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2006年度第3四半期決算発表

2007年2月1日(木)
アステラス製薬株式会社

代表取締役副社長 田村隼也
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中間決算から第3四半期決算発表までのアップデート

パイプライン

セレコックスの承認取得、プログラフ・ファンガード追加適応症の承認取得

YM150、YM155の開発の進展
FK506 MR FDAよりApprovable letter受領 （腎移植・肝移植）

米国テラバンシン（cSSSI）、RSD1235の申請完了
キリン株式会社からのCD40アンタゴニスト抗体（移植）の導入
新たに2つのNMEがP-II入り（YM543、ASP2151）
hANPのライセンス契約の解消
テルミサルタンと利尿剤との配合剤のオプション権行使

コスト構造の最適化

欧州3工場（独、伊、アイルランド）の売却
国内における早期退職制度実施の決定

VISION 2015の公表

株主還元

自己株式の取得（約1,500億円、2,900万株)

ファイザー社とのリピトール契約期間確認訴訟の和解
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2006年度第3四半期決算概要①

ポイント

為替の影響 ＋44
1,800‐325

‐5.5ppt
1,502
21.4%

1,827
26.9%

営業利益
売上高比率

FibroGen社との契約一時金
375含む

為替の影響、事業整理の影響
その他販売管理費の増加

製品構成の変化 0.8%悪化
未実現利益消去の為替の影響

0.4%悪化
原価差額・その他 0.3%悪化

為替の影響 ＋186
薬価改定 －194
事業整理 －228
〔参考〕前年の先行送品 119

+75
+0.1ppt

2,025
28.8％

1,950
28.7%

販売管理費
売上高比率

1,720+311
+4.0ppt

1,237
17.6％

925
13.6%

研究開発費
売上高比率

+175
+1.5ppt

2,260
32.2%

2,084
30.7%

売 上 原 価
売上高比率

2006年
通期公表

第3四半期実績

9,180+2377,0256,788売 上 高

増減2006年2005年

【億円】

115円+4円116円112円1ドル
145円+11円148円137円1ユーロ
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2006年度第3四半期決算概要②

1,190‐131,0631,076当 期 純 利 益

拠点統廃合費用 109
*05は事業統合費用の計上‐96122219特 別 損 失

ポイント

ゼファーマ売却益 212
投資有価証券売却益 71+28933344特 別 利 益

金融収支の改善
為替差損益の悪化

1,860‐3581,5661,925経 常 利 益

‐326497営 業 外 収 支

通期公表
2006年

第3四半期実績

1,800‐3251,5021,827営 業 利 益

増減2006年2005年

【億円】
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プログラフ： グローバルで継続して成長

1,292億円

1,098億円

109億円

563億円

328億円

55億円

05 3Q 06 3Q

日本
146億円

北米
657億円

欧州
381億円

アジア 71億円

日本

移植の状況：順調に拡大中

RAの状況：前同からの伸長のうち、半分の貢献

ループス腎炎の追加適応取得（2007年1月）

北米

2006年年間の移植プライマリー薬市場のシェア:
肝移植91%、腎移植81%、心移植59%

TRxシェア: 58%(拡大中、2006年12月)

想定を上回って好調に推移

欧州

売上シェア:49.2%(拡大中、2006年11月)

2006年度通期予想 1,705億円
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ベシケア： グローバル展開により大幅増収

253億円

93億円

日本

国内OAB市場: 7.4%増加(6-12月、薬価ベース)
ベシケアの売上: 43億円(6-12月、薬価ベース)
OAB治療薬でのシェア:22% (12月単月、第2位)

北米

米国OAB市場は継続して拡大中
売上倍増計画の達成に向け順調に推移

直近のベシケアの処方箋シェア
（NRx:11.3%, TRx:10.7%）

欧州

売上シェア: 20%(2006年11月、第2位)
欧州OAB市場で唯一の成長製品

06 3Q05 3Q

45億円

48億円

日本
45億円

北米
120億円

欧州
87億円

フィリピン、タイ、台湾、インドネシア、香港で発売

アジア

2006年度通期予想 341億円
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ハルナール

1,052億円

361億円

42億円

264億円

383億円

932億円

05 3Q 06 3Q

日本
301億円

欧州
268億円

アジア57億円

バルク
ロイヤリティ

305億円

日本

19.9%の実質減(05年の先行送品の影響を除外)

うち、薬価改定の影響は13.4%

シェア： 49.6%(06年4月‐12月、5.7%の下落)

物量は9月以降前年同期比で100%で推移

後発品の想定シェア： 9%(物量)

欧州

ハルナールの自販売上は想定線での推移

ＴＯＣＡＳ: 欧州自販売上の45%

ロシアでの好調

バルク・ロイヤリティ

米国での売上: $1,170MM（06年1-12月、+33.9%）

シェア: TRxで49%(06年12月MAT、+21%)

2006年度通期予想 1,187億円
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国内事業

シェア：49.0%(-1.1%)
経口剤との競合の激化

128‐10103114ファンガード

シェア：15.8%(横ばい)164+11132120セロクエル

シェア：30.3%(+2.7%)

シェア： 13.0%(+2.1%)
先行送品影響除外 +85

後発品の想定シェア：8%
先行送品影響除外 -71

シェア： 40.3%(+1.7%)
先行送品影響除外 +2

先行送品影響除外 +7

ポイント

632‐51490541ガスター

953+31745713リピトール

4,591+1263,6143,488医療用医薬品

197+20152132マイスリー

500+105390284ミカルディス

ワクチン

セフゾン

151+22155133

153‐33117150

通期公表増減06 3Q05 3Q
【億円】

シェアは薬価ベース
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セグメント売上高

医療用医薬品の増加

事業整理の影響

プログラフの好調

新製品の寄与
（ベシケア・マイカミン・アメビブ）

プログラフ・ベシケア・エリガードの拡大

ハルナール自販の減少

ハルナールバルクロイヤリティの増加

プログラフ・ハルナールの好調
05 3Q 06 3Q

7,025億円

日本
3,968億円

6,788億円

北米
1,285億円

欧州
1,584億円

アジア 186億円

4,044億円

1,075億円

1,526億円

142億円

日本

北米

欧州

アジア
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セグメント 営業利益

‐3251,5021,827連 結

+13230アジア

売上総利益の拡大+201407206北 米

売上総利益の増加
販売管理費の増加

‐69175245欧 州

‐28‐83‐55消 去

研究開発費の増加‐4309701,400日 本

増減要因増減06 3Q05 3Q 

【億円】

北米泌尿器・バプリゾール事業の損益（直接費ベース）
06 3Q：10～20億円の営業損失（前年同期から大幅改善）
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■高い成果を発揮し続ける
能力・意欲のある人材には
最高水準の能力開発支援を
行う

■自己責任を基本とする各
人の意志・適正に応じたキャ
リア形成機会を提供する

■役割と成果に基づく、公正で
納得性の高い評価・処遇を行う

■会社業績を反映した、グロー
バル企業に相応しい市場競争
力のある報酬水準を実現する

■人種・国籍・性別・年齢に関係なく、
実力主義に基づく適所・適材を実現する

■雇用形態の多様化、外部リソースの活用により
人的資源のフレキシビリティを確保する

アステラスの人事ビジョン*（主要方針）

採用・配置

成長・キャリア 評価・処遇

*2007年1月制定
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組織・人事課題への対応（人的資源マネジメント改革）

１．目的

機動的で生産性の高い国内グループ組織体制の構築

人事ビジョンの実現にむけて、現状課題の早期解消をはかる

２．具体的施策

早期退職優遇制度の実施

– 対象者 勤続5年以上の従業員
（MR職および生産グループ会社等、一部のグループ会社を除く）

– 募集人数 500人
– 退職加算金 適用者には通常の退職金のほか特別加算金を支給

– 募集期間 2007年6月～2007年9月
– 退職日 2007年9月末日～2008年3月末日にかけて順次退職
マネージャー経験者の早期退職優遇施策

グループ会社への業務移管及び社員転籍

３．損益への影響
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米国 FK506MRの開発状況

適応症 ： 腎臓、肝臓、心臓移植における拒絶反応の抑制

剤 形 ： 経口剤(1日1回)
＊プログラフ(1日2回製剤)の徐放性製剤

開発状況： 申請中 米国 (2005年12月申請)
欧州 (2006年 1月申請)
日本 (2006年 5月申請)              

米国での開発状況:
- 2007年1月19日(米国時間)、FDAよりアクションレター受領
腎移植、肝移植: 「approvable」
心移植:「not approvable」

- 3つの申請適応症について承認取得を目指し、FDAと協議を進める
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YM060の開発状況

適応症 ： 下痢型過敏性腸症候群(IBS)

開発状況 ： 日本：申請中(2006年1月申請)
欧州：P-II終了

欧米での今後の開発方針 ：

- 米国でのP-IIIへの移行にあたりFDAと協議の結果、米国で本疾患の主要評価項
目についての探索・検証を求められた。

- それに伴い、探索試験の実施が必要となった。

- 探索試験を米国において実施し、その結果を評価のうえ、今後の欧米での開発方
針を決定する予定(2008年度上期中を目処)。
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YM150の開発状況

作用機序： 活性化血液凝固第X因子（ファクターXa）阻害
適応症： 整形外科手術後の静脈血栓症（VTE）の予防

心房細動（AF）における血栓症予防
剤 形： 経口剤(1日1回)
期待プロファイル：

先行する経口トロンビン阻害剤／ファクターXa阻害剤に比較して
安全性プロファイルの改善が期待できる

開発状況：

VTEの予防：
欧州：P-IIb試験は順調に進行中
日本：P-II

-日本・アジア(香港・韓国・台湾) 共同試験を実施中
AFにおける血栓症予防：

米国・欧州 P-II入り
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YM155 開発状況

作用機序： サバイビン発現抑制

開発段階： 欧米 P-II、 日本 P-I 

適応症： ホルモン抵抗性前立腺癌(HRPC)、非小細胞肺癌(NSCLC)、
メラノーマ(MM)

進 捗：
- HRPC、NSCLC、MMの単剤 P-II試験において、患者の繰り入れ完了

-非ホジキンリンパ腫(NHL)の開発状況

新規にP-II の開発計画中

NHLのうち、びまん性大細胞型B細胞リンパ腫(DLBCL)患者を対象とした
開発についてFDAよりFast-track指定を受領
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YM543の概要

作用機序： 腎臓におけるSGLT2 阻害に基づく尿糖排泄促進

適応症： 2型糖尿病

開発ステージ： 欧州 P-IIa (Proof of concept study) 本年2月より開始

剤 形： 錠剤

期待されるプロファイル：

・ 患者の病態（インスリン分泌能、インスリン抵抗性）を問わず、
幅広い患者層に対して有効な新規血糖降下薬

・ 体重増加がなく、また低血糖のリスクも少ない

・ どの系統の血糖降下薬とも併用可能で、多剤併用に適した薬剤

Sodium glucose cotransporter (SGLT、Na+依存性グルコーストランスポーター）

=  ナトリウムと共にグルコースを輸送するトランスポーター
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YM543 作用機序

SGLT2阻害により、血液中の過剰なグルコースを尿中へ排泄させる

SGLT1

SGLT1： 小腸に多く発現するトランスポーター。食事由来のグルコースを体内へ取り込む役割を担う。
腎臓の尿細管にもわずかに存在する。

SGLT2： 腎臓の尿細管に多く発現。腎臓の糸球体において血液から尿へ濾過されたグルコースを
体内へ再び血液中に取り込む役割を担う。

SGLT2選択的阻害薬
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ASP2151の概要

作用機序： ヘリカーゼ・プライマーゼ阻害剤

適応症： 性器ヘルペス，帯状疱疹

開発ステージ： 米国 P-II,  日本P-I 終了

剤 形： 経口剤

期待されるプロファイル：

-性器ヘルペス： 皮疹の早期治癒，再発の減少

-帯状疱疹： 皮疹の早期治癒

ASPナンバーとして初のP-II入りプロジェクト
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ASP2151の作用機序

単純疱疹ウイルス1・2型，および
帯状疱疹ウイルスの
ヘリカーゼ・プライマーゼ阻害

ウイルス
増殖阻害

ウイルスDNA
複製阻害

臨床
効果

ACV: acyclovir
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CD40アンタゴニスト抗体の概要

作用機序： CD40アンタゴニスト抗体(完全ヒトモノクロナール抗体)

適応症： 臓器移植時の拒絶反応の抑制および自己免疫疾患

剤 形： 注射剤

テリトリー： 全世界

開発段階： 前臨床

導入元： キリンビール(株)

契約日： 2007年1月24日
契約概要： 全世界を対象とするライセンス及び共同研究開発

開発：全世界で共同開発(費用は両社折半)
販売：アステラスが全世界で販売

キリンは全世界における共同販促権を有する

(日本では併売オプションを留保)
利益は両社で均等に配分


