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平成１9 年度 （20 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） 

 18年度 
19年度 

予定 

19年度 

実績 
予定比 前期比 

 売上高 1,417 1,460 1,458 ▲0.1% ＋3.0% 
 営業利益 528 517 522 ＋1.1% ▲1.0% 
 経常利益 565 545 551 ＋1.1% ▲2.6% 
 当期純利益  352 355 350 ▲1.3% ▲0.6% 

 

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 1,458 本  邦 1,416 

 海  外 42 

 

連単倍率 
18年度 19年度 

（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

当期純利益 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

経営指標                               (単位：円) 

 18年度 19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 302.73 301.45 306.80 305.45 

一株当たり純資産 3,849.02 3,822.31 3,766.56 3,744.92 

自己資本比率 88.0% 88.6% 89.5% 90.3% 
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連結業績の概況 

 
・売上高は     1,458億円、前期比では3.0%増（前期1,417億円）  
                          予定比では0.1%減（予定1,460億円)  
 
・営業利益は    522億円、前期比では1.0%減（前期528億円） 
                          予定比では1.1%増（予定517億円）  
 
・経常利益は   551億円、前期比では2.6%減（前期565億円） 
                          予定比では1.1%増（予定545億円）  
 
・当期純利益は  350億円、前期比では0.6%減（前期352億円） 
                          予定比では1.3%減（予定355億円） 
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主な製品の売上高 

（単位：億円） 

 17年度 18年度 19年度 前期比 

オパルモン 326 338 373 ＋35 

オノン 265 268 271 ＋2 

キネダック 212 173 174 ＋1 

オノンドライシロップ 94 114 110 ▲4 

エラスポール      55 53 54 ＋1 

オノアクト          4 9 19 ＋10 

ステーブラ        － － 5 ＋5 

     

海外売上高 

(単位：億円) 
 17年度 18年度 19年度 

 

   輸出高   

 

21 

 

23 

 

25 

    

  海外特許料収入 

   

4 0 17 

  海外売上高合計  26 24 42 

   売上高比率 1.8% 1.7% 2.9% 

 
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、 
 プレグランディン、エフオーワイ、フオイパンなど 
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①売上高  1,458億円  前期比3.0%増 (前期1,417億円) 

 

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、前期比35億円（10.4%）増の373億円と大きく伸長しまし

た。また、気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤「オノンカプセル」は、積極的な情報提

供活動に努めました結果、前期比2億円（0.8%）増の271億円となり、糖尿病性神経障

害治療剤「キネダック錠」も、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、前期比１億円（0.4%）増の174億円と堅調に推

移しました。さらに、頻脈性不整脈治療剤「注射用オノアクト」は、従来の手術時の

効能に加えて、一昨年 10 月に手術後の効能が追加承認されたこともあり、前期比 10

億円増の 19 億円となりました。なお、昨年 6 月に新発売しました過活動膀胱治療剤

「ステーブラ錠」の売上は5億円でした。 

一方、気管支喘息（小児）治療剤「オノンドライシロップ」は、後発品上市の影響

もあり、前期比 4 億円（4.1%）減の 110 億円となりました。また、慢性膵炎・術後逆

流性食道炎治療剤「フオイパン錠」は、前期比 5 億円（3.8%）減の 134 億円、脳血栓

症急性期治療剤「注射用カタクロット」は、前期比 4 億円（6.8%）減の 55 億円とな

りました。 

 

 
製品別の要因 
 
◇ｵﾊﾟﾙﾓﾝ錠        前期比10.4%増の373億円(＋35億円） 
◇ｵﾉﾝｶﾌﾟｾﾙ       前期比0.8%増の271億円(＋2億円） 
◇ｷﾈﾀﾞｯｸ錠      前期比0.4%増の174億円(＋1億円） 
◇注射用ｵﾉｱｸﾄ    前期比100.4%増の19億円(＋10億円） 
◇ｽﾃｰﾌﾞﾗ錠      当期上市     5億円(＋5億円） 
◇ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ     前期比4.1%減の110億円(▲4億円） 
◇ﾌｵｲﾊﾟﾝ錠       前期比3.8%減の134億円(▲5億円） 
◇注射用ｶﾀｸﾛｯﾄ     前期比6.8%減の55億円(▲4億円） 
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退職給付債務の明細 

 
 

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、販売費及び一般管理費から9百万円差し引きました。 

 

 

 

20 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 59 307 367 
年金資産（時価）  252 252 
引当金 59 26 85 
未認識数理計算上の差異  28 28 

平成19年度に発生した未認識数理計算上の差異については、平成20年度に退職 

給付費用として売上原価、販売費及び一般管理費に28億円計上します。 
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②営業利益  522億円  前期比1.0%減  (前期528億円) 

当期の売上高が前期比41億円（3.0%）増の1,458億円となり、売上原価は前期比2

億円（1.1%）減の 208 億円となりましたが、販売費及び一般管理費は前期比 49 億円

（7.3%）増の727億円となりました結果、営業利益は前期比5億円（1.0%）減の522

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、治験

委託費用や研究所での実験費用が増加したことに加え、日産化学工業より血小

板減少症治療薬を導入したことに伴う一時金を支払ったこと、さらには、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、前期比36億円（10.2%）増の389億円となりました。 

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、前期比13億円（4.1%）増

の337億円となりました。 

 

③経常利益  551億円   前期比2.6%減 (前期565億円) 

経常利益につきましては、前期には営業外収益に貸倒引当金戻入益 12 億円を計上

しましたが、当期には計上がないことなどにより、前期比 14 億円（2.6%）減の 551

億円となりました。 

 

④特別損益  特別損益は44億円の利益 前期比5億円利益が減少 

 1）特別利益が前期比9億円増加 
（1）前期には、投資有価証券売却益27 億円、年金資産運用益（数理計算上の差異償

却）22億円を計上しました。 

（2）当期には、投資有価証券売却益 53 億円、当社の関連会社(尼崎化学合成株式会

社）が他企業（藤本化学製品株式会社）に合併され関連会社から除外されたこ

とに伴う株式交換利益6億円を計上しました。 

2）特別損失が前期比15億円増加 
（1）前期には、減損損失6千万円を計上しました。 

(2) 当期には、投資有価証券評価損16億円を計上しました。 
 

⑤当期純利益  350億円  前期比0.6%減 (前期352億円) 

法人税等につきましては、前期にあった繰延税金資産の一部取り崩しが当期にはな

いことなどにより、税負担が19億円減少し、240億円となりました。 

これらの結果、当期純利益は、前期比2億円（0.6%）減の350億円となりました。 
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平成 20 年度 （21 年 3 月期）連結決算業績予定    

 

連結決算業績予定 

(単位：億円) 

 18年度 19年度 
20年度 

予定 
19年度比 

 売上高 1,417         1,458 1,430 ▲2.0% 

 営業利益 528          522 461 ▲11.8% 

 経常利益 565          551 491 ▲10.9% 

 当期純利益  352          350 321 ▲8.4% 

 

 

主な製品の売上高予定    

                               （単位：億円）  
 18年度 19年度 

20年度 

予定 
19年度比 

オパルモン 338 373 393 ＋19 

オノン 268 271 256 ▲15 

キネダック 173 174 166 ▲8 

オノンドライシロップ 114 110 100 ▲10 

エラスポール      53 54 57 ＋2 

オノアクト          9 19 30 ＋10 

ステーブラ        － 5 24 ＋19 
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平成20年度（21 年 3 月期）の連結決算業績予定 

 

①売上高  1,430億円 前期比2.0%減 (19年度1,458億円)  

・主要製品の「オパルモン錠」、「ステーブラ錠」、「注射用オノアクト」を中心とした売

上拡大を図るものの、平成 20 年 4 月の薬価基準の引き下げ（5%台半ば）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  461億円  前期比11.8%減 (19年度522億円) 

 
・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すること

から、前期比26億円(6.7%)増の416億円になる見込みです。 

・研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、前期から微増の339億円になる見込みで

す。 

 

③経常利益  491億円   前期比10.9%減 (19年度551億円)  

 

④当期純利益  321億円   前期比8.4%減（19年度350億円） 

・特別損益につきましては、当期には投資有価証券売却益 25 億円の計上を予定してい

ます。前期の特別損益は44億円の利益計上であったため、利益が前期比19億円減少

する見込みです。これらのことから、当期純利益は前期比 29 億円（8.4%）減の 321

億円を予想しています。 
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連結キャッシュ・フローの状況 

（単位：億円） 
  18年度 19年度 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 386 365 ▲21 

投資活動によるキャッシュ・フロー ▲65 74 ＋139 

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲258 ▲291 ▲33 

増減（現金及び現金同等物） 63 147  

現金及び現金同等物期末残高 326 474  

（注）各年度の▲はキャッシュの流出を示しています。 

 

（増減の主な内容・・・カッコ内は、18年度→19年度） 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

  経常利益の減少 ▲14億円（565億円→551億円） 

    

②投資活動によるキャッシュ・フロー                    

  有価証券の償還・売却と購入の差額 148億円（▲53億円→95億円） 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー                

   自己株式取得の増加 ▲3億円（▲117億円→▲121億円） 

   配当の支払いの増加 ▲30億円（▲140億円→▲171億円） 
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連結損益計算書                  （単位：億円） 

 18年度 19年度 増減 

 売上高 1,417 1,458 ＋41

（前期増減率） ▲4.7% 3.0%

売上原価 210 208 ▲2

  （対売上高比率） 14.9% 14.3%

販売費・一般管理費 677 727 ＋49

  （対売上高比率） 47.8% 49.9%

   内、研究開発費 353 389 ＋36

    （対売上高比率） 24.9% 26.7%

 営業利益 528 522 ▲5

  （前期増減率） ▲7.2% ▲1.0%
  （営業利益率） 37.3% 35.8%

営業外収益 42 34 ▲8

営業外費用 5 5 ＋0

 経常利益 565 551 ▲14

  （前期増減率） ▲4.5% ▲2.6%
  （経常利益率） 39.9% 37.8%

特別利益 50 60 ＋9

特別損失 0 16 ＋15

 税金等調整前当期純利益 615 595 ▲20

法人税・住民税及び事業税  218 247 ＋29

法人税等調整額 41 ▲6 ▲48

少数株主利益 3 4 ＋1

 当期純利益  352 350 ▲2

  （前期増減率） ▲2.4% ▲0.6%
  (当期純利益率) 24.9% 24.0%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

連結貸借対照表（資産の部） 

◎ 当期の特別損益は44億円の利益となり前期比で5億円利益が減少しました。 

 

1）特別利益が前期比9億円増加 

（1）前期には、投資有価証券売却益27億円、年金資産運用益（数理計算上の差異償却）22億円を計上しました。

（2）当期には、投資有価証券売却益53億円、当社の関連会社(尼崎化学合成株式会社）が他企業（藤本化学製品

株式会社）に合併され関連会社から除外されたことに伴う株式交換利益6億円を計上しました。 

2）特別損失が前期比15億円増加 

（1）前期には、減損損失6千万円を計上しました。 

(2) 当期には、投資有価証券評価損16億円を計上しました。 

＜主な対前期比増減要因＞ 
ｵﾊﾟﾙﾓﾝ      35億円増 
ｵﾉｱｸﾄ      10億円増  

ｽﾃｰﾌﾞﾗ     5億円増 
ｵﾉﾝﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ  4億円減 
ﾌｵｲﾊﾟﾝ     5億円減 

＜主な対前期比増加要因＞ 

・治験委託費用や研究所での

実験費用が増加 

・血小板減少症治療薬を導入

したことに伴う日産化学工

業への一時金の支払い 

・過活動膀胱治療剤「ステー

ブラ錠」の承認に伴う杏林

製薬への一時金の支払い 

前期には営業外収益に貸倒引

当金戻入益 12 億円を計上しま

したが、当期にはそれに該当す

るものはありませんでした。 

前期にあった繰延税金資産の

一部取崩が、当期にはなかった 
ことなどにより、税負担が減少

しています。 
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連結貸借対照表 

（単位：億円） 
 
(注1) 

 

(注2) 

(注3) 

 

 

 

(注4) 

 

 

 

 

 

 

(注5) 

 
 
 
 

（注１） 流動比率 

18年度 719% 

19年度 721% 

 

（注２） 売上債権回転月数 

18年度 3.6ヶ月 

    19年度 3.4ヶ月 

 

（注３） たな卸資産回転月数 

18年度 0.8ヶ月 

    19年度 0.8ヶ月 

 

（注４） 19年度  

設備投資額 14億円 

減価償却費 33億円 

 18年度 19年度 増減 

 流動資産 (2,004) (2,120) ＋116 

   現金及び預金 149 142 ▲6 

   受取手形及び売掛金 420 411 ▲9 

   有価証券 1,196 1,305 ＋109 

   たな卸資産 93 99 ＋6 

   繰延税金資産 129 147 ＋18 

   その他 15 13 ▲2 

   貸倒引当金 ▲0 ▲0 ＋0 

 固定資産 (3,043) (2,652) ▲390 

  有形固定資産 (532) (512) ▲19 

   建物及び構築物 262 249 ▲13 

   機械装置及び運搬具 28 22 ▲6 

   土地 225 225 － 

   建設仮勘定 0 2 ＋2 

   その他 14 11 ▲2 

  無形固定資産 (10) (10) ▲0 

  投資その他の資産 (2,500) (2,129) ▲370 

   投資有価証券 2,447 2,075 ▲372 

   繰延税金資産 0 0 ＋0 

   その他  52 54 ＋1 

   貸倒引当金  ▲0 ▲0 ＋0 

資産の部合計 5,048 4,773 ▲274 
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（単位：億円） 

 

（注5）保有有価証券の売却及び含み益の減少など 

     

（注6）自己株式保有株数 

18年度末累計549万株 

19年度末累計747万株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18年度 19年度 増減 

負債の部 (580) (470) (▲109) 

 流動負債 (278) (294) (＋15) 

   支払手形及び買掛金 29 30 ＋0 

   未払法人税等 120 138 ＋18 

   販売促進引当金等 14 16 ＋2 

   賞与引当金 40 38 ▲1 

   その他の流動負債 73 69 ▲3 

 固定負債 (301) (176) (▲124) 

   長期借入金 0 0 ▲0 

   退職給付引当金 84 85 ＋1 

   役員退職給与引当金 7 0 ▲6 

   長期未払金 － 7 ＋7 

   繰延税金負債 180 53 ▲127 

   再評価に係る繰延税金負債 29 29 － 

純資産の部 (4,468) (4,302) ▲165 

資本金 173 173 － 

 資本剰余金 170 170 ＋0 

  利益剰余金 4,040 4,212 ＋172 

  自己株式 ▲247 ▲368 ▲121 

 株主資本合計 4,137 4,188 ＋51 

  その他有価証券評価差額金 391 171 ▲220 

  土地再評価差額金 ▲89 ▲89 － 

  為替換算調整勘定 0 ▲0 ▲0  

 評価・換算差額等合計 302 81 ▲221  

 少数株主持分 28 32 ＋4 

負債及び純資産合計 5,048 4,773 ▲274 

 

(注5) 

(注5) 

(注6) 
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発行済株式・自己株式 

 

（増加）取締役会決議に基づく自己株買付による増加 2,000 千株 

単元未満株式の買取りなどによる増加 7 千株 

 

（減少）自己株式処分による減少 25 千株 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式の種類 18 年度末 

（千株） 

増加 

（千株） 

減少 

（千株） 

19 年度末 

（千株） 

発行済株式 

  普通株式 120,847 － － 120,847

自己株式 

  普通株式 
5,492 2,007 25 7,474
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連結株主資本等変動計算書（19 年度） 

                                   （単位：億円） 

                     株     主     資     本  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 
自己株式 

株主資本 

合計 

前期末残高  173  170  4,040  ▲247  4,137

当期変動額      

 剰余金の配当   ▲171        ▲171

 持分法適用会社の減少

に伴う減少 

  
▲6  

▲6

 当期純利益   350  350

 自己株式の取得  ▲121 ▲121

 自己株式の処分  0 0 0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 

     

当期変動額合計 - 0 172 ▲121 51

当期末残高 173 170 4,212 ▲368 4,188

 

           評 価 ・ 換 算 差 額 等  

 

その他 

有価証券 

評価差額金

 

土地 

再評価 

差額金 

 

為替換算

調整勘定

 

 

評価・換算

差額等 

合計 

少数株主 

持分 

純資産 

合計 

前期末残高 391 ▲89 0    302  28  4,468

当期変動額       

 剰余金の配当      ▲171

 持分法適用会社の減少

      に伴う減少 

     
▲6

 当期純利益      350

 自己株式の取得      ▲121

 自己株式の処分      0

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額） 
▲220 - ▲0 ▲221 4 ▲216

当期変動額合計 ▲220 - ▲0 ▲221 4 ▲165

当期末残高 171 ▲89 ▲0 81 32 4,302

 

(注)当期において尼崎合成化学（株）は､合併による持分比率の低下により､平成19年10月1日

をもって、当社の持分法適用対象から除外しました。 

 

(注)
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設備投資の内容                      （単位：億円） 
 20年度 

 
18年度 19年度 

計画 

生産設備 
生産機器更新等 

7.7 6.1 7.3 

研究設備 0.0 3.1 7.7 

営業設備他 3.5 5.1 2.1 

合計 11.2 14.4 17.2 
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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） 
 20年度 

 
18年度 19年度 

予定 

減価償却費 

対売上比率％ 

34.5 

2.4% 

33.2 

2.3% 

29.8 

2.1% 

・設備投資額（工事ベース） 

                       （単位：億円） 

 20年度 

 
18年度 19年度 

予定 

設備投資額 11.2       14.4 17.2 

  

 

期末従業員数 （連結決算ﾍﾞｰｽ） 

 

 １8年度 １9年度 

期末従業員数 (人) 2,669             2,674 
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平成１9 年度 （20 年３月期） 単独決算 

主要な経営指標等の推移 

（単位：億円、未満切捨表示） 
 

18年度 19年度 
20年度 

予定 

売上高 1,400 1,441 1,412 

営業利益   520 516 454 

経常利益  558 545 484 

当期純利益 351 349 319 

一株当たり当期純利益 301.4円 305.4円 281.3円 

一株当たり年間配当金 100円     202円（注） 180円 

純資産        4,410 4,246 

総資産           4,978 4,704  

自己資本比率      88.6% 90.3%  

一株当たり純資産  3,822.3円 3,744.9円  

自己資本当期純利益率(ROE) 8.0% 8.1%  

（注）19年度一株当たり年間配当金の内訳 普通配当180円 特別配当22円 
 

自社品比率 

 18年度 １9年度 

自社品比率 ９７．０% ９６．８%
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損益計算書              （単位：億円） 

 18年度 19年度 増減 

売上高 1,400 1,441 ＋41 

売上原価         207  203 ▲4 

  （売上原価率） 14.8% 14.1%  

研究開発費  353  389 ＋36 

  （研究開発費率） 25.2% 27.1%  

 その他販管費 

   (販管費率) 

 319 

22.8%
 331 

23.0%
＋12 

営業利益  520  516 ▲3 

営業外収益  (42)  (34) (▲8) 

受取利息及び配当金  25  30 ＋4 

営業外費用  (4)  (5) (＋0) 

経常利益  558  545 ▲13 

特別利益 

投資有価証券売却益   

  株式交換利益 

退職給付債務数理計算上の 

   差異償却 

特別損失 

投資有価証券評価損 

  減損損失 

 

(50) 

27 

－ 

22 

 

(0) 

－ 

0 

 

(57) 

50 

       6 

－ 

 

(16) 

16 

－ 

 

(＋6) 

＋22 

＋6 

▲22 

 

(＋15) 

＋16 

▲0 

 

税引前当期純利益  608  585 ▲22 

法人税・住民税及び事業税 215 243 ＋28 

法人税等調整額   41   ▲6 ▲48 

当期純利益  351  349 ▲2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜主な対前期増加要因＞

・治験委託費用や研究所で

の実験費用が増加 

・血小板減少症治療薬を導

入したことに伴う日産

化学工業への一時金の

支払い 

・過活動膀胱治療剤「ステ

ーブラ錠」の承認に伴う

杏林製薬への一時金の

支払い 

 

前期には営業外収益に貸

倒引当金戻入益12億円を

計上しましたが、当期に

はそれに該当するものは

ありませんでした。 

 

前期にあった繰延税金資

産の一部取崩が、当期に

はなかったことなどによ

り、税負担が減少してい

ます。 
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(注1) 

 

(注2） 

 

(注3） 

 

 

 

(注4) 

 

 

 

 

 

(注5) 

 

 
（注１） 流動比率 

18年度 732% 

19年度 732% 

 

（注２） 売上債権回転月数 

18年度 3.5ヶ月 

    19年度 3.4ヶ月 

 

（注３） 棚卸資産回転月数 

18年度 0.8ヶ月 

    19年度 0.8ヶ月 

 

（注４）19年度 

設備投資額  9億円 

減価償却費 29億円 

貸借対照表  
       （単位：億円）

 １8年度 １9年度 増減 

  (資産の部)           

Ⅰ流動資産  (1,969) (2,078) （＋109）

 現金・預金 126 118 ▲8

 受取手形 1 1 ▲0

 売掛金      411 402 ▲8

 有価証券 1,193 1,300 ＋106

 たな卸資産         90 96 ＋6

 繰延税金資産 128 146 ＋18

 その他 17 12 ▲4

 貸倒引当金 ▲0 ▲0 ＋0

Ⅱ固定資産  (3,008) (2,625) (▲383)

 有形固定資産 (515) (494) （▲20）

  建物 246 232 ▲13

  機械・装置  23 17 ▲6

  土地 225 225 －

  建設仮勘定 0 2 ＋2

  その他 20 16 ▲3

 無形固定資産 (10) (10) (▲0)

 投資その他の資産 (2,482) (2,120) (▲361)

  投資有価証券 2,427 2,065 ▲362

  その他 54 54 ＋0

資産合計 4,978 4,704 ▲273
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               （単位：億円） 

 18年度 19年度 増減 

  (負債の部) 

Ⅰ流動負債   (268) (283) (＋14)

 支払手形 2 1 ▲0

 買掛金 22 24 ＋1

 未払法人税等 118 135 ＋16

 未払消費税等 4 5 ＋1

 未払費用 41 35 ▲6

 賞与引当金 39 37 ▲1

 役員賞与引当金 0 0 ＋0

 返品調整引当金 0 0 ＋0

 販売促進引当金 5 5 ＋0

 売上割戻引当金 8 9 ＋1

 その他 25 26 ＋1

Ⅱ固定負債 (298) (174) (▲124)

 長期借入金 0 0 ▲0

 長期未払金 － 7 ＋7

 繰延税金負債 179 52 ▲126

 再評価に係る繰延税金負債 29 29 －

 退職給付引当金 83 84 ＋1

 役員退職給与引当金 6 － ▲6

負債合計 567 458 ▲109

  (純資産の部) 

株主資本  

  資本金 173 173 －

  資本剰余金 170 170 －

     資本準備金 170 170 －

  利益剰余金 4,012 4,189 ＋177  
     利益準備金 43 43 －  
     その他利益剰余金 3,968 4,146 ＋177  

別途積立金等 3,745 3,745 －  
       繰越利益剰余金 223 401 ＋177  
  自己株式 ▲246 ▲368 ▲121  
 株主資本合計 4,109 4,164 ＋55  
 評価・換算差額等  
   その他有価証券評価差額金 390 170 ▲220 （注5） 

   土地再評価差額金 ▲89 ▲89 －  
 評価・換算差額等合計 301 81 ▲220  
純資産合計 4,410 4,246 ▲164  
負債及び純資産合計 4,978 4,704 ▲273  

(注6)自己株式保有株数

18年度末累計545万株

19年度末累計 746万株

 

（注5） 

保有有価証券の売却及び 

含み益の減少など 
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株主資本等変動計算書（１９年度） 

                                          （単位：億円） 

株     主     資     本 

利 益 剰 余 金 
 

 

資本金 

 

 

資本 

剰余金 

 

利益 

準備金

別途 

積立金等

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

 

自己 

株式 

 

株主資本

合計 

前期末残高 173 170 43 3,745 223 4,012 ▲246 4,109

当期変動額         

剰余金の配当     ▲171 ▲171  ▲171

当期純利益     349 349  349

自己株式の取得      ▲121 ▲121

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
       

当期変動額合計 - - - - 177 177 ▲121 55

当期末残高 173 170 43 3,745 401 4,189 ▲368 4,164

 

評 価・換 算 差 額 等  
その他 

有価証券 

評価差額金 

土地再評価 

差額金 

評価・換算 

差額等合計

 

純資産 

合計 

前期末残高 390 ▲89 301 4,410 

当期変動額     

剰余金の配当  ▲171 

当期純利益  349 

自己株式の取得  ▲121 

株主資本以外の項目

の当期変動額(純額) 
▲220 - ▲220 ▲220 

当期変動額合計 ▲220 - ▲220 ▲164 

当期末残高 170 ▲89 81 4,246 
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販売費及び一般管理費・率 
                                   

 １8年度 １9年度 20年度 
予定 

 
 販 売 費                 
  対売上比率  % 

    ９８ 
    ７．０ 

   １０９ 
    ７．６ 

    ９６ 
    ６．８ 

 研 究 開 発 費                 
  対売上比率  % 

３５３ 
  ２５．２ 

３８９ 
   ２７．１ 

４１６ 
   ２９．５ 

 そ の 他                 
  対売上比率  % 

   ２２０ 
  １５．８ 

   ２２２ 
   １５．５ 

   ２３６ 
   １６．８ 

 合 計                 
  対売上比率  % 

   ６７２ 
  ４８．０ 

   ７２１ 
   ５０．１ 

   ７４９ 
   ５３．１ 

 
     
               
 
有価証券・投資有価証券残高内訳 
                               （単位：億円） 
 
有価証券                                投資有価証券 
         
 １年以内償還債券   ９６１              債 券   １，１００ 

ＦＦＦ・ＭＭＦ     ３３９            株 式      ９３４ 
                                        その他     ３０ 

                           
   合計          １, ３００            合 計   ２，０６５ 
     
      
 
 
 
                                         
                     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

（単位：億円） 
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期末従業員数 
 

 
 １8年度 １9年度 

 期末従業員数 (人) ２，４０７  ２，４１５ 

 
 
 
販売状況 
                                  
      

        
  

１8年度 １9年度 

循環呼吸器系薬剤 
     比率  % 

１００，２８１ 
  ７１．６ 

１０２，９５９ 
  ７１．５ 

消化器系薬剤 
     比率  % 

１６，９９５ 
  １２．１ 

１６，１７８ 
  １１．２ 

代謝性薬剤及び 
ビタミン剤 

     比率  % 

１７，３４６ 
  １２．４ 

１７，４１８ 
  １２．１ 

 
 化学療法剤、 
ホルモン剤他 

     比率  %  

 １，１９８ 
   ０．９ 

 １，２１１ 
   ０．８ 

  
診断用試薬 

     比率  % 

   ３０８ 
      ０．２ 

   ２５１ 
      ０．２ 

  
その他の医薬品等 

     比率  % 
 ３，８７４ 

       ２．８ 
 ６，１１５ 

       ４．２ 

  合 計                 １４０，００５ １４４，１３４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（単位：百万円） 
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株式の状況（平成20年3月31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·················································· １１，０２５名

大 株 主 

株 主 名 持株数（千株） 出資比率（％） 
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 8,868 ７．３３ 

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 7,669 ６．３４ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋ ﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） 5,825 ４．８２ 

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 3,952 ３．２７ 

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 

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 

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 2,049 １．６９ 

  （注）当社は、自己株式7,463千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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金融機関・証券会社 

30.64％（129 名） 

その他法人 

23.04％（506 名） 

個人・その他 

7.67％（10,110 名） 

自己株式 

6.17％（1 名） 

所有者別の割合 

外国人 

32.46％（279 名） 

（注）上記所有者別の割合について、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。 
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平成 20 年 3 月期 「開発品の進捗状況」 

―平成 20年 3 月期 第 3四半期の決算発表時点からの変更点― 

 

 

（国内） 

・癌化学療法に伴う悪心･嘔吐の治療剤ONO-7847/MK-0517はフェーズⅠ試験を開始しました。（本年4月） 

なお、本剤は申請中の「イメンドカプセル」（ONO-7436）/MK-0869 を注射剤に改変したものです。 

 

・「オパルモン錠」の効能追加は、頚椎症を対象として開発を進めていましたが、フェーズⅡ試験にお

いて期待していた有効性を確認できず開発を中止しました。（本年 4月） 

 

・「オノンカプセル」の効能追加は、慢性副鼻腔炎を対象として開発を進めていましたが、フェーズⅢ

試験において期待していた有効性を確認できず開発を中止しました。（本年 4 月） 

 

・骨粗鬆症治療剤 ONO-5920/YM529 はフェーズⅠ試験を実施しています。 

なお、本剤は「リカルボン錠」（ONO-5920）/YM529 の間歇経口製剤です。 
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平成 20 年 5月 14 日現在 

開発品の進捗状況 

１．国内開発品状況 

１）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）

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 錠 

共同 
（万有製薬）

 

２）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  

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 

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）

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

ＯＮＯ－８５３９ 新有効成分 過活動膀胱／ＥＰ１拮抗作用 Ⅰ 錠 自社 

ＯＮＯ－７８４７ 

/MK-0517 
新有効成分 

癌化学療法に伴う悪心･嘔吐 

／ＮＫ１拮抗作用 
Ⅰ 注射 

導入 
（メルク社）

ＯＮＯ－５９２０ 

/YM529 

用法･用量 

変更 

骨粗鬆症／骨吸収抑制作用（ビスホ

スフォネート系製剤） 
Ⅰ 錠 

共同 
(アステラス製薬)

２．国外開発品状況 

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 

 

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 申請中（万有製薬株式会社と共同開発） 

 海外：２型糖尿病 発売中（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 発売中（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。 

国内：骨粗鬆症 フェーズⅠ 

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） 

 

28



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。 

国内：過活動膀胱 フェーズⅠ 

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 

 

ONO-7847/MK-0517 注射剤 

ONO-7847はニューロキニン1拮抗剤で、癌化学療法に伴う悪心･嘔吐を対象として開発を進めています。なお、

本剤はイメンドカプセル（ONO-7436）／MK-0869 を注射剤に改変したものです。 

国内：癌化学療法に伴う悪心･嘔吐 フェーズⅠ 

海外：癌化学療法に伴う悪心･嘔吐 フェーズⅢ（メルク社） 

 

ONO-5920／YM529 錠剤 

 ONO-5920／YM529は骨粗鬆症治療剤です。なお、本剤はリカルボン錠（ONO-5920）／YM529の間歇経口製剤です。 

国内：骨粗鬆症 フェーズⅠ（アステラス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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