を期待しています。また、貼付剤であることから

介護者が使用状況を容易に確認できるなど利便性の向上が期待できる薬剤です。 
国内：アルツハイマー型認知症 フェーズⅡ（ノバルティス ファーマ株式会社と共

同開発） 
海外（欧米）：アルツハイマー型認知症 フェーズⅡ/Ⅲ（ノバルティス社） 

 
セレアクトカプセル（ONO-2506PO） カプセル剤 

セレアクトカプセルは、アストロサイトの機能異常を改善することにより、アルツハ

イマー型認知症、パーキンソン病や難病といわれる筋萎縮性側索硬化症（ALS）などの

種々の神経変性疾患の発症、さらには進行を抑えることが期待できる、新しい作用メカ

ニズムの神経変性疾患治療剤です。 
国内：パーキンソン病 フェーズⅡ 

海外（欧州）：筋萎縮性側索硬化症（ALS） フェーズⅡ 

海外（北米）：アルツハイマー型認知症 フェーズⅡ 

 
ONO-5129 錠剤 

ONO-5129は細胞内の核内受容体PPARα、γ受容体の作動薬で、γ作用による血糖

降下作用とα作用による脂質低下作用を有する薬剤として糖尿病を対象として開発を進

めています。既存のPPARγ作動薬はインスリンの作用を増強するため、血糖降下作用

に加えて内臓脂肪の蓄積や体重増加作用を有していますが、PPARのα、γ作動薬は脂

質低下作用も有しており、中性脂肪を蓄積させないため、脂肪肝になりにくく、体重増

加も認めにくいといった特徴のある薬剤になると期待しています。 
国内：糖尿病 フェーズⅠ 

海外（米国）：糖尿病 フェーズⅡ 

 
ONO-2333Ms 錠剤 

ONO-2333Msはコルチコトロピン放出因子受容体拮抗剤で、うつ病･不安障害を対象

として開発を進めています。既存の抗うつ剤に比べ、強い作用を持ち、速効性も期待さ

れています。また、その作用機序から既存の薬剤で見られる口渇や消化器症状、性機能

障害などの副作用の少ない薬剤になると期待しています。 
国内：うつ病･不安障害 フェーズⅠ 
海外（米国）：うつ病･不安障害 フェーズⅠ 
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ONO-2231 注射剤 
ONO-2231はポリADPリボースポリメラーゼ阻害剤で、脳梗塞急性期を対象として

開発を進めています。ポリ ADP リボースポリメラーゼは細胞死に関わる酵素で、本剤

は脳梗塞などの疾患に有効な薬剤になるのではないかと期待しています。 
海外（欧州）：脳梗塞急性期 フェーズⅠ 

 
ONO-5334 錠剤 

ONO-5334 はカテプシン K 阻害剤で、骨粗鬆症を対象として開発を進めています。

ビスホスフォネート製剤と異なり、骨形成に影響を及ぼさず、骨吸収のみを抑制する新

しい作用メカニズムの骨粗鬆症治療剤です。 
海外（欧州）：骨粗鬆症 フェーズⅠ 

 
注射用オノアクト 注射剤 
国内：術後の頻脈性不整脈 申請中（効能追加） 
   マルチスライスCTによる冠動脈造影能の改善 フェーズⅡ（効能追加） 

 
オノンドライシロップ 
国内：小児アレルギー性鼻炎 フェーズⅡ/Ⅲ（効能追加） 

  
オノンカプセル 
国内：慢性副鼻腔炎 フェーズⅡ（効能追加） 

 

オパルモン錠 
国内：頚椎症 フェーズⅡ（効能追加） 

 


