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平成19年度（平成20年3月期）中間連結決算 

連結業績の状況                                    （単位：億円） 

 18年度中間 
19年度 

中間予想 
19年度中間 予想比 

前年 

同期比 

売上高 694 725 713 ▲1.6% ＋2.7%

営業利益 270 281 264 ▲5.8% ▲2.3%

経常利益 290 295 279 ▲5.2% ▲3.9%

中間純利益 182 183 171 ▲6.1% ▲5.8%
 

                       

セグメント情報 

（１）当中間期の部門別業績の概況      （２）当中間期の海外売上高の概況 

              （単位：億円）              （単位：億円） 

事業部門 売上高 地 域 売上高 

医薬品事業 713  

 

本 邦 699 

海 外 14 
                                   

連単倍率 

 18年度中間 19年度中間 

（損益計算書関係）   

売上高 1.01 1.01 

営業利益 1.02 1.01 

経常利益 1.01 1.01 

中間純利益 1.00 1.00 

（貸借対照表関係）   

総資産 1.01 1.02 

純資産 1.01 1.01 
 

主要な経営指標 

18年度中間 19年度中間 
 

連結決算 単独決算 連結決算 単独決算 

一株当たり中間純利益 155.3円 154.5円 149.5円 148.8円 

一株当たり純資産 3,810.6円 3,785.1円 3,878.0円 3,850.1円 

自己資本比率 89.1％  89.8％ 88.6％  89.3％ 
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連結業績の概況 

 

・売上高は、        ７１３億円、 前年同期比では   ２．７%増 (前年同期６９４億円)  

                           予想比では       １．６%減  (予想７２５億円)  

 

・営業利益は     ２６４億円、  前年同期比では  ２．３%減 (前年同期２７０億円) 

                                 予想比では     ５．８%減 (予想２８１億円)  

 

・経常利益は     ２７９億円、 前年同期比では   ３．９%減 (前年同期２９０億円) 

                              予想比では      ５．２%減  (予想２９５億円)  

 

・中間純利益は    １７１億円、 前年同期比では   ５．８%減 (前年同期１８２億円) 

                              予想比では      ６．１%減  (予想１８３億円)  
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売上状況                                                （単位：億円）  

  18年度中間 18年度通期 19年度中間 前年同期比 

オパルモン  169 338 184 ＋15 

オノン  122 268 124 ＋1 

キネダック  88 173 89 ＋1 

フオイパン  72 140 69 ▲3 

オノンドライシロップ  48 114 51 ＋3 

エラスポール ※ 26 53 26 ＋0 

オノアクト ※ 2 9 8 ＋6 

ステーブラ  － － 3 ＋3 

 

注射剤５品目合計 ※ 103 196 91 ▲12 

※ 注射製剤 

 

（注）注射剤５品目の内訳：カタクロット、プロスタンディン、プロスタンディン500 

                             エフオーワイ、エフオーワイ500 

 

海外売上高 

                              （単位：億円） 

 18年度中間 18年度通期 19年度中間 

輸出高 13 23 12 

海外特許料収入 0 0 1 

海外売上高合計 13 24 14 

売上高比率 2.0% 1.7% 2.0% 

 

主要輸出先 

 韓国、アメリカ、イタリア、台湾、ドイツ、オランダなど 

主要輸出品目 

 オパルモン、オノン、プロスタンディン、エフオーワイ、 

プレグランディン、フオイパンなど 
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①売上高       ７１３億円  前年同期比 ２．７%増 (前年同期６９４億円) 

 
主要製品のうち、末梢循環障害改善剤「オパルモン錠」は腰部脊柱管狭窄症の適応領域で一層

評価が高まり、前年同期比 15 億円（9.0%）増の 184 億円と順調に推移しました。糖尿病性神経

障害治療剤「キネダック錠」は、地域に密着した研究会や学術講演会を積極的に開催するなど、

潜在市場の開拓に努めた結果、前年同期比１億円（0.8%）増の 89 億円となりました。また、気

管支喘息（小児）治療剤「オノンドライシロップ」も市場育成が順調に進み、前年同期比3億円

（5.8%）増の 51 億円となりました。さらに、頻脈性不整脈治療剤「注射用オノアクト」は、昨

年10月に従来の手術時の効能に加えて手術後の効能が追加承認されたこともあり、前年同期比6

億円増の8億円となりました。なお、本年6月に新発売しました過活動膀胱治療剤「ステーブラ

錠」の中間期までの売上は3億円でした。 

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、5 品目合計で前年同期比12 億円（12.1%）減 

となりました。 

 
 

製品別の要因 

◇ｵﾊﾟﾙﾓﾝが前年同期比 9.0%増の               184億円(＋15億円） 

◇ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟが前年同期比5.8%増の                 51億円( ＋3億円） 

◇ｷﾈﾀﾞｯｸが前年同期比0.8%増の                     89億円( ＋1億円）   

◇ｵﾉｱｸﾄが前年同期比217.0%増の                    8億円( ＋6億円）   

◇ｽﾃｰﾌﾞﾗ（本年6月新発売）                  3億円( ＋3億円）   

◇注射製剤５品目（ｴﾗｽﾎﾟｰﾙ・ｵﾉｱｸﾄを除く）が前年同期比12.1%減の   91億円(▲12億円） 
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退職給付債務等の状況 

19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 58 301 359 

年金資産（時価） － 275 275 

引当金 58 26 84 

未認識数理計算上の差異 －  ▲0 ▲0 

 

平成18年度に発生した未認識数理計算上の差異（9百万円）については、平成19年度に 

退職給付費用として売上原価、販売費および一般管理費から差し引きます。 
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②営業利益      ２６４億円  前年同期比 ２．３%減 (前年同期２７０億円) 

 

 

中間期の売上高が前年同期比18億円（2.7%）増の713億円となりましたが、一方で、売上原価

が前年同期とほぼ同額の104億円、販売費及び一般管理費が前年同期比24億円（7.6%）増の344

億円となりました。その結果、営業利益は前年同期比6億円（2.3%）減の264億円となりました。 

 
（１）研究開発費につきましては、積極的な研究開発活動を推進しました結果、国内における治験

委託費用が増加したことや、過活動膀胱治療剤「ステーブラ錠」の承認に伴い杏林製薬に一時

金を支払ったことなどにより、前年同期比16億円（10.2%）増の176億円となりました。 

 
（２）研究開発費以外の販売費及び一般管理費につきましては、過活動膀胱治療剤「ステーブラ錠」

の新発売に伴う営業費用の増加と、既存の主力製品について研究会や学術講演会を積極的に実

施したことなどにより、前年同期比8億円（5.1%）増の168億円となりました。 

 
  

 

 

 

③経常利益     ２７９億円   前年同期比 ３．９%減 (前年同期２９０億円) 

                       

経常利益につきましては、前年同期には営業外収益に貸倒引当金戻入益4億円を計上しました

が、当中間期には計上がないことなどにより、前年同期比 11 億円（3.9%）減の 279 億円となり

ました。 
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④特別損益  純益が前年同期比 ７億円減少 

   

１） 特別利益が６億円の減少 

 

ⅰ）前年同期に、「年金資産運用益（数理計算上の差異償却）」１１億円を計上しました。 

ⅱ）当中間期に、「投資有価証券売却益」５億円を計上しました。 

 

 

２） 特別損失が１億円の増加 

 

ⅰ）前中間期には、特別損失の計上はありませんでした。 

ⅱ）当中間期には、「投資有価証券評価損」１億円を計上しました。 

 

 

⑤中間純利益    １７１億円  前年同期比 ５．８%減 (前年同期１８２億円)  
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平成19年度 連結決算予想    

連結損益予想 

                                （単位：億円） 

 18年度通期 19年度通期予想 前期比 

売上高 1,417 1,460  3.0% 

営業利益 528 517 ▲2.2% 

経常利益 565 545 ▲3.7% 

当期純利益 352 355   0.7% 
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19年度の連結決算業績予想 

 

①売上高  １，４６０億円 前期比３．０%増 (前期１，４１７億円)  

売上高は、前期比42億円(3.0％)増の1,460億円を予想しています。 
本年6月に新発売しました過活動膀胱治療剤「ステーブラ錠」と主要製品の「オパルモン錠」、

「注射用オノアクト」を中心とした市場の拡大を図ることなどにより、売上高は増加する見込み

です。 

 

②営業利益 ５１７億円  前期比２．２%減 (前期５２８億円) 

営業利益は、売上高を前期比42億円(3.0%)増の1,460億円と見込む一方で、売上原価を前期比

2億円(1.0%)増の213億円、販売費及び一般管理費を前期比52億円(7.7%)増の730億円と見込む

ことにより、前期比11億円(2.2%)減の517億円を予想しています。 

 
1) 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することから、

前期比38億円(10.9%)増の392億円になる見込みです。 
 

2) 研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、営業費用の増加などにより前期比 13 億円

(4.2%)増の338億円になる見込みです。 

 

③経常利益 ５４５億円  前期比３．７%減 (前期５６５億円) 

  営業外収支で前期に計上しました貸倒引当金戻入益がなくなることなどにより、前期比 10 億

円程度利益の減少が見込まれますことから、前期比20 億円(3.7%)減の 545 億円を予想していま

す。 

 

④特別損益 純益は前期とほぼ同額の５０億円 

特別損益につきましては、前期には投資有価証券売却益27億円と年金資産運用益（数理計算

上の差異償却）22億円の合計50億円を利益に計上しましたが、当期には投資有価証券売却益50

億円の計上を予定していることから、ほぼ同額の利益となる見込みです。 

 

法人税等につきましては、前期の繰延税金資産取り崩し21億円の影響がなくなり税負担が減

少します。 

 

⑤当期純利益  ３５５億円 前期比０．７%増(前期３５２億円)  
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連結キャッシュ・フローの状況 

                                    （単位：億円） 

 18年度中間 19年度中間 増減 

現金及び現金同等物期首残高 263 326  

営業活動によるキャッシュ・フロー 216 192 ▲24 

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲61 237 ＋299 

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲94 ▲167 ▲73 

増減（現金及び現金同等物） 60 262  

現金及び現金同等物中間期末残高 324 589  

 

  ＜主な前年同期比増減要因＞ 

 

   営業活動によるキャッシュ・フロー              ２４億円減少 

・法人税等支払額増加による減少              ▲３１億円   

     

投資活動によるキャッシュ・フロー       ２９９億円増加 

・投資有価証券の取得による支出の減少     ＋１１５億円 

・投資有価証券の償還等による収入の増加     ＋１０億円 

・有価証券の取得による支出の増加          ▲１６３億円 

・有価証券の償還等による収入の増加         ＋３３６億円 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー              ７３億円減少 

・自己株式の取得による支出の増加         ▲９８億円 

・配当の支払の減少                      ＋２４億円 

   

（注）１８年度中間期では、前期１株当たり年間配当80円を支払(年１回配当） 

   １９年度中間期では、前期１株当たり期末配当60円を支払 

            （中間配当40円は１８年下期に支払）   
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連結損益計算書 

                                          （単位：億円） 

 18年度中間 19年度中間 増減 

売上高 694 713 ＋18 

（前期増減率） ▲6.1% 2.7%  

売上原価 103 104 ＋0 

（対売上高比率） 14.9% 14.6%  

販売費・一般管理費 320 344 ＋24 

（対売上高比率） 46.1% 48.3%  

  (内、研究開発費) 160 176 ＋16 

  （対売上高比率） 23.1% 24.7%  

営業利益 270 264 ▲6 

（前期増減率） ▲14.2% ▲2.3%  

（営業利益率） 39.0% 37.1%  

営業外収益           22 18 ▲3 

営業外費用 2 3 ＋1 

経常利益 290 279 ▲11 

（前期増減率） ▲12.1% ▲3.9%  

（経常利益率） 41.9% 39.2%  

特別利益 11 5 ▲6 

特別損失 － 1 ＋1 

税金等調整前中間純利益 302 283 ▲18 

法人税・住民税及び事業税 97 106 ＋9 

法人税等調整額 21 4 ▲16 

少数株主利益 1 1 ▲0 

中間純利益 182 171 ▲10 

（前期増減率） ▲10.1% ▲5.8%  

（中間純利益率） 26.2% 24.1%  
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連結貸借対照表 資産の部 

                                      （単位：億円） 

   18年度中間 18年度通期(B) 19年度中間(A) 増減(A)-(B) 

流動資産 (1,797) (2,004) (2,051) （＋46） 

  現金及び預金 177 149 175 ＋26 

  受取手形及び売掛金 396 420 395 ▲25 

  有価証券 997 1,196 1,240 ＋44 

  たな卸資産 97 93 99 ＋6 

  繰延税金資産 121 129 125 ▲3 

  その他 14 15 15 ▲0 

  貸倒引当金 ▲8 ▲0 ▲0 ＋0 

固定資産 (3,222) (3,043) (2,926) （▲117） 

 有形固定資産 （543） (532) （523） （▲8） 

  建物及び構築物 269 262 256 ▲5 

  機械装置及び運搬具 33 28 26 ▲2 

  土地 225 225 225 － 

  建設仮勘定 0 0 0 ＋0 

  その他 15 14 13 ▲0 

 無形固定資産 (11) (10) (10) （▲0） 

 投資その他の資産 (2,667) (2,500) (2,392) （▲108） 

  投資有価証券 2,585 2,447 2,338 ▲109 

  繰延税金資産 0 0 0 ＋0 

  再評価に係る繰延税金資産 24 － － － 

  その他 57 52 53 ＋0 

  貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲0 ▲0 

資産の部合計 5,019 5,048 4,977 ▲70 
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連結貸借対照表 負債及び純資産の部                （単位：億円） 

   18年度中間 18年度通期(B) 19年度中間(A) 増減(A)-(B)

負債の部 (518) (580) (538) （▲41） 

 流動負債 (240) (278) (259) （▲19） 

  支払手形及び買掛金 30 29 34 ＋4 

  未払法人税等 94 120 104 ▲16 

  販売促進引当金等 13 14 13 ▲0 

  賞与引当金 43 40 40 ▲0 

  その他流動負債   58 73 67 ▲6 

 固定負債 （277） (301) （279） （▲22） 

  長期借入金 0 0 0 ▲0 

  長期未払金 2 － 7 ＋7 

  役員退職給与引当金 7 7 0 ▲6 

  退職給付引当金 104 84 83 ▲0 

  繰延税金負債   （※１） 162 180 157 ▲22 

  再評価に係る繰延税金負債 － 29 29 － 

純資産の部 （4,501） (4,468) （4,439） （▲28） 

 株主資本     

  資本金 173 173 173 － 

  資本剰余金 170 170 170 ＋0 

  利益剰余金 4,010 4,040 4,143 ＋102 

  自己株式     （※２） ▲223 ▲247 ▲345 ▲98 

   株主資本合計 4,131 4,137 4,141 ＋4 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金 378 391 357 ▲34 

  土地再評価差額金 ▲35 ▲89 ▲89 － 

  為替換算調整勘定 0 0 0 ＋0 

   評価・換算差額等合計 343 302 268 ▲34 

 少数株主持分 26 28 28 ＋0 

負債及び純資産合計 5,019 5,048 4,977 ▲70 

                   

（※１） 増減要因・・・有価証券評価差額の減少などによります。 

（※２） 自己株式数19年3月末累計株数 549万株、19年9月末累計株数 712万株 

     （注）当中間期に取締役会決議に基づき163万株（98億円）自己株式を買付ています。 
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＊【投資内容】 

                               （単位：億円） 

 18年度実績 19年度中間実績 19年度通期予想 

生産設備    

生産機器更新等 7.7 2.7 7.0 

研究設備    

 0.0 1.1 2.8 

営業設備他 

 

 

3.5 

 

4.2 

 

5.2 

合  計 11.2 8.2 15.0 
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減価償却費・設備投資額 （連結決算ベース） 

 ・減価償却費 

                              （単位：億円） 

 18年度実績 19年度中間実績 19年度通期予想 

減価償却費 34.5    16.2 33.0 

対売上比率 2.4% 2.3% 2.3% 

 

 

・設備投資額（工事ベース） 

                              （単位：億円） 

 18年度実績 19年度中間実績 19年度通期予想 

設備投資額 11.2 8.2 15.0 
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平成19年度（平成20年3月期）中間単独決算 参考資料 

 

主要な経営指標等の推移 

                             （単位：億円） 

 18年度中間 18年度通期 19年度中間 19年度通期予想

売上高 686 1,400 704 1,442 

営業利益 266 520 261 508 

経常利益 286 558 276 536 

中間（当期）純利益 181 351 171 353 

一株当たり中間（当期）純利益 154.5円 301.4円 148.8円 308.7円

一株当たり配当金 40.0円 100.0円 90.0円 180.0円

純資産 4,446 4,410 4,379  

総資産 4,951 4,978 4,905  

自己資本比率 89.8% 88.6% 89.3%  

一株当たり純資産 3,785.1円 3,822.3円 3,850.1円 

 

 

 

自社品比率 

 18年度中間 18年度通期 19年度中間 

自社品比率 96.9% 97.0% 96.5% 
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損益計算書 

                                         （単位：億円） 

 18年度中間 19年度中間 増減 

売上高 686 704 ＋18 

売上原価 102 101 ＋0 

（対売上高比率） 14.9% 14.5%  

研究開発費 160 176 ＋15 

（対売上高比率） 23.4% 25.0%  

その他販管費 157 165 ＋7 

（対売上高比率） 23.0% 23.5%  

営業利益 266 261 ▲5 

営業外収益           (22) (18) (▲3) 

受取利息及び配当金 13 16 ＋2 

営業外費用 (1) (3) (＋1) 

経常利益 286 276 ▲10 

特別利益 (11) (5) (▲6) 

退職給付債務数理計算上の差異償却 11 － ▲11 

投資有価証券売却益 － 5 ＋5 

特別損失 (－) (1) (＋1) 

投資有価証券評価損 － 1 ＋1 

税引前中間純利益 298 280 ▲17 

法人税・住民税及び事業税 96 105 ＋9 

法人税等調整額 20 4 ▲16 

中間純利益 181 171 ▲10 
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貸借対照表 資産の部 

                                           （単位：億円） 

   18年度中間 18年度通期(B) 19年度中間(A) 増減(A)-(B) 

流動資産 （1,764） （1,969） （2,014） (＋45) 

  現金・預金 156 126 153 ＋26 

  受取手形 1 1 1 ▲0 

  売掛金 388 411 387 ▲24 

  有価証券 996 1,193 1,237 ＋43 

  たな卸資産 94 90 96 ＋6 

  繰延税金資産 120 128 124 ▲3 

  その他 14 17 14 ▲2 

  貸倒引当金 ▲8 ▲0 ▲0 ＋0 

固定資産 (3,187) (3,008) (2,890) （▲117） 

 有形固定資産 (528) (515) (504) （▲10） 

  建物 253 246 239 ▲6 

  機械装置及び運搬具 28 23 20 ▲2 

  土地 225 225 225 － 

  建設仮勘定 0 0 0 ＋0 

  その他 20 20 18 ▲1 

 無形固定資産 (11) (10) (10) （▲0） 

 投資その他の資産 (2,648) (2,482) (2,375) (▲106) 

  投資有価証券 2,564 2,427 2,320 ▲107 

  再評価に係る繰延税金資産 24 － － － 

  その他 59 54 55 ＋0 

資産合計 (4,951) (4,978) (4,905) (▲72) 
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貸借対照表 負債及び純資産の部 

                                    （単位：億円） 

   18年度中間 18年度通期(B) 19年度中間(A) 増減(A)-(B)

（負債の部） (505) (567) (526) (▲41) 

 流動負債 (230) (268) (249) (▲19) 

  支払手形 1 2 3 ＋0 

  買掛金 24 22 25 ＋2 

  短期借入金 0 0 0 － 

  未払法人税等 93 118 102 ▲15 

  未払消費税等 4 4 7 ＋3 

  未払費用 33 41 33 ▲8 

  賞与引当金 42 39 39 ▲0 

  役員賞与引当金 － 0 － ▲0 

  返品調整引当金 0 0 0 ▲0 

  売上割戻引当金 7 8 6 ▲1 

  販売促進引当金 5 5 5 ＋0 

  その他 16 25 24 ▲0 

 固定負債 (274) (298) (276) (▲22) 

  長期借入金 0 0 0 ▲0 

  長期未払金 2 － 7 ＋7 

  退職給付引当金 103 83 82 ▲0 

  役員退職給与引当金 6 6 － ▲6 

  繰延税金負債 161 179 156 ▲22 

  再評価に係る繰延税金負債 － 29 29 － 

（純資産の部） (4,446) (4,410) (4,379) (▲30) 

株主資本     

 資本金 173 173 173 － 

 資本剰余金 170 170 170 － 

  資本準備金 170 170 170 － 

 利益剰余金 3,983 4,012 4,114 ＋101 

  利益準備金 43 43 43 － 

  固定資産圧縮積立金 0 0 0 － 

  別途積立金 3,745 3,745 3,745 － 

  繰越利益剰余金 194 223 325 ＋101 

自己株式 ▲223 ▲246 ▲345 ▲98 

   株主資本合計 4,103 4,109 4,112 ＋3 

評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金 378 390 356 ▲34 

   土地再評価差額金 ▲35 ▲89 ▲89 － 

   評価・換算差額等合計 342 301 267 ▲34 

負債及び純資産合計 (4,951) (4,978) (4,905) ▲72 
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販売費及び一般管理費・対売上比率 

（単位：億円） 

内  訳 18年度中間 18年度通期 19年度中間 19年度通期予想

販 売 費                 

対売上比率  % 

   ４６ 

     ６．８ 

    ９８ 

     ７．０ 

   ５２ 

     ７．５ 

  １０６ 

     ７．４ 

研 究 開 発 費                 

対売上比率  % 

  １６０ 

   ２３．４ 

  ３５３ 

   ２５．２ 

  １７６ 

   ２５．０ 

  ３９２ 

   ２７．２ 

そ の 他                 

対売上比率  % 

  １１０ 

   １６．２ 

  ２２０ 

   １５．８ 

  １１２ 

   １６．０ 

  ２２５ 

   １５．７ 

合 計                 

対売上比率  % 

   ３１８ 

   ４６．４ 

    ６７２ 

   ４８．０ 

    ３４１ 

   ４８．５ 

     ７２５ 

   ５０．３ 

 

   

売上債権滞留月数   

 

 18年度中間 18年度 19年度中間 

売上債権滞留月数       ３.４ ３．５    ３．３ 

 

                

有価証券・投資有価証券残高内訳（19年度中間） 

                               （単位：億円） 

 

有価証券                                投資有価証券 

 

    1年以内償還債券   ８１８          債券       １，０２２ 

    MMF             ４１９             株式         １，１５４ 

                                       その他       １４３ 

 

     合計          １，２３７              合計       ２，３２０ 
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 期末従業員数 

 

 18年度中間 18年度 19年度中間 

 期末従業員数 (人) ２，４３５   ２，４０７    ２，４５１ 

  

販売状況                            （単位：百万円） 

             期別 

 品目 
１８年度中間 １８年度通期 １９年度中間 

循環呼吸器系薬剤 

比率  % 

４８，２０８ 

７０．２ 

１００，２８１ 

７１．６ 

５０，０３９ 

７１．０ 

消化器系薬剤 

比率  % 

８，８２６ 

１３．０ 

１６，９９５ 

１２．１ 

８，３３２ 

１１．９ 

代謝性薬剤及びビタミン剤 

比率  % 

８，８７１ 

１２．９ 

１７，３４６ 

１２．４ 

８，９６２ 

１２．７ 

化学療法剤・ホルモン剤他 

比率  ％ 

６０９ 

０．９ 

１，１９８ 

０．９ 

６８６ 

１．０ 

診断用試薬 

比率  ％ 

１６１ 

０．２ 

３０８ 

０．２ 

１３８ 

０．２ 

その他の医薬品等 

比率  ％ 

１，９７９ 

   ２．９ 

３，８７４ 

   ２．８ 

２，３２３ 

３．２ 

合 計                 ６８，６５６ １４０，００５ ７０，４８２ 
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株式の状況 （平成１９年９月３０日現在） 

株 式 数  
  1.発行可能株式総数  ３００，０００，０００株 

  2.発行済株式の総数       １２０，８４７，５００株 

  

株 主 数         １０，１５７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 ） 7,923 ６．５５ 

ｽﾃｰﾄ ｽﾄﾘｰﾄ ﾊﾞﾝｸ ｱﾝﾄﾞ ﾄﾗｽﾄ ｶﾝﾊﾟﾆｰ 6,634 ５．４９ 

日本ﾄﾗｽﾃｲ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） 6,386 ５．２８ 

明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社 3,718 ３．０７ 

株 式 会 社  鶴 鳴 荘 3,298 ２．７２ 

財 団 法 人  小 野 奨 学 会 3,285 ２．７１ 

ｻﾞ ｼﾙﾁｪｽﾀｰ ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ 
ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ ﾊﾞﾘｭｰ ｴｸｲﾃｨｰ ﾄﾗｽﾄ 3,037 ２．５１ 

あ い お い 損 害 保 険 株 式 会 社 2,458 ２．０３ 

株 式 会 社  丸 川 2,328 １．９２ 

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 1,764 １．４６ 

  （注）当社は自己株式7,091 千株を保有しておりますが、上記大株主には記載しておりません。 
 
株 式 の 分 布 状 況  

 
所有者別の割合 

 

 
 
 
（注）上記所有別の割合について、小数点以下第３位以下を切り捨てているため、各項目の比率を加算しても 

100%になっておりません。 

金融機関・証券会社 

31.38％（126 名） 

その他法人 

22.20％（509 名） 

個人・その他 

7.43％（9,276 名） 

自己株式 

5.86％（1 名） 

外国人 

33.10％（245 名） 

23



平成 20 年 3 月期 中間期 「開発品の進捗状況」 

－平成20年3月期 第1四半期の決算発表時点からの変更点－ 

 

 

＜国内＞ 

・癌性悪液質治療剤 ONO-7643／RC-1291 はフェーズⅠ試験を開始しました。（本年 9月） 

 

＜海外＞ 

・多発性硬化症を対象として開発を進めている免疫調節剤 ONO-4641 は米国でフェーズⅠ試験を開始しまし

た。(本年 8月) 

・免疫賦活剤 ONO-4538 は共同開発先である米国メダレックス社が新たにＣ型肝炎を対象としたフェーズⅠ

試験を米国で開始しました。（本年 10 月） 

 

 

＜開発中止品＞ 

・神経変性疾患治療剤セレアクトはアルツハイマー型認知症を対象として開発を進めていましたが、北米

で実施したフェーズⅡ試験において有効性を確認出来なかったことから、当該領域での開発を中止しま

した。なお、欧州で開発しております筋萎縮性側索硬化症を対象としたフェーズⅡ試験は継続しており

ます。（本年 10 月） 

・2型糖尿病治療剤 ONO-5129 は日米で開発を進めてきましたが、FDA が本剤の作用機序である PPAR 受容体

作動薬の心血管系の副作用に関して注意を喚起しており、また同作用機序の他社開発品のほとんどが安

全性の懸念より開発中止している状況を勘案し、当該領域での開発を中止しました。（本年 9月） 

・脳梗塞急性期治療剤 ONO-2231 は欧州で開発を進めてきましたが、基礎研究の結果、臨床試験では有効性

が期待しにくいと判断しましたことから、当該領域での開発を中止しました。（本年 9月） 
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平成 19 年 11 月 8 日現在 

開発品の進捗状況 

 

１．国内開発品状況 

１）承認取得開発品（4月 18 日付） 

商品名／開発コード 区 分 効能／薬理作用 剤型  

ステーブラ錠 0.1mg 

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

共同 
(杏林製薬)

 

２）申請中開発品 

商品名／商品名候補 

／開発コード 
区 分 予定効能／薬理作用 剤型  

リカルボン錠 

（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） 
錠 

共同 
(アステラス製薬)

イメンドカプセル 

（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 
ｶﾌﾟｾﾙ 

導入 
（メルク社）

 

３）臨床試験中開発品 

商品名／商品名候補 

／開発コード 
区分 予定効能／薬理作用 ﾌｪｰｽﾞ 剤型  

グラクティブ錠 

（ONO-5435）/MK-0431 
新有効成分 ２型糖尿病／ＤＰＰ－Ⅳ阻害作用 Ⅲ 錠 

共同 
（万有製薬）

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 
Ⅲ 

経皮 

吸収剤 
共同 

（ﾉﾊ゙ ﾙﾃｨｽﾌｧー ﾏ）

アロサイト注 

（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 

オノンカプセル 効能追加 
慢性副鼻腔炎／ＬＴＣ４・Ｄ４拮抗作

用 
Ⅲ 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）

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 

注射用エラスポール 効能追加 
市中肺炎に伴う急性呼吸不全/好中

球エラスターゼ阻害作用 
Ⅱ 注射 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－７６４３ 

/RC-1291 
新有効成分 癌性悪液質／グレリン様作用 Ⅰ 錠 

導入 
（サファイア社）
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２．国外開発品状況 

１）臨床試験中開発品 

商品名／商品名候補 

／開発コード 
区分 予定効能／薬理作用 ﾌｪｰｽﾞ 剤型  

ＭＫ－０７２４ 

/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 

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

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

ＯＮＯ－４５３８ 

/MDX-1106 
新有効成分 癌／完全ヒト型抗ＰＤ－１抗体 Ⅰ 注射 

共同 
(メダレックス社)

ＯＮＯ－４５３８ 

/MDX-1106 
新有効成分 

Ｃ型肝炎／完全ヒト型抗ＰＤ－１抗

体 
Ⅰ 注射 

共同 
(メダレックス社)

ＯＮＯ－８５３９ 新有効成分 過活動膀胱／ＥＰ１拮抗作用 Ⅰ 錠 自社 

ＯＮＯ－４６４１ 新有効成分 
多発性硬化症／Ｓ１Ｐ受容体作動作

用 
Ⅰ 錠 自社 
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主な開発品 

ステーブラ錠（ONO-8025）／KRP-197 錠剤 

ステー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 承認（杏林製薬株式会社と共同開発） 

 

リカルボン錠（ONO-5920）／YM529 錠剤 

 リカルボン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 申請中（アステラス製薬株式会社と共同開発） 

 

イメンドカプセル（ONO-7436）／MK-0869 カプセル剤 

 イ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 申請中 

 海外：発売中（メルク社）  

 

グラクティブ錠（ONO-5435）／MK-0431 錠剤 

 グラクティブ錠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：２型糖尿病 フェーズⅢ（万有製薬株式会社と共同開発） 

 海外：２型糖尿病 承認（メルク社）  

 

ONO-2540／ENA713D 経皮吸収剤 

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。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、経皮吸収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Ⅲ（ノバルティス ファーマ株式会社と共同開発） 

海外：アルツハイマー型認知症 承認（ノバルティス社） 

 

アロサイト注（ONO-2506）／MK-0724 注射剤 

アロサイト注はグリア細胞の一種である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） 
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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、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。 

海外（欧州）：筋萎縮性側索硬化症（ALS） 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Ⅱ 

 

ONO-7643／RC-1291 錠剤 

 ONO-7643は低分子のグレリン様作用薬で、癌性悪液質を対象として開発を進めています。本剤は食欲増進や筋

肉増強･消化管機能調節などの生理作用を有するホルモンであるグレリンと同様の作用を持つ低分子化合物であ

り、癌の進行に伴い食欲不振、体脂肪量や筋肉量の低下を特徴とする全身消耗状態（癌性悪液質）にある患者さ

んのQOLを改善する画期的な薬剤になるものと期待しております。 

国内：癌性悪液質 フェーズⅠ 

海外（米国）：癌性悪液質 フェーズⅡ（サファイア社） 

 

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Ⅱ 

 

ONO-4538／MDX-1106 注射剤 

 ONO-4538は完全ヒト型抗PD-1抗体で、癌などを対象として開発を進めています。PD-1は、リンパ球の表面に

ある受容体の一種で、生体において活性化したリンパ球を沈静化させるシステム（負のシグナル）に関与してい

ます。癌細胞は、このシステムを利用して免疫反応から逃れているという研究成績が報告されています。ONO-4538 

は、リンパ球を沈静化させる PD-1 の働きを抑制することで、癌細胞やウイルスを異物と認識してこれを排除す

る免疫反応を増進するものと期待しております。 

 海外（米国）：癌 フェーズⅠ（メダレックス社と共同開発） 

海外（米国）：C型肝炎 フェーズⅠ（メダレックス社と共同開発） 
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ONO-8539 錠剤 

 ONO-8539 はプロスタグランジンE2の受容体のひとつであるEP1受容体の選択的な拮抗剤で、まず過活動膀胱

などを対象として開発を進めていきます。既存の抗コリン剤がその作用機序から使用制限されている緑内障や、

前立腺肥大症などの下部尿路閉塞を伴う患者に対しても使用可能な薬剤になると期待しています。 

海外（欧州）：過活動膀胱 フェーズⅠ 

 

ONO-4641 錠剤 

 ONO-4641はS1P（スフィンゴシン-1-リン酸）受容体作動薬で、多発性硬化症を対象として開発を進めています。

本剤は血中のリンパ球をリンパ節にとどめ、血中のリンパ球数を減少させる作用を持つ低分子化合物であり、そ

の結果として病巣へのリンパ球浸潤を抑制することで、難病とされる多発性硬化症などの自己免疫疾患の画期的

な治療薬になるものと期待しております。 

 海外（米国）：多発性硬化症 フェーズⅠ 

 

オノンカプセル 

国内：慢性副鼻腔炎 フェーズⅢ（効能追加） 

 

オパルモン錠 

国内：頚椎症 フェーズⅡ（効能追加）（大日本住友製薬株式会社と共同開発） 

 

注射用オノアクト 

国内：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） 

 

注射用エラスポール 

 国内：市中肺炎に伴う急性呼吸不全 フェーズⅡ（効能追加） 
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