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将来の業績見込みおよび研究開発の状況等については、現時点で入手した情報に基づき判断されたものです。

従って、実際の業績は経済情勢や為替動向等のさまざまな要因によって変動する可能性があります。
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20072007年度中間決算概要年度中間決算概要

1001601501,930
2 0 0 7 年 9 月

（7/27公表予想）

391511451,7312 0 0 6 年 9 月

+29

180

経 常 利 益

前 年 同 期 比

2 0 0 7 年 9 月

億 円

+70+36+195

1101821,926

純 利 益営 業 利 益売 上 高

ナフサは上期¥58,700/KL（前年上期¥51,000/KL）。価格改定を着実に実施し、
海外市況も堅調に推移したが、生産設備トラブルにより減産となり、営業利益は
前年比増益も会社計画を下回った。

化 学 品

医薬・工業用原料アミノ酸輸出が好調。今期より新規連結となった第一ファイン
ケミカルが期初計画を上回って推移。

バイオケミカル

アレロック、パタノールは堅調に推移。コニールは健闘しているが微減収。

輸出・技術収入はオロパタジン関連で大きく伸長。

ArQule社への導入一時金を支払った。

医 薬

増収増益決算
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医薬事業医薬事業

97

689

2007年9月

▲29972営 業 利 益

+37651777売 上 高

前年同期比2006年9月2005年9月億 円

9/26 トピナ錠 抗てんかん剤

デパケンとの相乗効果を期待

新発売：

ArQule社への導入一時金の支払があった。

研究開発費等の下期への期ずれ及び節減あり。

経費：

オロパタジン技術収入が大きく伸長。輸出技術収入：

アレロックはシェアアップを果たし増収。昨年10月発売の
パタノールは順調に市場浸透。コニールは、ジェネリック
品の影響（昨年は7-9月のみ）が通期に及び微減収。

主力医薬品：

増収も、導入一時金の支払などもあり微減益
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102%5251デパケン
（抗てんかん）

126%10382輸出・技術収入

71

13

－

85

134

06/上期 売

上 高
（億円）

100%71デュロテップ
（がん疼痛治療）

123%16ナベルビン
（抗がん剤）

－8パタノール
（抗アレルギー点眼剤）

112%95アレロック
（抗アレルギー）

99%132コニール
（高血圧・狭心症）

前 年 比
(%)

0 7 / 上 期

売 上 高
（億円）

薬 剤 名

主力医薬品の売り上げ主力医薬品の売り上げ
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コニール自主回収影響コニール自主回収影響

経緯
医療機関より「コニール錠4」のPTP包装（10錠シート）に、「アレロック錠5」
1錠が混入しているとの報告が2件あった。調査の結果、回収範囲を特定し
自主回収を決定。
アレロックを富士工場から宇部工場へ製造移管することに伴う「非定常業
務」の中で発生した。製造器具への付着を介した混入。

回収状況
10/10現在、約9百万錠を回収。回収品に「アレロック錠5」の混入は認めら
れていない。

今期業績見込みを修正する必要が生じた場合には、速やかにお知
らせいたします。
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バイオケミカル事業バイオケミカル事業

40

438

2007年9月

+241517営 業 利 益

+104333283売 上 高

前年同期比2006年9月2005年9月億 円

国内市場 － 医薬・工業用アミノ酸は堅調。国内ジェネリック医薬品原料は、
流通在庫調整の影響を受け低調。

海外市場 － 医薬・工業用アミノ酸は輸液用途を中心に堅調に推移。核酸・ビ
タミン類もシチコリンを中心に増収。

ヘルスケア部門は、一般消費者向け健康食品通販が着実に伸長。

第一ファインケミカルは、ビタミン類が好調に推移し期初計画を大きく上回った。

アミノ酸堅調、新規連結効果もあり大幅増収増益



7

20072007年度通期予想（連結）年度通期予想（連結）

2603603603,9502008年3月
（7/27公表予想）

1263093063,5422007年3月

360

経常利益

2008年3月

億 円

2603603,950

純利益営業利益売上高

医薬事業は、引続き主力製品・技術収入が堅調に推移すると見込む。

バイオケミカル事業は、医薬・工業用原料アミノ酸輸出、第一ファインケミカルの
好調を織り込み、売上高、営業利益とも上方修正した。

化学品事業は、市況は底堅く推移すると見込むが、プラントトラブルの影響によ
り売上高、営業利益とも下方修正した。

食品事業は、競争激化、原料高の影響を考慮し、売上高、営業利益とも下方修
正した。

中間期で期ずれした経費は、下期で消化する見込み。
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主要プロジェクトの進捗状況主要プロジェクトの進捗状況

新薬開発状況一覧表

導出入化合物の進捗

抗体医薬開発表

ポテリジェント技術ライセンス状況

KW-0761 ＰｈⅠ結果（アレルギー）

KW-0761 ＰｈⅠ結果（血液癌）

新しい開発モデル（ＪａｐａｎＢｒｉｄｇｅ,Inc.と提携）
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新薬開発状況一覧新薬開発状況一覧

　 2007年10月29日

ＫＷ-４６７９
アレロック

ＫＷ-６４８５ 発売
トピナ 2007.9

（注） 2007年４月27日より進捗した開発品目　(地域・ステージ・申請・承認・発売 等）

    
☆ 適応拡大医薬品 

・

自社

がん

欧州PhⅠ 抗悪性腫瘍剤 注射

抗悪性腫瘍剤
（血液がん）

注射 自社

ＫＷ-６００２の米国で実施してまいりました単剤投与Mono-Therapyの臨床試験（米国PhⅡa）については、開発における費用対効果および投資リスクを考慮した
ビジネス判断の観点から、2007年4月に試験を中断することといたしました。

ＫＷ-２４４９ 米国PhⅠ 抗悪性腫瘍剤 経口 自社

ＫＷ-２４７８

炎症性腸疾患治療剤
（クローン病）

経口腸溶製剤 ゼリア新薬 ゼリア新薬と共同開発。その他
Ｚ-２０６
アサコール

PhⅢ

Britannia
Pharma.

循環器
ＫＷ-３０４９

コニール
中国 申請中
2007.７

☆　狭心症治療剤 経口 自社
☆　中国で高血圧症治療剤として

2004年12月より発売中。
(本邦：発売中）

Cilag 製品名は「トピナ錠」
本年7月31日承認取得、9月26日販売開始。

ＫＷ-６００２ PhⅡb
米国 申請中
2007.４

抗パーキンソン剤 経口 自社
☆　単剤投与 (Mono-Therapy)
での臨床試験はPhⅡa(日本)。中枢神経系

抗てんかん剤 経口

ＫＷ-６５００ PhⅠ 抗パーキンソン剤 注射

経口 自社 本邦：発売中

ＫＷ-０７６１ 欧州PhⅠ 抗アレルギー剤 注射 自社 ヒト化抗体
（がん領域でも臨床開発中）

アレルギー

中国 PhⅢ 抗アレルギー剤

ヒト化抗体
（アレルギー領域でも臨床開発中）

がん疼痛治療剤 舌下錠 OrexoＫＷ-２２４６ PhⅡ

ＫＷ-０７６１ PhⅠ

剤型 自社or導入 備考
日本 海外

領域 名称
 開発段階

適応症
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導出入化合物の進捗導出入化合物の進捗
(4.27(4.27以降進展したものを赤字で表示）以降進展したものを赤字で表示）

抗パーキンソン剤（注射）Britannia (*3)KW-6500

潰瘍性大腸炎

クローン病
ゼリア新薬工業アサコール導入

Phase

ⅢⅡ

抗悪性腫瘍剤ArQuleARQ197

ＰｈⅠ中間結果リリース

IL-5R抗体

AstraZeneca
(MedImmune)

BIW-8405
（Potelligent抗体）

抗悪性腫瘍剤

（悪性黒色腫）
Life Science(*2)KW-2871

（低フコース抗体）

導出
抗悪性腫瘍剤Keryx（*1）KW-2401

M期キネシンEg5阻害剤Eli LillyEg5阻害剤

心不全/腎不全Merck(NovaCardia)KW-3902

抗悪性腫瘍剤

（急性骨髄性白血病）
CephalonCEP-701

備考
Ⅰ

前臨床相手先

*1 Keryx Biopharmaceuticals *3 Britannia Pharmaceuticals 

*2 Life Science Pharmaceuticals
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Compounds of BioWa Target Ag Indication(s) Preclinical Phase-I Phase-II

Proprietary mAb Proprietary mAb PPipelineipeline

Compounds of Kyowa Hakko Kogyo (KHK)

OncologyOncologyBIW-7034 FGF8
前立腺癌、乳癌
卵巣癌

**: POTELLIGENT: POTELLIGENT R 技術による技術による

OncologyOncology

AllergyAllergyBIW-8405 * IL-5 Receptor 喘息

OncologyOncologyBIW-8556 * VEGF-R/FLT-1 乳癌
結腸癌

BIW-8137 * Ganglioside GD2 固形腫瘍

OncologyOncologyUndisclosed Tumor Ag
血液癌 および

固形腫瘍

OncologyOncologyUndisclosed 固形腫瘍Tumor Ag*

AllergyAllergy
CCR4

アレルギー性疾患、
Tリンパ腫 OncologyOncologyKW-0761 *

抗FGF8抗体

※BIW-8405は2006年12月に米MedImmune社へ導出

OncologyOncologyBIW-8962 * Ganglioside GM2 肺癌

神経芽腫

*
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POTELLIGENT POTELLIGENT 
®
技術：ライセンス状況技術：ライセンス状況

+ two other as-yet-unannounced contracts

GlaxoSmithKlineIgeneon
(A wholly-owned subsidiary of 
Aphton Corporation, Philadelphia)

UCBTakeda

Licensees 
of high 
ADCC 
technology

MedarexMedImmune
(A wholly-owned subsidiary of 
AstraZeneca)

Biogen idecGenentech

新たに３社とライセンス契約を締結（これまでに10社、12契約）
2007.5 武田薬品工業(株)と契約締結
2007.10 MedImmuneと新規ターゲットに対して２本目の契約締結
2007.10 GlaxoSmithKｌineと契約締結
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KWKW--07610761 ＰｈＰｈⅠⅠ結果（アレルギー）結果（アレルギー）

2007.7.24 リリース
健康成人男性を対象に実施した投与用量0.1μg/kgから3μg/kgまでの
単回投与試験では、用量依存的にCCR4陽性細胞の減少が認められた。

今回の試験の 高用量である3μg/kgにおいては、ピーク時に80%以上
の減少が認められた。

またアレルギー症状を増悪するといわれているヘルパー２型T細胞（Th2)
由来のサイトカイン（IL-4, IL-5, IL-13）の産生についても、同じく 高用量
である3μg/kgにおいてピーク時に80%を超える産生抑制が認められた。
その一方で、アレルギーに抑制的に働くとされるヘルパー１型T細胞
（Th1）由来のサイトカイン（IL-10およびIFN-γ）の産生については特に影
響が認められなかった。

また季節性アレルギー性鼻炎患者を対象に0.1μg/kgから1μg/kgまで
の単回投与試験も実施したところ、健康成人男性での試験と同様にCCR4
陽性細胞の減少とTh2由来のサイトカイン産生の減少が認められた。
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KWKW--07610761 ＰｈＰｈⅠⅠ初期段階結果（血液がん）初期段階結果（血液がん）

2007.10.4 日本がん学会にて慈愛会今村病院分院
宇都宮院長が発表(O-234)

ATLL（成人T細胞白血病/リンパ腫）、PTCL（末梢T細胞リン
パ腫）を対象

投与方法 週1回、4回静脈注射 0.01, 0.1, 0.5, 1.0mg/kg

0.01mg/kgを投与した3例(ATLL 2例、PTCL 1例)のうち、
1例について、リンパ腫が67%縮小し、異常リンパ球が減少。

重篤な副作用、抗KW-0761抗体は認められなかった。

POTELLIGENT
®
技術の有効性を示唆する結果
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Clinical course of relapsed ATLL (acute type) treated 
with KW-0761

KW-0761 (0.01 mg/kg i.v.)
Hematological CR !!

0

5,000

10,000

1 2 22 29 36 5043158

WBC

neutrophil

lymphocyte

ATLL cell

(/µL)

days
66th JCA meeting 2007, Utsunomiya A, et al. 
abstract O-234
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目的
日本のがん領域市場での開発/販売候補品の獲得機会の増大を狙う。

新しい開発モデル（JapanBridge,Inc.と提携）

スキーム
製薬ベンチャーJapanBridge,Inc.のがん領域における導入候補医薬品に対

し助言・支援を行うことにより、同社の導入する抗がん剤に対し、共同開発・共
同販売の優先交渉権を得る。加えて、同社へ出資した。

JapanBridge

伊藤忠商事
・

MPM
Capital

当社
出資

株式取得および

共同開発／販売 優先交渉権獲得

助言・支援および出資

がん領域の
導入候補品

取得
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添付資料添付資料
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（医薬）主な利益影響要因（医薬）主な利益影響要因

ArQule社への導入一時金支払減益要因

アレロック、ナベルビン等売上増

パタノール新発売

輸出技術収入売上増

増益要因

97億円▲2億円99億円

営業利益

コニール等売上減減収要因

アレロック、ナベルビン等売上増

パタノール新発売

輸出技術収入売上増

増収要因

689億円+37億円651億円

2007年9月売上高2006年9月

注記のない場合は単体ベースの影響
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医薬・工業用原料バルク数量増

第一ファインケミカル新規連結

増益要因

国内ジェネリック医薬品原料低調減益要因

40億円+24億円15億円

営業利益

国内ジェネリック医薬品原料低調減収要因

医薬・工業用原料バルク数量増

第一ファインケミカル新規連結

リメイクシリーズ通信販売拡大

増収要因

438億円+104億円333億円

2007年9月売上高2006年9月

（バイオケミカル）主な利益影響要因（バイオケミカル）主な利益影響要因

注記のない場合は単体ベースの影響
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化学品事業化学品事業

32

510

2007年9月

+151619営 業 利 益

+52458412売 上 高

前年同期比2006年9月2005年9月億 円

58,700円/kl51,000円/kl

2007年上期実績2006年上期実績

ナフサ価格動向 （参考）

国内 数量は前年を上回った。原燃料価格上昇に対応した製品価格改定を実施し、
増収。

輸出 海外市況は概ね高値で推移したが、生産設備トラブルにより一部製品を減産し
たため、数量は前年を下回り、減収。

機能性製品 冷凍機向け潤滑油原料の伸長などにより増収となった。
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原燃料価格の上昇

生産設備トラブルによる減産

減益要因

減収要因

国内価格改定、輸出市況上昇

機能性製品の伸長

増益要因

32億円+15億円16億円

営業利益

生産設備トラブルによる減産

（国内）基礎化学品値上浸透、数量増

（輸出）市況上昇、機能性製品の伸長

増収要因

510億円+52億円458億円

2007年9月売上高2006年9月

（化学品）主な利益影響要因（化学品）主な利益影響要因

注記のない場合は単体ベースの影響
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食品事業食品事業

6

209

2007年9月

▲188営 業 利 益

▲0209209売 上 高

前年同期比2006年9月2005年9月億 円

天然調味料・うまみ調味料 競争激化、天候不順の影響などにより減収。

製菓・製パン資材 ミックス、風味料などの伸長により増収。
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天然調味料の減少

原価アップ

減益要因

製菓・製パン資材（ミックス・風味料）の拡販増益要因

6億円▲1億円8億円

営業利益

天然調味料の減少減収要因

製菓・製パン資材（ミックス・風味料）の拡販増収要因

209億円▲0億円209億円

2007年9月売上高2006年9月

（食品）主な利益影響要因（食品）主な利益影響要因

注記のない場合は単体ベースの影響
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本資料のお問い合わせ先

協和発酵 コード4151

コーポレートコミュニケーション部

03-3282-0009

http://ir.kyowa.co.jp


