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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3四半期 1,202,760 ― 239,884 ― 254,578 ― 168,573 ―
20年3月期第3四半期 1,075,995 7.2 405,845 6.0 506,152 6.4 331,393 24.5

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

21年3月期第3四半期 206.95 206.94
20年3月期第3四半期 389.84 ―

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3四半期 2,554,650 1,918,832 73.5 2,377.68
20年3月期 2,849,279 2,322,533 80.0 2,706.00

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,876,855百万円 20年3月期  2,280,783百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 84.00 ― 84.00 168.00
21年3月期 ― 88.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 88.00 176.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 1,560,000 13.5 270,000 △36.2 290,000 △45.9 195,000 △45.1 240.64

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  

(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、11ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧下さい。］  

(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） 

［（注）詳細は、11ページ【定性的情報・財務諸表等】３．その他をご覧下さい。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月４日に公表いたしました予想から修正しておりません。 
・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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  815,152,395株 20年3月期  889,272,395株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  25,787,785株 20年3月期  46,411,249株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  814,546,216株 20年3月期第3四半期  850,066,892株
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【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

(1)はじめに

(*)SYR-322：2008年10月27日、TMX-67：2009年1月18日（いずれも米国時間）

当社は、「世界的製薬企業」の実現に向けて、「06-10中期計画」に定めた事業目標を達成すべく、さまざまな
取り組みを進めております。特に昨年は、当社がかつて経験したことのない、いくつかの大規模な企業買収・
事業再編を成立させるとともに、新たに当社グループに加わった各社との円滑な融合を図ることで、事業基
盤のさらなる強化に邁進してまいりました。

まず、「次世代の中核領域」と位置づけております癌領域の強化を図るべく、米国「ミレニアム・ファーマシュー
ティカルズ株式会社」（以下、ミレニアム社）を買収しました。これにより、当社が培ってきた「癌細胞の増殖を
抑制する」研究手法に、同社の「癌細胞の細胞死を誘発する」新規性の高い研究手法と優れた臨床開発機
能が加わり、癌領域における自社研究開発力を格段に強化することができました。
本年度における同領域での主な開発の進捗としましては、同社創製の多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド」に
ついて、薬物治療を受けたご経験のない患者さんに第一選択薬として投与する効能を米国で追加取得でき
ました。また、日本では、米国アムジェン社の日本法人である「アムジェン株式会社」の買収と癌領域を中心と
した13品目のライセンス契約締結を経て、癌治療薬「パニツムマブ」について、厚生労働省に製造販売承認
申請を行うことができました。
当社では、ミレニアム社を「当社グループの癌領域戦略の中核」と位置づけ、患者さんや医療従事者の方々
のニーズに応えることができる優れた新薬の創出を通じた癌領域における当社プレゼンスのさらなる向上を
目指し、総力を挙げて取り組んでおります。

さらに、米国事業体制については、米国「ＴＡＰファーマシューティカル・プロダクツ株式会社」（以下、ＴＡＰ
社）の完全子会社化を経て、昨年６月、同社の販売機能を「武田ファーマシューティカルズ・ノースアメリカ株
式会社」（以下、ＴＰＮＡ社）に、開発機能を「武田グローバル研究開発センター株式会社」（以下、ＴＧＲＤ社）
に集約し、より効率的で強固な体制づくりを進めております。

本年度は、ＴＡＰ社およびミレニアム社の子会社化により、両社の売上高が昨年５月より当社の連結売上高に
加わったこと等による増収効果があるものの、これらの一連の取引の結果、買収費用等の負担が集中的に発
生することから一時的な減益を見込んでおります。しかしながら、これらの施策が事業の中長期的な成長と企
業価値の最大化をもたらし、配当の安定的な増加と弾力的な自己株取得の実施を通じた株主の皆さまへの
一層の利益還元につながるものと確信しております。

一方、米国に端を発した金融危機は、経済のグローバル化を背景に瞬時に世界各国に飛び火し、株式相場
の歴史的な下落、急速な為替相場の変動、さらには「百年に一度の危機」と評される世界的な景気悪化をも
たらしました。医薬品産業は比較的景気動向に左右されにくいセクターの一つと言われているものの、実体
経済の悪化に伴う雇用調整の広がりから需要の減少が顕在化する中、医薬品市場の成長率にも徐々に影
響を及ぼすことが懸念されます。また、世界最大の市場である米国で、医療制度改革による価格圧力が強ま
る可能性があることに加え、日欧でも後発品使用促進などの医療費抑制策が一層強化されていること、さら
には新薬承認審査が世界的に厳格化されてきていることも加わり、医薬品産業を取り巻く事業環境はますま
す厳しくなってきております。
当社では、このような環境変化を常に把握し、さまざまな事業上のリスクにより一層きめ細かく対応しつつ、売
上・利益の持続的成長に向けて着実に取り組んでおります。
特に本年度は、これまで「アクトス」や「ランソプラゾール（米国製品名：プレバシド）」等で築いた当社の米国市
場におけるフランチャイズを活かし、先日、米国で販売許可を取得しました消化性潰瘍治療薬「TAK-390MR
（一般名：dexlansoprazole）」、同国で販売許可申請中の２型糖尿病治療薬「SYR-322（一般名：alogliptin）」と
痛風・高尿酸血症治療薬「TMX-67（一般名：Febuxostat、帝人ファーマ株式会社創製）」の早期上市、さらに
はその製品価値の最大化に向けて、全力で取り組んでおります。

なお、SYR-322およびTMX-67について、米国食品医薬品局（以下、ＦＤＡ）より、当初の審査終了目標日(*)
までに審査が完了しないため、これを延期する旨の通知を受けましたが、この延期は両薬とも承認申請内容
に関する評価結果に起因するものではありません。SYR-322についてはＦＤＡによる審査作業の遅延、TMX-
67については臨床試験実施施設と試験委託先に対して通常行われる査察をＦＤＡが当初の審査終了目標
日までに完了できなかったことによるものです。新たな審査終了目標日は、SYR-322については2009年６月
26日（米国時間）である旨、ＦＤＡより通知されておりますが、TMX-67については示唆を受けておりません。
当社では、ＦＤＡからの問い合わせに対して、引き続き迅速かつ真摯に対応し、両薬の早期承認取得につな
げてまいります。
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(2)当四半期累計期間（2008年4-12月期）における業績の概要

[ 対前年同期 （ ） 増 ]

[ 〃 （ ） 減 ]

[ 〃 （ ） 減 ]

[ 〃 （ ） 減 ]

＜ＴＡＰ社の分割・子会社化＞

無形固定資産償却費 ( ) 【販売費及び一般管理費】

インプロセスＲ＆Ｄ費 ( ) 【研究開発費】

ルプロン事業譲渡益 ( ) 【特別利益】

＜ミレニアム社の買収＞

無形固定資産償却費 ( ) 【販売費及び一般管理費】

のれん償却費 ( ) 【販売費及び一般管理費】

インプロセスＲ＆Ｄ費 ( ) 【研究開発費】

（注）上記の円貨額は、当四半期累計期間の期中平均レートにより換算しております。

 【】内は、該当する損益計算書の科目を表しております。

〔売上高〕

前年同期から1,268億円（11.8％）増収の12,028億円となりました。

・

・

・ 国際戦略製品の連結売上高は下記のとおりです。

(注)

（   2.9％） 増

〃
高血圧症治療剤
「カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）」

前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤
「リュープロレリン（国内製品名：リュープリン）」

978億円

12,028億円

米国における「ピオグリタゾン（製品名：アクトス）」は、現地通貨ベースでは増収となっておりますが、対ドルで大
幅な円高となったことにより、前年同期から減収となっております。
また、「ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）」は、米国で同製品（米国製品名：プレバシド）を販売してお
りましたＴＡＰ社を昨年４月に子会社化したことにより、前年同期から大幅な増収となっております。

２型糖尿病治療剤
「ピオグリタゾン（製品名：アクトス）」

〃

1,779億円

187百万ドル

709百万ドル

2,244億円 〃

（  2.8 ％） 増

306百万ドル

当四半期累計期間（2008年4-12月期）の連結業績は、以下のとおりとなりました。

555億円

730億円

米国事業再編によるＴＡＰ社の分割・子会社化およびミレニアム社買収の会計処理は、米国会計基準
の企業結合会計（SFAS141号）ならびに本邦実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外
子会社の会計処理に関する当面の取扱い」を適用しております。この会計処理が当四半期累計期間
の連結業績に与える影響は、以下のとおりとなっております。

540百万ドル

1,660億円

2,516億円

49.1％

1,268億円

103百万ドル

2,977億円

1,050百万ドル

対前年同期

ＴＡＰ社およびミレニアム社の子会社化が昨年５月以降寄与したことや国内の増収などにより、為替による
減収影響を吸収し、全体では増収となりました。

為替レートが対ドル、対ユーロとも大幅な円高となったため、為替の影響は対前年同期で552億円の減収
要因となっております。

（  4.8 ％） 減150億円

11.8％

40.9％

49.7％

営 業 利 益 2,399億円

四 半 期 純 利 益

消化性潰瘍治療剤
「ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）」

（97.2 ％） 増

2,546億円

1,686億円

315億円

106億円

1,080億円

192億円

1,628億円

〔米国事業再編によるＴＡＰ社の分割・子会社化およびミレニアム社買収の影響〕

売 上 高

48億円

経 常 利 益

1,106億円

28億円
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〔営業利益〕

前年同期から1,660億円（40.9％）減益の2,399億円となりました。

・

・

・

〔経常利益〕

前年同期から2,516億円（49.7％）減益の2,546億円となりました。

・

・

〔四半期純利益〕

前年同期から1,628億円（49.1％）減益の1,686億円となりました。

・

・

・

（注）

①医薬外事業や遊休不動産の売却などに起因する特別損益
②企業買収などに起因するのれん償却費、無形固定資産償却費、インプロセスＲ＆Ｄ費

研究開発費は、ＴＡＰ社およびミレニアム社の子会社化により、インプロセスＲ＆Ｄ費1,590百万ドルを一括
費用計上したことなどにより、前年同期から2,074億円（121.8％）増加しました。

1株当たり四半期純利益は、前年同期から182円89銭（46.9％）減少し206円95銭となりました。

ＴＡＰ社の分割・子会社化に伴うルプロン事業の譲渡益709百万ドルを計上したことにより、特別利益は前
年同期から334億円増加しましたが、経常利益の減少を吸収できず四半期純利益は減益となりました。

売上総利益は、前年同期から1,195億円（13.9％）増益の9,815億円となりましたが、販売費及び一般管理
費が研究開発費、無形固定資産償却費等を中心に前年同期から2,855億円（62.6％）の大幅な増加となっ
たことにより、減益となりました。

研究開発費以外の販売費及び一般管理費は、ＴＡＰ社およびミレニアム社の子会社化に伴う無形固定資
産償却費等を中心に、前年同期から781億円（27.3％）増加しました。

営業利益の減益に加え、米国における手元資金の大幅な減少と金利低下による受取利息の減少ならびに
ＴＡＰ社の子会社化に伴う持分法による投資利益の減少などにより営業外損益が前年同期から856億円
（85.4％）減少したことから、経常利益は減益となりました。

持分法による投資利益は、前年同期から429億円（94.0％）減少し28億円となりました。

当社が目標経営指標としている「特別損益および企業買収などによる特殊要因除きの１株当たり四半期純
利益（注）」は、前年同期から8円07銭（2.2％）増加し、370円71銭となりました。

特別損益および企業買収などによる特殊要因除きの１株当たり四半期純利益は、四半期純利益から
以下の損益を控除して算定しております。
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(3)当四半期累計期間（2008年4-12月期）におけるセグメント別業績の状況

① 事業の種類別セグメント

　

医療用医薬品事業

<国内>

<海外>

ヘルスケア事業

その他事業

全 社 合 計
（注）各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上高を表しております。

〔医薬事業〕

・ 医療用医薬品事業の売上高は前年同期から1,324億円（13.9％）増収の10,841億円となりました。

主な品目の国内売上高は下記のとおりです。

「ブロプレス」（高血圧症治療剤）

「タケプロン」（消化性潰瘍治療剤）

「リュープリン」（前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤）

「アクトス」（２型糖尿病治療剤）

「ベイスン」（糖尿病食後過血糖改善剤）

「エンブレル」（関節リウマチ治療剤）

・

〔その他事業〕

60億円

（ 1.8％）減

50億円

医薬事業合計

501億円 16億円増 

事業の種類

10,841億円 1,324億円増 

〈86億円増〉

11,342億円 

〈4,271億円〉

32億円

売　　上　　高 営　業　利　益

金　　額 対前年同期 金　　額

1,340億円増 2,325億円 1,630億円減 

対前年同期

1,057億円 対前年同期

12,028億円 1,268億円増 

〈6,570億円〉 〈1,239億円増〉

686億円 72億円減 

 9億円

55億円

一方、海外売上高は、為替の対ドル、対ユーロでの円高影響があったものの、前年同期から1,239億円
（23.2％）増収の6,570億円となりました。
米国においては、ＴＡＰ社およびミレニアム社の子会社化により「プレバシド」や多発性骨髄腫治療剤「ベルケ
イド」等の売上高が連結売上高に加わり増収に寄与しております。また、ＴＰＮＡ社の「アクトス」も、同剤とメト
ホルミンの合剤である「アクトプラスメット」の寄与などにより、前年同期より83百万ドル(3.9％)増収の2,248百万
ドルとなりました。欧州においては、「アクトス」は伸長しましたが、「ランソプラゾール」の売上が一部の国にお
ける物質特許切れの影響で減収となり、全体では減収となりました。

ヘルスケア事業の売上高は、ドリンク剤「アリナミンドリンク類」、ビタミン剤「アリナミンEX錠」等が減少しまし
たが、かぜ薬「ベンザ」、禁煙補助剤「ニコレット」等の増加でこれを吸収し、全体では、前年同期から16億
円（3.2％）増収の501億円となりました。

その他事業の売上高は前年同期から72億円（9.5％）減収の686億円、営業利益は前年同期から30億円
（28.9％）減益の73億円となりました。

204億円 〃

371億円 〃

545億円

376億円 〃

〃

513億円 〃

40億円

（ 2.9％）減

（ 7.9％）増

当四半期累計期間（2008年4-12月期）における事業の種類別各セグメントの売上高および営業利益は、
以下のとおりとなりました。

2,399億円 1,660億円減 

30億円減 73億円 

医薬事業合計の売上高は前年同期から1,340億円（13.4％）増収の11,342億円となりましたが、営業利益はＴ
ＡＰ社およびミレニアム社の子会社化に伴う無形固定資産償却費やインプロセスＲ＆Ｄ費等を計上したことな
どにより、前年同期から1,630億円（41.2％）減益の2,325億円となりました。

このうち国内売上高は、関節リウマチ治療剤「エンブレル」、２型糖尿病治療剤「アクトス」、消化性潰瘍治療
剤「タケプロン」などの増収で、昨年４月の薬価改定の影響を吸収し、前年同期から86億円（2.0％）増収の
4,271億円となりました。

（17.1％）増

（11.8％）減

（42.3％）増
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② 所在地別セグメント

　　
　　
　　

(4)米国事業の再編について

(5)ミレニアム社の買収について

[ミレニアム社の概要]

（注１）

当社は、昨年５月、ＴＡＨ社の100%子会社を通じた株式公開買付けにより、ミレニアム社を約89億ドルで買収
いたしました。
当社では、強みである生活習慣病領域のさらなる充実に加え、患者さんの治療への満足度が未だに高くな
い癌領域を次世代の中核領域として強化すべく、ミレニアム社を「当社グループの癌領域戦略の中核」として
位置付けております。当社グループの癌領域に関する開発においてミレニアム社がリーダーシップを発揮
し、同社が培ってきた癌領域における専門性を最大限に活用できる体制の構築は、当初の計画通り、着実に
進捗しております。このような取り組みを通じて、同社買収による相乗効果の最大化を図り、パイプラインをさ
らに充実させることにより、今後高い成長が見込まれる癌領域におけるリーディングカンパニーの地位を確立
し、「癌領域における世界トップ３入り」というビジョンの実現に邁進してまいります。

－

1,660億円減 

昨年４月のＴＡＰ社の子会社化に伴い、当社からのＴＡＰ社向け輸出が本子会社化以降、日本の
売上高に含まれなくなったことにより、同区分の売上高は前年同期から減少しております。

1,268億円増 

欧 州

ア ジ ア

消 去 又 は 全 社

全 社 合 計
各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上高を表しております。
「消去又は全社」区分に計上される営業費用には、全社ベースで一元的な管理を実施している研
究開発費を含んでおります。

283億円 

2,399億円 

69億円 9億円減 11億円 

12,028億円 

4,519億円 

－

1,656億円増 

1,037億円 91億円減 

△3,596億円 1,927億円減 

16億円減 

5億円減 

日 本

対前年同期

6,402億円 

所在地別
売　　上　　高 営　業　利　益

金　　額 対前年同期 金　　額

226億円減 

1,619億円 515億円増 

4,082億円 

（注２）

289億円減 

北 米

（注３） ＴＡＰ社の子会社化ならびに昨年５月のミレニアム社の子会社化により、北米における売上高およ
び営業利益は前年同期から大きく増加しております。

当社は、昨年４月、「武田アメリカ・ホールディングス株式会社」（以下、ＴＡＨ社）と米国アボット・ラボラトリーズ
（以下、アボット社）との合弁会社であるＴＡＰ社について、会社分割を実施し、100％子会社化いたしました。
本会社分割により、アボット社は「リュープロレリン（米国製品名：ルプロン・デポ）」等に関する資産を獲得いた
しました。一方、当社の100％子会社となったＴＡＰ社は、販売中の「プレバシド」、本年１月にＦＤＡより販売許
可を取得しました消化性潰瘍治療薬「TAK-390MR」および米国で販売許可申請中の痛風・高尿酸血症治療
薬「TMX-67」などの資産を保有し続けることとなりました。
昨年６月には、ＴＰＮＡ社がＴＡＰ社と合併するとともに、ＴＡＰ社が保有していた開発機能をＴＧＲＤ社に現物
出資いたしました。これをもって、ＴＰＮＡ社、ＴＧＲＤ社およびＴＡＰ社に分散していた当社グループの米国に
おける事業体制は、販売機能はＴＰＮＡ社に、開発機能はＴＧＲＤ社に集約いたしました。
このように再構築した事業運営体制の効率化とシナジーの最大化を追求することにより、世界最大の医薬品
市場である米国におけるプレゼンスの向上を実現し、グローバルな成長をより確固たるものにしてまいります。

ミレニアム社は1993年に創立され、ヒトゲノムにかかる豊富な知見、疾患メカニズムへの深い理解、包括的･統
合的な研究要素技術の活用などを通じて、画期的な医薬品の研究開発に取り組む中で、癌領域と炎症疾患
領域を重点領域と位置付け、同領域において優れた研究開発力を有する世界有数のバイオ医薬品会社で
す。
同社は、プロテアソーム阻害剤として新規性の高い抗癌剤である「ベルケイド」を2003年５月に発売している
ほか、癌領域および炎症疾患領域において有望なパイプラインを保有しております。

※ 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。したが
いまして、当第３四半期連結累計期間の連結損益計算書と前年同期の連結損益計算書とでは作成基
準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。

当四半期累計期間（2008年4-12月期）における所在地別各セグメントの売上高および営業利益は、以下のとおりとなり
ました。
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(6)利益配分に関する基本方針および当期の配当、自己株式の取得・消却

①利益配分に関する基本方針

②当期の配当

③自己株式の取得・消却

(7)研究開発活動

[自社研究開発]
・

・ 昨年９月、２型糖尿病治療薬「SYR-322」について、厚生労働省に製造販売承認申請を行いました。

・

・ 本年１月、炎症性腸疾患治療薬「MLN0002」について、欧米で臨床第３相試験を開始しました。

[製品付加価値の最大化]
＜ボグリボース　（国内製品名：ベイスン）＞
・

＜ボルテゾミブ　（製品名：ベルケイド）＞
・

本年１月、消化性潰瘍治療薬「TAK-390MR（製品名：カピデックス）」について、ＦＤＡより、販売許可を取
得しました。

また、保有する自己株式のうち、当四半期累計期間中に74,120千株、本年1月に25,486千株、合計
99,606千株（前期末時点における発行済株式総数の11.2％）を消却しております。なお、消却株数が自
己株式の累計取得株数を上回っておりますのは、単元未満株式の買い取り等により取得した自己株式
の一部も消却しているためです。

当社は、企業価値の持続的向上に向け、研究開発型世界的製薬企業にふさわしい研究開発パイプライ
ンの充実と国内外の事業基盤強化を中心とする戦略投資を引き続き実施してまいります。その成果配分
につきましては、「配当性向を安定的に高める」ことと併せ、資金需要を総合的に見極めながら、資本効
率の向上と株主の皆さまへの一層の利益還元を目的とした「自己株式の取得」を弾力的に実施する方針
です。

このうち配当につきましては、長期的な視点に立ち、連結業績に応じた安定的な利益の配分を基本方針
とするとともに、ミレニアム社の子会社化に伴う無形資産等の償却費控除前の利益に対して、「06-10中
期計画」最終年度の連結配当性向を「45％程度」とすることを目標とし、段階的に引き上げてまいります。

当社では、成長の源泉である研究開発パイプラインの拡充と新製品の早期上市に向け、自社研究開発、製
品付加価値の最大化、導入・アライアンス活動を３本柱として、生活習慣病領域、癌・泌尿器科疾患（婦人科
疾患を含む）領域、中枢神経疾患（骨・関節疾患を含む）領域、消化器疾患領域を重点領域と位置付け、経
営資源を集中投下しております。
当四半期累計期間における研究開発活動の主な成果は下記のとおりです。

昨年６月、多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド」について、ＦＤＡより、同疾患にかかるファーストライン治療薬
としての承認を取得しました。

昨年５月、第51回日本糖尿病学会において、耐糖能異常を対象とした２型糖尿病治療剤「ベイスン」の臨
床第３相試験結果が発表されました。本試験において、生活習慣の改善に加えて本薬を通じた薬物治療
を行うことにより、２型糖尿病発症が抑制されることが確認されました。

当期の期末配当金は、前年同期より４円増配し、１株当たり88円とする予定です。中間配当金を合わせた
年間合計では176円（連結配当性向41.8％）と、前期から８円の増配とさせていただくことを予定しており
ます。

当四半期累計期間（2008年4-12月期）においては、取締役会決議に基づき53,481千株の自己株式を
2,801億円で取得しました。その結果、2006年５月に開始しました自己株式の累計取得株数は98,884千
株、同取得金額は6,222億円となっております。

昨年６月、第68回米国糖尿病学会において、２型糖尿病治療薬「SYR-322」の臨床第３相試験結果が発表
されました。本試験によって、本薬が１日１回の経口投与で、単独療法および２型糖尿病の主な治療剤で
あるメトホルミン製剤、チアゾリジン系製剤、インスリン製剤、スルフォニル尿素剤（SU剤）との併用療法にお
いて、有意にＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビンＡ１ｃ）を低下させることが確認されました。
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＜リセドロネート　（国内製品名：ベネット）＞
・

＜ピオグリタゾン（製品名：アクトス）＞
・

・

・

・

・

＜カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）＞
・

（*1）  DIabetic REtinopathy Candesartan Trials

・

[導入・アライアンス活動]
・

（*2）

・

・

・

・ 昨年12月、肥満症治療薬「ATL-962」について、日本で臨床第３相試験を開始しました。

[研究開発体制の整備・強化]
・ 昨年４月、100％子会社「武田バイオ開発センター株式会社」が事業活動を開始しました。同社は、米国「ア

ムジェン社」から導入した癌、炎症、疼痛などの疾患領域における抗体医薬を中心とする臨床開発に取り
組んでおります。

昨年７月、骨粗鬆症治療剤「ベネット錠17.5㎎」について、厚生労働省より、「骨ページェット病」の効能を取
得しました。

昨年５月、米国「アルナイラム社」と、癌領域および代謝性疾患領域を対象に、ＲＮＡｉ医薬（*2）の要素技術
に関する非独占的ライセンス契約ならびにこれに基づく共同研究にかかる契約を締結しました。

昨年６月、癌治療薬「パニツムマブ」について、厚生労働省に、進行・再発の結腸・直腸癌にかかる製造販
売承認申請を行いました。

昨年10月、２型糖尿病治療剤「アクトス」と同治療剤「メトホルミン」の合剤について、厚生労働省に製造販
売承認申請を行いました。

昨年９月、２型糖尿病治療剤「アクトス」の口腔内崩壊錠である「アクトスOD錠15、同30」について、厚生労
働省に製造販売承認申請を行いました。

昨年９月、第44回欧州糖尿病学会において、糖尿病網膜症に対する発症予防と進展抑制効果を検討した
大規模臨床試験「DIRECT（*1）」の成績が発表されました。本試験において、カンデサルタンが、１型糖尿
病患者における糖尿病網膜症発症を抑制する傾向、ならびに２型糖尿病患者における糖尿病網膜症を改
善するという有益な知見が得られました。

昨年９月、２型糖尿病治療剤「アクトス」と同治療薬「SYR-322」の合剤について、ＦＤＡに販売許可申請を
行いました。

核酸医薬の一種であるＲＮＡｉ医薬は、酵素や受容体等のタンパク質に作用する従来の低分子医薬とは異な
り、各種疾患の原因となるタンパク質を作り出す遺伝子に直接・選択的に作用する特徴を有しています。

昨年11月、ＦＤＡの関節炎諮問委員会において、痛風・高尿酸血症治療薬「TMX-67」について、ＦＤＡで
の販売承認を推奨するという見解が示されました。

昨年12月、癌治療薬「CBP501」について、米国で悪性胸膜中皮腫を対象とした臨床第２相試験を開始しま
した。

本年１月、「カンデサルタン」と「低用量ヒドロクロロチアジド（利尿剤）」の合剤「エカード配合錠LD」「エカー
ド配合錠HD」について、厚生労働省より、承認を取得しました。

昨年10月、２型糖尿病治療剤「アクトス」と同治療剤「メトホルミン徐放製剤」の合剤について、欧州医薬品
審査庁（ＥＭＥＡ）に販売許可申請を行いました。

昨年12月、２型糖尿病治療剤「アクトス」と同治療剤であるビグアナイド系薬剤との併用療法の効能追加に
ついて、厚生労働省より、承認を取得しました。
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・

・

２．連結財政状態に関する定性的情報

〔資産〕

〔負債〕

〔純資産〕

当四半期末における総資産は２兆5,547億円となり、前期末に比べ2,946億円減少しました。ＴＡＰ社および
ミレニアム社の子会社化に伴う無形固定資産の計上により固定資産は増加しましたが、ミレニアム社の買
収や自己株式の取得に伴うキャッシュアウトにより流動資産が9,362億円減少しております。

当四半期末における負債は6,358億円となり、前期末に比べ1,091億円増加しました。ＴＡＰ社およびミレニ
アム社の子会社化に伴う無形固定資産にかかる繰延税金負債を計上しております。また、ＴＡＰ社は会社
分割にあたり、ＴＡＰ社とアボット社が獲得する価値が均等になるように、アボット社に対して当期から５年に
渡り価値調整金を支払うことから、この支払予定額をその他固定負債として計上しております。これらの要
因により、負債が増加しております。

当四半期末における純資産は１兆9,188億円となり、配当支払および自己株式の取得による株主資本の減
少により、前期末より4,037億円減少しました。
自己資本比率は73.5％となり、前期末から6.5ポイント低下しております。

昨年９月、アジア・オセアニア地域における臨床開発拠点として、シンガポールに100％子会社「武田クリニ
カル・リサーチ・シンガポール株式会社」を設立しました。同社は、日米欧三極における新製品の承認申
請・販売の一層の早期化をサポートするとともに、同じく昨年９月にシンガポールに設立した販売統括会社
「武田ファーマシューティカルズ・アジア株式会社」（100％子会社）と協調を図り、アジア５カ国における各
販売子会社・関連会社のマーケティング活動と緊密に連携し、アジア地域の市場ニーズに即した承認取得
ならびに製品付加価値最大化策を推進していきます。

昨年12月、神奈川県藤沢・鎌倉両市にまたがり2010年度中の竣工を計画している新研究所の建設工事に
着手いたしました。新研究所は、現在、大阪市とつくば市に拠点を置く当社の創薬研究機能を統合した研
究所であり、グローバル研究体制の中核を担います。当社では、社内はもちろん国内外の研究機関や研
究者にとって魅力ある、活力に溢れたダイナミックな研究体制を構築することで、世界トップレベルの創薬
研究を実現してまいります。
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３．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

① 棚卸資産に係る簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

（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

・会計処理基準に関する事項の変更

③ 第１四半期連結会計期間より、｢連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取
扱い｣（実務対応報告18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。これ
により、期首における利益剰余金が1,476百万円減少しております。また、当第３四半期連結累計期間の
営業利益は、10,536百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ10,538百万
円減少しております。

④ 当社及び国内連結子会社は、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月
５日）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切
下げの方法）に変更しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税
金等調整前四半期純利益は、それぞれ1,593百万円減少しております。

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地棚
卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法としております。

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算
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。

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14
日）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 当社及び国内連結子会社は、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 平成19年３月30日改正）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 平成19年３月30日改正）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計
処理によっております。これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、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。



4.【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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 222,565 239,528

受取手形及び売掛金 342,176 248,189

有価証券 384,033 1,445,465

商品 18,273 16,892

製品 39,272 36,540

半製品 37,126 31,074

原材料 31,276 29,718

仕掛品 1,224 1,908

繰延税金資産 166,303 140,962

その他 66,149 54,415

貸倒引当金 △807 △899

流動資産合計 1,307,591 2,243,792

固定資産   

有形固定資産 251,080 236,134

無形固定資産   

のれん 273,246 3,656

特許権 437,162 －

その他 8,921 6,535

無形固定資産合計 719,329 10,191

投資その他の資産   

投資有価証券 201,774 292,777

その他 75,064 66,582

貸倒引当金 △188 △197

投資その他の資産合計 276,650 359,162

固定資産合計 1,247,059 605,487

資産合計 2,554,650 2,849,279
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 75,474 72,465

短期借入金 3,699 3,361

未払法人税等 20,083 90,265

賞与引当金 34,922 37,366

その他の引当金 7,756 7,946

その他 267,835 217,308

流動負債合計 409,768 428,711

固定負債   

退職給付引当金 16,643 17,537

その他の引当金 4,632 6,372

繰延税金負債 134,313 59,946

その他 70,462 14,180

固定負債合計 226,050 98,035

負債合計 635,818 526,746

純資産の部   

株主資本   

資本金 63,541 63,541

資本剰余金 49,638 49,638

利益剰余金 2,068,954 2,523,641

自己株式 △123,578 △322,644

株主資本合計 2,058,555 2,314,176

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,781 130,453

繰延ヘッジ損益 787 △118

為替換算調整勘定 △270,269 △163,728

評価・換算差額等合計 △181,701 △33,394

新株予約権 57 －

少数株主持分 41,920 41,750

純資産合計 1,918,832 2,322,533

負債純資産合計 2,554,650 2,849,279
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,202,760

売上原価 221,270

売上総利益 981,490

販売費及び一般管理費  

研究開発費 377,598

その他 364,008

販売費及び一般管理費合計 741,606

営業利益 239,884

営業外収益  

受取利息 10,504

受取配当金 5,067

持分法による投資利益 2,750

営業譲渡益 4,917

その他 10,190

営業外収益合計 33,428

営業外費用  

支払利息 1,262

寄付金 2,498

為替差損 8,770

その他 6,205

営業外費用合計 18,734

経常利益 254,578

特別利益  

事業譲渡益 72,969

固定資産売却益 16

特別利益合計 72,986

税金等調整前四半期純利益 327,563

法人税等 156,464

少数株主利益 2,526

四半期純利益 168,573

- 14 -
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(3) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間 （自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）
(単位：百万円）

   セ グ メ ン ト

   科       目

  売      上      高

  営   業   利   益

当第３四半期連結累計期間 （自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）
(単位：百万円)

   セ グ メ ン ト

   科       目

  売      上      高

  営   業   利   益

（参考）前連結会計年度 （自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）
(単位：百万円）

   セ グ メ ン ト

   科       目

  売      上      高

  営   業   利   益

 (注1)  各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上高を表しております。

外部顧客に対する売上高 (単位：百万円)

 医療用医薬品事業 %

（国内）

（海外）

 ヘルスケア事業

 (注2)  各事業の主要な製品

 医療用医薬品事業   医療用医薬品

 ヘルスケア事業   一般用医薬品、医薬部外品

(*)平成19年12月をもってビタミンバルクの生産受託は全て終了しております。

医 薬 事 業

その他事業   ビタミンバルク(*)、試薬・臨床検査薬、写真工業用薬品、無機化学工業用薬品

126,765 11.8 1,374,802

事 業 区 分 事  業  内  容 主     要     な     製     品

（うち知的財産権収益） (43,339) (42,036)

医薬事業

951,669 1,084,090

合計 1,075,995 1,202,760

その他事業 75,792 68,566

533,167

△ 7,227 △ 9.5 102,741

小計 1,000,203 1,134,194 133,991 13.4 1,272,062

657,031 123,864 23.2 680,561

48,534 50,104 1,570 3.2 61,822

132,422 13.9 1,210,240

418,502 427,059 8,558 2.0 529,679

平成20年３月期 平成21年３月期 増   減 （参考）平成20年

第３四半期累計 第３四半期累計 金額 増減率 ３月期年間

1,272,062 102,741 1,374,802 － 1,374,802

411,342 11,688 423,030 93 423,123

232,521 7,293 239,814 70 239,884

医  薬
事  業

その他
事   業

計
消去

又は全社
連結

医  薬
事  業

その他
事   業

計
消去

又は全社
連結

1,134,194 68,566 1,202,760 －  1,202,760

75,792 1,075,995 － 1,075,995

395,481 10,258 405,740 105 405,845

(△ 1,302) (△ 3.0) (50,673)

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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。

医  薬
事  業

その他
事   業

計
消去

又は全社
連結

1,000,203
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〔所在地別セグメント情報〕

 前第３四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）
(単位：百万円) 

 セ グ メ ン ト

   科       目

当第３四半期連結累計期間 （自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）
(単位：百万円) 

 セ グ メ ン ト
   科       目

（参考）前連結会計年度 （自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

(単位：百万円) 

 セ グ メ ン ト

   科       目

 (注１) 所在地別セグメントの区分は地理的近接度によっております。
各区分に属する主な国又は地域
  北米・・・米国
  欧州・・・ドイツ、フランス、イタリア、英国、アイルランド等
　アジア・・台湾、インドネシア、中国等

 (注２) 各セグメントの売上高は、外部顧客に対する売上高を表しております。

 (注３) 研究開発費は「消去又は全社」に含め、各地域の営業費用から除いております。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）

当社は、取締役会決議に基づき53,480,500株の自己株取得を実施し、当第３四半期連結累計期間に
おいて自己株式が280,110百万円増加いたしました。一方、昨年５月23日付け、同７月18日付けでそれ
ぞれ、57,130,000株、16,990,000株の自己株消却手続を完了したことにより、同期間において自己株式
がそれぞれ、379,136百万円、100,123百万円減少し、利益剰余金も同額減少いたしました。当第３四半
期連結会計期間末において自己株式は123,578百万円となっております。また、昨年６月27日、同12月
１日にそれぞれ70,807百万円、71,715百万円の配当を実施したことにより、利益剰余金は2,068,954百
万円となっております。

日本 北米 欧州 アジア

699,625 △276,501 423,123

計
消去

又は全社
連結

1,374,802

計
消去

又は全社
連結

430,884 110,376 29,893 1,584

日本 北米 欧州 アジア

－ 1,202,760640,164

連結

408,244 161,905 28,263 1,113 599,524

103,734 6,932 1,202,760

営 業 利 益

△359,640 239,884

日本 北米 欧州 アジア 計
消去

又は全社

540,063 125,701 32,049 1,812

営 業 利 益

売 上 高

営 業 利 益

売 上 高

669,068 286,346 112,788 7,793 1,075,995 － 1,075,995

－

売 上 高

859,329 357,905 147,308 10,260 1,374,802

451,930

△166,892 405,845572,737
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「参考資料」

（要約） 前第３四半期連結損益計算書
(単位：百万円）

売上高 1,075,995

売上原価 214,047

売上総利益 861,948

販売費及び一般管理費

　 研究開発費 170,215

　 その他 285,888

　 販売費及び一般管理費合計 456,103

営業利益 405,845

営業外収益

　 受取利息 45,749

　 受取配当金 4,636

　 持分法による投資利益 45,677

　 その他 12,811

　 営業外収益合計 108,873

営業外費用 8,566

経常利益 506,152

特別利益 39,594

税金等調整前四半期純利益 545,747

法人税等 212,282

少数株主利益 2,072

四半期純利益 331,393

（ 自　平成19年 ４月 １日
   　至　平成19年12月31日 ）

前第３四半期連結累計期間
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５．連結医療用医薬品売上高（仕入品を除く）
（億円）

平成20年３月期
第３四半期累計

平成21年３月期
第３四半期累計

平成20年３月期
第３四半期

平成21年３月期
第３四半期

 国内自社品売上高 3,149  3,259  1,147  1,179  

 海外自社品売上高 4,846  6,048  1,537  1,902  

　米州 3,313  4,540  1,022  1,464  

　欧州 1,392  1,364  470  395  

　アジア 141  143  44  42  

 知的財産権収益・役務収益 491  512  181  144  

　 国内 29  8  12  0  

　 海外 463  504  169  144  

 売上高　合計 8,486  9,818  2,864  3,225  

 連結医療用医薬品　海外売上高比率 62.6%  66.7%  59.6%  63.4%  

　　　　

【為替レート】（円）
平成20年３月期
第３四半期累計

平成21年３月期
第３四半期累計

 【為替レート】（円）
平成20年３月期

第３四半期

117.3  102.8  113.2  

162.8  150.7  163.9  

（＊）第３四半期の海外子会社の売上高は、累計平均レートで算出した第３四半期累計円貨と

　  　第２四半期累計円貨の差引きにより算出したものであり、当四半期（３ヶ月）平均レートは

　  　参考としてのみの表示であります。

６．国際戦略製品（医療用医薬品）の売上高
（億円）

平成20年３月期
第３四半期累計

平成21年３月期
第３四半期累計

平成20年３月期
第３四半期

平成21年３月期
第３四半期

 リュープロレリン

連結売上高 950  978  306  328  

  日本 522  513  189  184  

  米州 99  134  7  37  

  欧州 304  311  102  100  

25  21  8  8  

 ランソプラゾール

連結売上高 1,138  2,244  362  753  

  日本 505  545  190  202  

  米州 323  1,479  71  493  

  欧州 287  196  94  50  

23  24  7  7  

 カンデサルタン　（注）

連結売上高 1,730  1,779  602  585  

  日本 1,089  1,057  402  381  

642  722  200  204  

 ピオグリタゾン

連結売上高 3,127  2,977  1,057  945  

  日本 321  376  120  139  

  米州 2,541  2,314  835  721  

  欧州 241  258  93  78  

25  29  9  7  

（注）カンデサルタンは、ライセンシー先への輸出売上高を単一ルートで計上しているため、日本と米州・欧州・アジアの２区分で表示しています。
　　　　

増減率

平成21年3月期
第3四半期

 ドル    年間平均レート(4-12月)

ユーロ  年間平均レート(4-12月)

増減率

 ドル    四半期平均レート(10-12月)

ユーロ  四半期平均レート(10-12月)

96.3  

126.7  

3.5%   

品目 増減率

  アジア

  アジア

  米州・欧州・アジア

  アジア

増減率

△15.9%   

97.2%   

7.9%   

24.8%   

37.1%   

△2.0%   

1.4%   

4.1%   

△72.2%   

8.8%   

15.7%   

2.9%   

23.7%   

43.2%   

△15.9%   

△5.0%   

△20.4%   

△97.5%   

△15.0%   

12.6%   

2.9%   

△1.8%   

34.5%   

2.3%   

357.5%   

6.5%   

595.3%   

△31.7%   

6.9%   

2.8%   

△2.9%   

12.4%   

△4.8%   

17.1%   

△8.9%   

7.2%   

15.8%   

7.2%   

△3.0%   

423.1%   

△2.0%   

△0.2%   

108.0%   

△46.3%   

△1.9%   

△2.9%   

△14.8%   

△5.3%   

2.0%   

△10.5%   

15.6%   

△13.6%   

△15.9%   
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７．医療用医薬品 国内売上高（上位15品目）
（億円）

順位 品目 発売年月 薬効区分
平成20年3月期
第3四半期累計

平成21年3月期
第3四半期累計

増減率
平成20年3月期

第3四半期
平成21年3月期

第3四半期
増減率

1 ブロプレス (99. 6) 高血圧症治療剤 1,089    1,057    △2.9%  402    381    △5.3%  

2 タケプロン (92.12) 消化性潰瘍治療剤 505    545    7.9%  190    202    6.5%  

3 リュープリン (92. 9)
前立腺癌･乳癌・

子宮内膜症治療剤
522    513    △1.8%  189    184    △3.0%  

4 アクトス (99.12) 糖尿病治療剤 321    376    17.1%  120    139    15.6%  

5 ベイスン (94. 9) 糖尿病治療剤 421    371    △11.8%  150    130    △12.9%  

6 エンブレル (05.3) 抗リウマチ剤 143    204    42.3%  58    73    25.5%  

7 ベネット (02.5) 骨粗鬆症治療剤 133    126    △5.3%  44    47    5.7%  

8 セルタッチ (93. 9) 経皮吸収型鎮痛消炎剤 101    91    △9.7%  36    31    △14.7%  

9 グロベニン-Ⅰ (91.11) 人免疫グロブリン製剤 70    72    3.9%  26    28    7.2%  

10 リウマトレックス (99. 8) 抗リウマチ剤 60    65    8.4%  22    23    2.1%  

11 アイソボリン (99.10) 抗腫瘍効果増強剤 103    64    △37.8%  36    16    △55.3%  

12
乾燥弱毒生麻しん風しん
混合ワクチン「タケダ」

(06.01)
麻しん及び風しんの予防

ワクチン
41    62    52.6%  5    13    136.7%  

13 パンスポリン注 (81. 2) 抗生物質 67    58    △13.2%  24    21    △14.5%  

14 ダーゼン (68.11) 消炎酵素剤 58    54    △8.2%  24    22    △5.7%  

15 ファーストシン (95. 8) 抗生物質 51    47    △6.7%  18    17    △6.0%  

（億円） （億円）

順位 品目
平成20年3月期
第3四半期累計

平成21年3月期
第3四半期累計

増減率
平成20年3月期

第3四半期
平成21年3月期

第3四半期
増減率

1 アリナミン錠剤類 122    120    △1.6%  46    44    △4.6%  

2 アリナミンドリンク類 100    96    △4.0%  34    29    △14.6%  

3 ベンザ類（除　ドリンク） 72    74    2.0%  23    20    △14.2%  

4 ビオフェルミン類 54    53    △0.8%  20    18    △11.4%  

5 ニコレット 31    34    9.8%  12    10    △18.7%  

８．一般用医薬品・医薬部外品の売上高（上位5品目）
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９．開発の状況

■　新規化合物

開発コード

＜一般名＞

糖尿病 米国　申請（07/12）

日本　申請（08/9）

欧州　Ｐ－Ⅲ

米国　申請（08/9）

欧州　Ｐ－Ⅲ

日本　Ｐ－Ⅰ

TAK-390MR プロトンポンプ阻害薬 逆流性食道炎の治療およびその維持療法・ 米国　承認（09/1）

<dexlansoprazole> （経口剤） 非びらん性胃食道逆流症 日本　Ｐ－Ⅱ

TMX-67 非プリン型選択的キサンチンオキシダーゼ 導入品

<febuxostat> 阻害薬（経口剤） （帝人）

不眠症 日本　申請（08/2）

欧州　Ｐ－Ⅲ　*再申請検討中

概日リズム睡眠障害 米国　Ｐ－Ⅱ

Vectibix
® 完全ヒト型抗EGFRモノクローナル抗体 進行・再発の結腸・直腸癌 日本　申請（08/6） 導入品

<panitumumab> （注射剤） 頭頚部癌 日本　P－Ⅲ （Amgen 社）

SNT-MC17 ミトコンドリア標的抗酸化剤 フリードライヒ失調症 欧州　Ｐ－Ⅲ *再申請検討中 導入品

<idebenone> （経口剤） デュシェンヌ型筋ジストロフィー 欧州　Ｐ－Ⅱ （Santhera社）

米国　Ｐ－Ⅲ

欧州　Ｐ－Ⅲ

日本　Ｐ－Ⅲ

米国　P－Ⅲ

欧州　P－Ⅲ

日本　P－Ⅲ

TAK-491 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 米国　Ｐ－Ⅲ

<azilsartan medoxomil> （経口剤） 欧州　Ｐ－Ⅲ

MLN0002 α4β7インテグリン阻害薬 米国　Ｐ－Ⅲ

<vedolizumab> （注射剤） 欧州　Ｐ－Ⅲ

米国　Ｐ－Ⅲ

欧州　Ｐ－Ⅲ

日本　Ｐ－Ⅰ

腎性貧血 米国　Ｐ－Ⅲ

欧州　Ｐ－Ⅲ

日本　Ｐ－Ⅰ/Ⅱ

癌性貧血 ―   　Ｐ－Ⅰ　*中断

ATL-962 リパーゼ阻害薬 導入品

<cetilistat> （経口剤） （Alizyme社）

TAK-428 神経栄養因子産生促進薬 米国　Ｐ－Ⅱ

< - > （経口剤） 欧州　Ｐ－Ⅱ

米国　Ｐ－Ⅱ

欧州　Ｐ－Ⅱ

日本　Ｐ－Ⅱ

米国　Ｐ－Ⅱ

欧州　Ｐ－Ⅱ

日本　Ｐ－Ⅰ

米国　Ｐ－Ⅱ

欧州　Ｐ－Ⅱ

日本　Ｐ－Ⅰ

米国　Ｐ－Ⅱ

欧州　Ｐ－Ⅱ

日本　Ｐ－Ⅰ

TAK-085 EPA・DHA製剤 導入品

< - > （経口剤） （Pronova社）

米国　Ｐ－Ⅱ

欧州　Ｐ－Ⅱ

日本　Ｐ－Ⅰ

MLN0518

<tandutinib>

Lu AA24530 モノアミン調節薬 欧州　Ｐ－Ⅱ 導入品

< - > （経口剤） 日本　Ｐ－Ⅰ （Lundbeck社）

CBP501 細胞周期阻害薬 悪性胸膜中皮腫 米国　Ｐ－Ⅱ 導入品

< - > （注射剤） 肺癌 ―   　Ｐ－Ⅰ （キャンバス社）

受容体キナーゼ(FLT3、PDGFR、c-KIT)阻害薬
（経口剤）

神経膠腫 米国　Ｐ－Ⅱ 自社品

気分障害・不安障害

高トリグリセリド血症 日本　P－Ⅱ

SYR-472
< - >

DPP-4阻害薬
(経口剤）

糖尿病 自社品

TAK-442
< - >

選択的ファクターXa阻害薬
（経口剤）

静脈および動脈血栓塞栓症 自社品

TAK-379
< - >

インスリン抵抗性改善薬
（経口剤）

糖尿病 自社品

TAK-536
<azilsartan>

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬
（経口剤）

高血圧症 自社品

TAK-783
< - >

T細胞機能調節薬
（経口剤）

関節リウマチ 自社品

Hematide
TM

< - >

エリスロポエチン受容体作動薬
（注射剤）

導入品
（Affymax社）

肥満症 日本　Ｐ－Ⅲ

糖尿病神経障害 自社品

高血圧症 自社品

潰瘍性大腸炎、クローン病 自社品

Lu AA21004
< - >

セロトニン調節薬
（経口剤）

気分障害・不安障害
導入品
（Lundbeck社）

TAK-242
<resatorvid>

TLR4シグナル伝達阻害薬
（注射剤）

重症セプシス 自社品

AMG706
<motesanib diphosphate>

VEGFR1-3阻害薬
(経口剤)

進行性非小細胞肺癌
導入品
（Amgen社）

自社品

痛風に伴う高尿酸血症 米国　申請（04/12）

TAK-375
<ramelteon>

MT1/MT2受容体作動薬

（経口剤）
自社品

薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品

SYR-322
<alogliptin>

DPP-4阻害薬
（経口剤）

自社品
糖尿病（アクトスとの合剤）
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開発コード

＜一般名＞

日本　Ｐ－Ⅱ

米国　Ｐ－Ⅰ

欧州　Ｐ－Ⅰ

完全ヒト型DR5(TRAIL-R2)

モノクローナル抗体

（注射剤）

TAK-100 DPP-4阻害薬

< - > （経口剤）

TAK-591 アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬

< - > （経口剤）

TAK-700 ホルモン合成阻害薬

< - > （経口剤）

TAK-683 ＧnRH調節薬

< - > （注射剤）

TAK-448 ＧnRH調節薬

< - > （注射剤）

TAK-285 HER2阻害薬

< - > （経口剤）

TAK-593 VEGFR, PDGFR阻害薬

< - > （経口剤）

TAK-385 LH-RHアンタゴニスト

< - > （経口剤）

TAK-363 膀胱知覚抑制（排尿反射抑制） 導入品

< - > （経口剤） （東レ）

MLN8237/8054

< - >

MLN4924 Nedd8活性化酵素阻害薬

< - > （経口剤/注射剤）

TAK-065 神経再生促進薬

< - > （経口剤）

TAK-438 カリウムイオン競合型アシッドブロッカー 酸関連疾患

< - > （経口剤） （胃食道逆流症、消化性潰瘍等）

MLN0415

< - >

■　剤型・効能追加

　　開発コード

　　＜一般名＞

　　製品名（国・地域）

多発性骨髄腫（ファーストライン適応） 米国　承認（08/6）

非ホジキンリンパ腫 米国　Ｐ－Ⅲ

他種癌 米国　Ｐ－Ⅱ

AMITIZA
® 導入品

<lubiprostone> （Sucampo社）

      TAP-144-SR

    <leuprorelin acetate> 欧州（ｵｰｽﾄﾘｱ）承認（08/5）

      リュ－プリン（日本） 欧州（ﾄﾞｲﾂ）　承認（08/7）

      エナントンほか（欧州、アジア）

AG-1749

<lansoprazole>

　　 タケプロン（日本、アジア）

　　 プレバシド（米国、アジア）

　　 オガスト、アゴプトン、

　 　ランソックスほか（欧州）

利尿剤との合剤 日本　承認（09/1）

利尿剤との合剤(高用量） 欧州　申請（08/6）

カルシウム拮抗剤との合剤 日本　Ｐ－Ⅲ

高用量 日本　Ｐ－Ⅲ

プロトンポンプ阻害薬
NSAIDs潰瘍予防
低用量アスピリン潰瘍予防

日本　Ｐ－Ⅲ
日本　Ｐ－Ⅲ

自社品

     TCV-116
    <candesartan cilexetil>
     ブロプレス（日本、欧州、アジア）
     アミアス、ケンゼンほか（欧州）

アンジオテンシンⅡ受容体
拮抗薬

自社品

クロライドチャネル開口薬 オピオイド誘発性腸機能障害 米国　Ｐ－Ⅲ

LH-RHアゴニスト 6ヶ月製剤：前立腺癌 自社品

薬効 適応症/剤型 開発段階 自社品/導入品

　　  VELCADE
®

　　　 
<bortezomib>

プロテアソーム阻害薬 自社品

―　 　P－Ⅰ 自社品

IKK2阻害薬
（経口剤）

各種炎症性疾患 ―　 　P－Ⅰ 自社品

進行性癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

アルツハイマー病、パーキンソン病 ―　 　P－Ⅰ 自社品

頻尿・尿失禁（過活動膀胱） ―　 　P－Ⅰ

オーロラAキナーゼ阻害薬
（経口剤）

進行性癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

固形癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

子宮内膜症、子宮筋腫 ―　 　P－Ⅰ 自社品

前立腺癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

固形癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

前立腺癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

前立腺癌 ―　 　P－Ⅰ 自社品

糖尿病 ―　 　P－Ⅰ 自社品

高血圧症 ―　 　P－Ⅰ 自社品

TAK-875
< - >

グルコース依存性インスリン分泌促進薬
（経口剤）

糖尿病 自社品

AMG655
< - >

進行性癌 日本　P－Ⅰ
導入品
（Amgen社）

薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品
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　　開発コード

　　＜一般名＞

　　製品名（国・地域）

ビグアナイド系薬剤との併用療法 日本　承認（08/12）

メトホルミン徐放製剤との合剤 米国　申請（06/3）

欧州　申請（08/10）

動脈硬化進展抑制 米国　申請（08/8）

インスリン製剤との併用療法 日本　申請（07/6）

口腔内崩壊錠 日本　申請（08/9）

メトホルミンとの合剤 日本　申請（08/10）

グリメピリドとの合剤 日本　Ｐ－Ⅲ

AO-128

<voglibose>

ベイスン （日本、アジア）

KAD-1229

<mitiglinide>

グルファスト （日本）

NE-58095

<risedronate>

ベネット（日本）

■　最近のステージアップ品目※

    開発コード 効能 国/地域 ステージ

    TAK-390MR
逆流性食道炎の治療およびその維持療法・
非びらん性胃食道逆流症

米国 承認（09/1）

     TCV-116 高血圧症（利尿剤との合剤） 日本 承認（09/1）

     AD-4833 糖尿病（ビグアナイド系薬剤との併用療法） 日本 承認（08/12）

     AD-4833 糖尿病（メトホルミン徐放製剤との合剤） 欧州 申請（08/10）

     MLN0002 潰瘍性大腸炎、クローン病 米国、欧州 Ｐ－Ⅲ

     ATL-962 肥満症 日本 Ｐ－Ⅲ

     TAK-875 糖尿病 日本 Ｐ－Ⅱ

     CBP501 悪性胸膜中皮腫 米国 Ｐ－Ⅱ

     SYR-322 糖尿病（アクトスとの合剤） 日本 Ｐ－Ⅰ

     Lu AA24530 気分障害・不安障害 日本 Ｐ－Ⅰ

※2008年度第2四半期決算開示（08年11月4日）以降の変更点

■　開発中止品目※

    開発コード 効能　（開発ステージ）

     TCV-116 糖尿病性網膜症の発症予防と進展抑制（P-III）

※2008年度第2四半期決算開示（08年11月4日）以降の変更点

骨吸収抑制薬 骨ページェット病 日本　承認（08/7）
導入品
（味の素）

中止および終了理由

DIRECT試験の結果、主要評価項目において統計学的な差が認められなかったこと
から、効能追加申請を実施しないこととした。

二糖類水解酵素阻害薬
耐糖能異常（IGT）における
２型糖尿病の発症抑制

日本　申請（07/12） 自社品

速効・短時間型
インスリン分泌促進薬

インスリン抵抗性改善剤との併用療法 日本　申請（07/4）
導入品
（キッセイ薬品）

薬効 適応症/剤型 開発段階 自社品/導入品

     AD-4833
    <pioglitazone>

インスリン抵抗性改善薬 自社品
     アクトス
       （日本、米国、欧州、アジア）
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