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(百万円未満切捨て)
1. 平成 21年 3月期第1四半期の連結業績（平成 20年 4月 1日～平成 20年 6月 30日）

(1) 連結経営成績(累計) (％表示は対前年同四半期増減率)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年 3月期第1四半期 35,659 ─ 12,439 ─ 13,713 ─ 8,721 ─
20年 3月期第1四半期 38,284 4.7 16,355 △0.1 17,375 △0.3 10,495 △2.3

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり

四半期純利益

円 銭 円 銭 ※当期より「四半期財務諸表に関する会計
基準」等に基づき財務情報を作成している
ため、当期の対前年同四半期増減率は記
載しておりません。

21年 3月期第1四半期 77.61 ─

20年 3月期第1四半期 90.98 ─

　 (2) 連結財政状態

総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年 3月期第1四半期 463,862 416,675 89.1 3,734.01
20年 3月期 477,341 430,263 89.5 3,766.56

(参考) 自己資本 21年 3月期第1四半期 413,343百万円          20年 3月期 427,027百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　 20年 3月期 ─ 90.00 ─ 112.00 202.00
　 21年 3月期 ─ ─ ─ ─ ─

21年 3月期(予想) ─ 90.00 ─ 90.00 180.00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成 21年 3月期の連結業績予想（平成 20年 4月 1日～平成 21年 3月 31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益
１株当たり

当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結累計期間 65,800 ─ 19,500 ─ 21,200 ─ 14,200 ─ 127.18
通期 134,400 △7.9 39,600 △24.3 42,600 △22.7 28,400 △19.0 255.37

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有

※上記の予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予
想数値と異なる場合があります。
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4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ： 無

　 [新規 ─社 (社名 )  除外 ─社 (社名 )]

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

　 [(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成
のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

(4) 発行済株式数（普通株式）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年 3月期第1四半期 120,847,500株 20年 3月期 120,847,500株

　② 期末自己株式数

21年 3月期第1四半期 10,150,568株 20年 3月期 7,474,235株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年 3月期第1四半期 112,369,536株 20年 3月期第1四半期 115,356,925株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(1)平成20年5月14日に公表しました連結業績予想は、第2四半期連結累計期間、通期とも本資料にお

　 いて修正しております。業績予想に関する事項につきましては、平成20年8月5日公表の「平成21

   年3月期第2四半期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

(2)本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可

   能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異な

   る場合があります。

(3)当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財

   務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また

　 「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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小野薬品工業（株）(4528)平成21年 3月期 第1四半期決算短信

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におきましては、医療費全体の抑制を目的とした諸施策が一層浸透するなか、国内外の企業間

競争が一段と激化するなど、医薬品業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況下にありました。

　このような状況のもと、当社は独創的な新薬開発を目指し、研究開発体制の一層の強化と、主要製品を中心

とした学術情報活動の充実を図るとともに、経営全般にわたり効率化に努めましたが、本年4月の薬価改定

（5%台半ば）や後発品使用促進策の進展などにより、当第１四半期の業績は、以下の様になりました。

売上高 356億5千9百万円 対前年同期比  6.9％減

営業利益 124億3千9百万円 対前年同期比 23.9％減

経常利益 137億1千3百万円 対前年同期比 21.1％減

四半期純利益 87億2千1百万円 対前年同期比 16.9％減

・販売について

　当第１四半期の売上高は、前年同期比26億2千4百万円（6.9%）減の356億5千9百万円となりました。主な製

品のうち、末梢循環障害改善剤「オパルモン錠」は前年同期比2億円（2.9%）増と堅調に推移しましたが、気

管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤「オノンカプセル」は、前年同期比10億円（14.1%）減の62億円、気管支

喘息（小児）治療剤「オノンドライシロップ」は、前年同期比7億円（24.8%）減の22億円、糖尿病性神経障害

治療剤「キネダック錠」は、前年同期比3億円（7.8%）減の43億円となりました。

・利益について

　当第１四半期の売上高が前年同期比26億2千4百万円（6.9%）減の356億5千9百万円となりました一方で、売

上原価が前年同期比4億1千4百万円（7.7%）増の58億2千9百万円、販売費及び一般管理費が前年同期比8億7千7

百万円（5.3%）増の173億9千万円となりました結果、営業利益は前年同期比39億1千6百万円（23.9%）減の124

億3千9百万円となりました。販売費及び一般管理費のうち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、前年同期比4億2千2百万円（5.3%）増の84億3千2百万円となりました。また、その他の

販売費及び一般管理費は、年金資産運用損（数理計算上の差異償却）の計上などにより、前年同期比4億5千4

百万円（5.3%）増の89億5千8百万円となりました。

　経常利益は、受取利息及び受取配当金が前年同期比1億9千5百万円増加しましたことなどにより、営業外収

支が前年同期比2億5千3百万円の利益増加となりましたが、営業利益の減少に伴い、前年同期比36億6千2百万

円（21.1%）減の137億1千3百万円となりました。

　特別損益においては、当第１四半期には投資有価証券売却益4億4千2百万円を計上しました。

　以上の結果、四半期純利益は、前年同期比17億7千4百万円（16.9%）減の87億2千1百万円となりました。
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小野薬品工業（株）(4528)平成21年 3月期 第1四半期決算短信

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債及び純資産の状況）

　
当第１四半期 前連結会計年度末 増減

総資産 4,638億6千2百万円 4,773億4千1百万円 △134億7千8百万円

純資産 4,166億7千5百万円 4,302億6千3百万円 △135億8千7百万円

自己資本比率 89.11% 89.46%

1株当たり純資産 3,734.01円 3,766.56円 △32.55円

　総資産は、前連結会計年度末に比べ134億7千8百万円減少し、4,638億6千2百万円となりました。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ265億2千9百万円減少し、1,855億2千6百万円となりました。これは現

金及び預金が160億8千3百万円、売上債権が43億7百万円それぞれ増加した一方で、有価証券が473億2千7百万

円減少したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べ130億5千1百万円増加し、2,783億3千5百万円となりました。これは投

資有価証券が132億6千6百万円増加したことによります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ1億8百万円増加し、471億8千6百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ135億8千7百万円減少し、4,166億7千5百万円となりました。これは第１

四半期純利益の計上87億2千1百万円、その他有価証券評価差額金の増加59億9千6百万円がありました一方で、

剰余金の配当金の支払126億9千7百万円、自己株式の取得156億円があったことによります。

（連結キャッシュ・フローの状況）

　
当第１四半期 前第１四半期 増減

現金及び現金同等物
期首残高

474億3千3百万円 326億6千9百万円

営業活動による
キャッシュ・フロー

△1億7千万円 42億2千2百万円 △43億9千3百万円

投資活動による
キャッシュ・フロー

333億7千5百万円 545億5千9百万円 △211億8千3百万円

財務活動による
キャッシュ・フロー

△269億1百万円 △62億7百万円 △206億9千4百万円

換算差額 △6千6百万円 △6百万円 △5千9百万円

増減 62億3千6百万円 525億6千7百万円

現金及び現金同等物
期末残高

536億6千9百万円 852億3千6百万円

　営業活動により獲得したキャッシュ・フローは、1億7千万円の支出（前年同期比43億9千3百万円減少）とな

りました。主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益141億5千5百万円などのキャッシュの増加要因があ

る一方で、法人税等の支払い137億6千9百万円などのキャッシュの減少要因がありました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、333億7千5百万円の収入（前年同期比211億8千3百万円減少）となり

ました。主な内訳としては、有価証券及び投資有価証券の取得による支出があったものの、売却・償還等よる

収入があり、差し引き339億3千4百万円の収入となったこと、有形固定資産の取得による支出3億5千4百万円が

ありました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、269億1百万円の支出（前年同期比206億9千4百万円減少）となりま

した。主な内訳としては、配当金の支払い112億9千6百万円、自己株式の取得による支出156億円がありまし

た。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて62億3千6百万円増加

し、536億6千9百万円となりました。
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小野薬品工業（株）(4528)平成21年 3月期 第1四半期決算短信

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年3月期の第2四半期連結累計期間ならびに通期業績予想につきましては、平成20年5月14日の決算時

に公表致しました業績予想を修正しております。詳しくは、別途公表致しました「平成21年3月期 第2四半

期累計期間および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の

業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第1四半期連結累計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益（累計期間）に当該見積実効

税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示して

おります。

　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。

　なお、子会社は前連結会計年度の実際実効税率を用いて計算しております。

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期

連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

② 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第1四半期連結累計期間から早期適用

しております。なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はあ

りません。

③ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号）を当第1四半期連結累計期間から適用し、

評価基準については、原価法から原価法（収益の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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小野薬品工業（株）(4528)平成21年 3月期 第1四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,340 14,256

受取手形及び売掛金 45,414 41,106

有価証券 83,271 130,598

商品及び製品 5,390 5,562

仕掛品 1,090 1,328

原材料及び貯蔵品 3,108 3,080

その他 16,920 16,133

貸倒引当金 △8 △10

流動資産合計 185,526 212,056

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 63,304 63,005

減価償却累計額 △38,488 △38,033

建物及び構築物（純額） 24,815 24,971

機械装置及び運搬具 14,729 14,740

減価償却累計額 △12,615 △12,480

機械装置及び運搬具（純額） 2,113 2,260

土地 22,545 22,545

建設仮勘定 301 295

その他 10,105 10,103

減価償却累計額 △8,967 △8,914

その他（純額） 1,138 1,189

有形固定資産合計 50,914 51,262

無形固定資産

その他 1,018 1,041

無形固定資産合計 1,018 1,041

投資その他の資産

投資有価証券 220,783 207,516

その他 5,621 5,465

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 226,402 212,980

固定資産合計 278,335 265,284

資産合計 463,862 477,341
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,279 3,044

短期借入金 1 1

未払法人税等 5,306 13,836

引当金 3,252 5,533

その他 13,507 6,993

流動負債合計 25,347 29,409

固定負債

長期借入金 17 17

退職給付引当金 9,484 8,593

その他の引当金 75 73

その他 12,261 8,983

固定負債合計 21,839 17,668

負債合計 47,186 47,078

純資産の部

株主資本

資本金 17,358 17,358

資本剰余金 17,079 17,079

利益剰余金 417,302 421,278

自己株式 △52,461 △36,860

株主資本合計 399,278 418,856

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,108 17,112

土地再評価差額金 △8,918 △8,918

為替換算調整勘定 △125 △21

評価・換算差額等合計 14,064 8,171

少数株主持分 3,332 3,235

純資産合計 416,675 430,263

負債純資産合計 463,862 477,341
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年 4月 1日

 至 平成20年 6月30日)

売上高 35,659

売上原価 5,829

売上総利益 29,830

販売費及び一般管理費

研究開発費 8,432

その他の販売費及び一般管理費 8,958

販売費及び一般管理費合計 17,390

営業利益 12,439

営業外収益

受取利息 433

受取配当金 953

その他 36

営業外収益合計 1,424

営業外費用

寄付金 65

その他 84

営業外費用合計 150

経常利益 13,713

特別利益

投資有価証券売却益 442

特別利益合計 442

税金等調整前四半期純利益 14,155

法人税等 5,341

少数株主利益 93

四半期純利益 8,721
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 14,155

減価償却費 723

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 890

受取利息及び受取配当金 △1,387

投資有価証券売却損益（△は益） △442

売上債権の増減額（△は増加） △4,346

たな卸資産の増減額（△は増加） 382

仕入債務の増減額（△は減少） 273

その他 1,924

小計 12,172

利息及び配当金の受取額 1,426

法人税等の支払額 △13,769

営業活動によるキャッシュ・フロー △170

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △6,974

有価証券の売却及び償還による収入 51,898

有形固定資産の取得による支出 △354

投資有価証券の取得による支出 △11,612

投資有価証券の売却及び償還による収入 623

その他 △204

投資活動によるキャッシュ・フロー 33,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △15,600

配当金の支払額 △11,296

少数株主への配当金の支払額 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,236

現金及び現金同等物の期首残高 47,433

現金及び現金同等物の四半期末残高 53,669
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】
当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）
　セグメントの区分が「医薬品事業」単一であるため、セグメント情報の記載を省略しておりま

　す。

【所在地別セグメント情報】
当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）
　全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90%を超えているため、所在地別セグ

　メント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】
　 当第1四半期連結累計期間（自 平成20年4月1日 至 平成20年6月30日）

欧州 アジア その他の地域 計

１ 海外売上高(百万円) 121 571 44 736

２ 連結売上高(百万円) 35,659

３ 連結売上高に占める

　  海外売上高の割合(%)
0.4 1.6 0.1 2.1

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（単位：百万円）

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 17,358  17,079  421,278  △ 36,860 418,856 

当第１四半期までの変動額

　剰余金の配当 △ 12,697 △ 12,697

　四半期純利益 8,721  8,721 

　自己株式の取得 ※ △ 15,600 △ 15,600

当第１四半期末までの変動額合計 △ 3,976 △ 15,600 △ 19,577

当第１四半期末残高額合計 17,358  17,079  417,302  △ 52,461 399,278 

※当第１四半期に市場から15,600百万円を取得しました。
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「参考」

前第1四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

 科    目

前年第１四半期

自 平成19年4月 1日

至 平成19年6月30日

金   額

Ⅰ 売 上 高 38,284

Ⅱ 売 上 原 価 5,415

   売 上 総 利 益 32,868

Ⅲ 販売費及び一般管理費 16,513

   営  業  利  益 16,355

Ⅳ 営 業 外 収 益 1,240

Ⅴ 営 業 外 費 用 220

   経   常   利   益 17,375

Ⅵ 特 別 利 益 －

Ⅶ 特 別 損 失 －

  税金等調整前四半期純利益 17,375

 法 人 税 等 6,801

少 数 株 主 利 益 78

四 半 期 純 利 益 10,495
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円） 

科     目

前年第1四半期

自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日

金      額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 17,375

減価償却費 844

貸倒引当金の増減額 1

賞与引当金の増減額 59

退職給付引当金の増減額 △ 112

受取利息及び受取配当金 △ 1,192

売上債権の増減額 △ 5,368

たな卸資産の増減額 △ 47

仕入債務の増減額 237

その他 3,197

　 小         計 14,996

利息及び配当金の受取額 1,234

利息の支払額 △0

法人税等の支払額 △ 12,008

    営業活動によるキャッシュ・フロー 4,222

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △ 18,003

有価証券の償還等による収入 74,548

有形固定資産の取得による支出 △ 512

投資有価証券の取得による支出 △ 2,436

投資有価証券の償還等による収入 972

その他 △ 9

    投資活動によるキャッシュ・フロー 54,559

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △ 15

配当金の支払額 △ 6,192

    財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,207

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 6

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 52,567

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 32,669

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 85,236
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平成21年3月期 第1四半期 決算補足資料

①主な製品の売上高

　 (単位：億円）

20年3月期 21年3月期 21年3月期 21年3月期

第１四半期 年度 第１四半期 前年同期比 当初計画比 年度

(実績） （当初計画） (実績） 増減率 進捗率 （修正計画）

オパルモン 95  393  98  2.9% 25.0% 393

オノン 72  256  62  △14.1% 24.4% 209

キネダック 47  166  43  △7.8% 26.1% 160

オノンドライシロップ 29  100  22  △24.8% 22.5% 81

エラスポール 14  57  13  △4.6% 24.2% 57

オノアクト 4  30  6  42.0% 21.9% 32

ステーブラ 2  24  3  33.5% 13.6% 24

（参考）

　 (単位：億円）

16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期

(実績） (実績） (実績） (実績） (実績）

オパルモン 234 283  326  338  373 

オノン 231 252  265  268  271 

キネダック 228 229  212  173  174 

オノンドライシロップ 66 83  94  114  110 

エラスポール 35 48  55  53  54 

オノアクト 3 4  4  9  19 

ステーブラ － － － － 5 
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②平成21年3月期 第1四半期 「開発品の進捗状況」

（１）平成20年3月期の決算発表時点からの変更点

うつ病・不安障害治療剤ONO-2333Msは日米で開発を進めてきましたが、うつ病を対象とし

た米国でのフェーズⅡ試験において期待していた有効性を確認することができなかったこと

から、開発を中止しました。（本年7月）

（２）開発品の進捗状況（平成20年8月5日現在）

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
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

（ONO-5920）/YM529 (アステラス製薬)

イメンドカプセル
新有効成分

癌化学療法に伴う悪心・嘔吐／ＮＫ

１拮抗作用
カプセル

導入

（ONO-7436）/MK-0869 （メルク社）

グラクティブ錠
新有効成分 ２型糖尿病／ＤＰＰ－Ⅳ阻害作用 錠

共同

（ONO-5435）/MK-0431 （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 フェーズ 剤型

ＯＮＯ－２５４０
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

/ENA713D （ノバルティスファーマ）

アロサイト注
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-2506）

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－７６４３
新有効成分

癌性悪液質／グレリン様
作用

Ⅰ 錠
導入

/RC-1291 （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
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

/MK-0517 （メルク社）

ＯＮＯ－５９２０ 用法・用量 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

/YM529 変更 (アステラス製薬)
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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 フェーズ 剤型

ＭＫ－０７２４
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

/ONO-2506 （メルク社）

セレアクトカプセル
新有効成分

筋萎縮性側索硬化症（ＡＬ
Ｓ）／脳神経細胞保護作用

Ⅱ カプセル 自社

(ONO-2506PO)

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
新有効成分

癌／完全ヒト型抗ＰＤ－
１抗体

Ⅰ 注射
共同

/MDX-1106 (メダレックス社)

ＯＮＯ－４５３８
新有効成分

Ｃ型肝炎／完全ヒト型抗Ｐ
Ｄ－１抗体

Ⅰ 注射
共同

/MDX-1106 (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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