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平成21年度（平成22年3月期）第２四半期連結累計期間決算 

連結業績の状況                                    （単位：億円） 

 

20年度 

第２四半期累計

実績 

21年度 

第２四半期累計

予想 

21年度 

第２四半期累計

実績 

予想比 
前年 

同期間比 

売上高 659 665 671 1.0% 1.8%

営業利益 207 205 223 9.2% 8.1%

経常利益 224 217 241 11.1% 7.2%

四半期純利益 138 135 159 17.9% 14.6%
 

                       

セグメント情報 

（１）当第２四半期累計期間の部門別業績の概況 （２）当第２四半期累計期間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 671  

 

本 邦 655 

海 外  16 
                                   

連単倍率 

 
20年度  

第２四半期累計 

21年度   

第２四半期累計 

（損益計算書関係）   

売上高 1.02 1.01 

営業利益 1.02 1.02 

経常利益 1.02 1.02 

四半期純利益 1.01 1.01 

（貸借対照表関係）   

総資産 1.02 1.02 

純資産 1.02 1.02 
 

経営指標 

 
20年度 

第２四半期累計 

21年度 

第２四半期累計 

一株当たり四半期純利益 125.00円 146.35円 

一株当たり純資産 3,672.91円 3,698.81円 

自己資本比率 90.2％ 92.3％ 
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平成21年度（22年3月期）第２四半期累計期間（４月～９月）の連結決算業績 

①売上高    671億円    前年同期比 1.8%増 (前年同期659億円) 

主要製品の売上ですが、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

領域で使用拡大がさらに進み、前年同期比16億円（8.5%）増の208億円となりました。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、引き続き積極的な情報提供活動

に努めました結果、前年同期比5億円(4.8%)増の111億円となりました。さらに一昨年６月に

発売しました過活動膀胱治療剤「ステーブラ錠」は、当該市場での育成が着実に進み前年同期

比12億円増の18億円となりました。なお、本年４月に新発売しました骨粗鬆症治療剤「リカ

ルボン錠」の売上は2億円でした。 

一方、糖尿病性神経障害治療剤「キネダック錠」は、引き続き潜在市場の開拓活動を積極的

に進めましたが、後発品の影響などにより、前年同期比 4 億円（5.5%）減の 77 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」は、競合品との競争激化の

影響などにより前年同期比1億円（3.5%）減の37億円となりました。 

 

②営業利益   223億円  前年同期比 8.1%増 (前年同期207億円) 

売上高が前年同期比11億円（1.8%）増の671億円となり、売上原価が前年同期比3億円（3.1%）

減の99億円、販売費及び一般管理費が前年同期比1億円（0.5%）減の348億円となりました結果、

営業利益は前年同期比16億円（8.1%）増の223億円となりました。 

なお、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、前年同期比7億円(4.4%)増

の187億円となりました。 

また、研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、経費の効率化に努めました結果、前年同

期比9億円(5.5%)減の161億円となりました。 

 

③経常利益   241億円   前年同期比  7.2%増  (前年同期224億円) 

営業外収支が前年同期とほぼ同額の17億円となりましたので、経常利益は前年同期比16億

円（7.2%）増の241億円となりました。 

 

④四半期純利益   159億円  前年同期比 14.6%増  (前年同期138億円) 

前年同期の特別損益は、特別利益として投資有価証券売却益13億円を計上した一方で、特別損

失として投資有価証券評価損12億円を計上したことにより、差し引き1億円の利益でしたが、当

第２四半期累計期間には、特別利益として、過年度研究開発費の戻入益2億円を計上したことな

どから、利益が前年同期比1億円増加しました。 

また、今期から、試験研究費の税額控除の上限が拡大されたこともあり、税金費用が前年同期比2
億円減少しました。 

以上の結果、四半期純利益は前年同期比20億円（14.6%）増の159億円となりました。 
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主な製品の売上高 

（単位：億円） 

20年度 21年度  

第２四半期累計 

（実績） 

通期   

（実績） 

第２四半期累計

（実績） 

前年同期比 

増減額 

前年同期比 

増減率 

オパルモン 191 381 208 +16 +8.5%

オノン 106 244 111 +5 +4.8%

キネダック 82 158 77 ▲4 ▲5.5%

フオイパン 62 121 61 ▲1 ▲1.9%

オノンドライシロップ 39 89 37 ▲1 ▲3.5%

エラスポール     24 50 24 ▲0 ▲0.3%

ステーブラ      6 22 18 +12 +182.9%

オノアクト      13 27 14 +1 +9.1%

リカルボン    － － 2 +2 －

＊上記製品別の売上高は、経理ベースで記載しております。 

                                    

 

海外売上高 

                              （単位：億円） 

 20年度   

第2四半期累計

20年度   

通期 

21年度   

第2四半期累計 

輸出高 14 30 16 

海外特許料収入 0 13 0 

海外売上高合計 14 44 16 

売上高比率 2.2% 3.2% 2.5% 

 

主要輸出先 

 韓国、イタリア、台湾、ドイツ、メキシコなど 

主要輸出品目 

 オパルモン、オノン、プロスタンディン、フオイパン、 

エフオーワイ、プレグランディンなど 
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平成21年度（22年3月期）の連結決算業績（見込み） 

 

①売上高  1,379億円 前期比1.0%増 (20年度1,365億円)  

本年４月に新発売しました骨粗鬆症治療剤「リカルボン錠」や、既存の主力製品である末

梢循環障害改善剤「オパルモン錠」、過活動膀胱治療剤｢ステーブラ錠｣、手術時および手術

後の頻脈性不整脈治療剤｢注射用オノアクト｣等で売上拡大を図るものの、後発品の普及が一

層進むことによる影響などで、売上高は前期比13億円（1.0%）の増加に留まる見込みです。 

 

②営業利益  405億円  前期比6.8%減 (20年度434億円) 

売上高を前期比 13 億円(1.0%)増の 1,379 億円と見込む一方で、売上原価を前期比5 億円

(2.7%)増の 219 億円、販売費及び一般管理費を前期比37 億円(5.2%)増の 755 億円と見込む

ことにより、営業利益は前期比29 億円(6.8%)減の405億円を予想しています。 

なお、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、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 24 億円(6.3%)増の 408 億円となる見込みで

す。 

また、研究開発費を除く販売費及び一般管理費は、前期から 13 億円(4.0%)増の 347 億円

になる見込みです。 

 

③経常利益  429億円   前期比8.2%減 (20年度467億円)  

金利低下による運用収入の減少もあり、営業外収支が前期比8億円減少すると見込まれる

ことから、経常利益は前期比38億円(8.2%)減の429億円を予想しています。 

 

④当期純利益  283億円   前期比19.1%増（20年度237億円） 

特別損益については、前期に計上した投資有価証券売却益 13 億円や投資有価証券評価損

78億円に相当する損益を22年3月期は想定しないことなどから、前期比66億円損失が減少

する見込みです。 

また、今期から試験研究費の総額に係る税額控除額の上限が拡大され税負担が減少するた 

め、当期純利益は前期比45億円(19.1%)増の283億円を予想しています。 
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連結決算業績（見込み） 

(単位：億円) 

 19年度 20年度 
21年度 

見込み 
20年度比 

 売上高         1,458 1,365 1,379 ＋1.0% 

 営業利益          522 434 405 ▲6.8% 

 経常利益          551 467 429 ▲8.2% 

 当期純利益           350 237 283 ＋19.1% 

 

 

主な製品の売上高（見込み）  

(単位：億円) 

 19年度 

（実績） 

20年度 

（実績） 

21年度 

（見込み） 

オパルモン 373 381 1桁台後半の伸び 

オノン 271 244 5％程度の減少 

キネダック 174 158 微減 

フオイパン 134 121 5％程度の減少 

オノンドライシロップ 110 89 1桁台後半の減少 

エラスポール     54 50 5％程度の伸び 

 

 

オノアクト     19 27 20％台半ばの伸び  

ステーブラ      5 22 ほぼ倍増  

リカルボン      － － 10～15億円  

＊上記製品別の売上高は、経理ベースで記載しております。 
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連結キャッシュ・フローの状況 

（単位：億円） 

  20年度 

第２四半期累計

21年度   

第２四半期累計
増減 

現金及び現金同等物期首残高 474 534  

営業活動によるキャッシュ・フロー 150 172 ＋21 

投資活動によるキャッシュ・フロー 317 141 ▲176 

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲392 ▲97 ＋294 

増減（現金及び現金同等物） 76 217  

現金及び現金同等物期末残高 550 751  

（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、20年度第２四半期累計→21年度第２四半期累計） 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー    21億円増加 

  税金等調整前四半期純利益の増加         17億円（225億円→243億円） 

   

②投資活動によるキャッシュ・フロー    176億円減少                

  有価証券及び投資有価証券の償還等による収入と取得による支出の差額  

▲167億円（325億円→158億円） 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー    294億円増加                

   自己株式取得の減少  265億円（▲265億円→▲0億円） 

   配当の支払いの減少   29億円（▲126億円→▲97億円） 
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連結損益計算書 

                                          （単位：億円） 

 
20年度  

第２四半期累計 

21年度   

第２四半期累計 
増減 

売上高 659 671 ＋11 

（前年同期比増減率） ▲7.5% ＋1.8%  

売上原価 102 99 ▲3 

（対売上高比率） 15.6% 14.8%  

販売費・一般管理費 350 348 ▲1 

（対売上高比率） 53.0% 51.9%  

  (内、研究開発費) 179 187 ＋7 

  （対売上高比率） 27.2% 27.9%  

営業利益 207 223 ＋16 

（前年同期比増減率） ▲21.8% ＋8.1%  

（営業利益率） 31.4% 33.3%  

営業外収益           20 18 ▲1 

営業外費用 2 1 ▲1 

経常利益 224 241 ＋16 

（前年同期比増減率） ▲19.6% ＋7.2%  

（経常利益率） 34.1% 35.9%  

特別利益 13 2 ▲10 

特別損失 12 0 ▲11 

税金等調整前四半期純利益 225 243 ＋17 

法人税・住民税及び事業税 85 82 ▲2 

少数株主利益 1 1 ▲0 

第2四半期純利益 138 159 ＋20 

（前年同期比増減率） ▲19.2% ＋14.6%  

（第2四半期純利益率） 21.0% 23.7%  

 

(＊１)研究開発費が7億円増加した理由 

 委託研究費が3億円、海外治験委託費用が3億円減少する一方で、ライセンス料の支払い

が13億円増加しました。 

 

(＊２)特別利益の内容 

    前年同期には投資有価証券売却益13億円を、当第２四半期累計期間には過年度に計上した 

研究開発費が開発中止に伴い返金されたことによる戻入益2億円を計上しました。 

 

(＊３)特別損失の内容   

    前年同期には投資有価証券評価損12億円を、当第２四半期累計期間には投資有価証券評価 

損3千万円を計上しました。 

 

(＊１) 

(＊２) 
(＊３) 
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連結貸借対照表 資産の部 

                                      （単位：億円） 

   
20年度   

第2四半期 
20年度   

通期（B） 

21年度   

第2四半期（A） 
増減(A)-(B) 

流動資産 (1,847) (1,805) (1,854) (＋48) 

  現金及び預金 156 141 125 ▲15 

  受取手形及び売掛金 355 394 339 ▲55 

  有価証券 1,069 1,029 1,111 ＋82 

  たな卸資産（※１） 105 100 134 ＋33 

  その他 160 140 144 ＋4 

  貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲0 ＋0 

固定資産 (2,580) (2,407) (2,503) (＋96) 

 有形固定資産 （506） (505) (504) (▲0) 

  建物及び構築物 244 243 235 ▲8 

  機械装置及び運搬具 21 18 17 ▲1 

  土地 225 225 225 － 

  建設仮勘定 4 7 16 ＋9 

  その他 12 10 10 ▲0 

 無形固定資産 (10) (10) (10) (＋0) 

 投資その他の資産 (2,063) (1,891) (1,988) (＋96) 

  投資有価証券（※２） 2,006 1,783 1,900 ＋117 

  その他 56 108 87 ▲20 

  貸倒引当金 ▲0 ▲0 ▲0 － 

資産の部合計 (4,427) (4,212) (4,357) (＋145) 

 

 

（参考） 

＊金融資産（現金及び預金、有価証券、投資有価証券の合計）の推移 

           （単位：億円） 
 20年度第2四半期    

（20年9月末) 
20年度(21年3月末) 

21年度第2四半期    

（21年9月末) 

金融資産残高 3,233 2,953 3,137 
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連結貸借対照表 負債及び純資産の部                （単位：億円） 

   
20年度   

第2四半期 

20年度   

通期（B） 

21年度   

第2四半期（A） 
増減(A)-(B)

負債の部 (400) (312) (300) (▲12) 

 流動負債 (223) (254) (267) (＋13) 

  支払手形及び買掛金（※１） 32 34 62 ＋28 

  短期借入金 0 0 0 － 

  未払法人税等 83 91 80 ▲10 

  販売促進引当金等 12 13 11 ▲1 

  賞与引当金 38 38 38 ＋0 

  その他流動負債   56 77 75 ▲2 

 固定負債 (176) (57) (32) (▲25) 

  長期借入金 0 0 0 ▲0 

  退職給付引当金（※３） 103 21 0 ▲20 

  その他 72 36 31 ▲4 

純資産の部 (4,027) (3,900) (4,057) (＋157) 

 株主資本     

  資本金 173 173 173 － 

  資本剰余金 170 170 170 － 

  利益剰余金 4,224 4,225 4,286 ＋61 

  自己株式（※４）  ▲634 ▲634 ▲634 ▲0 

   株主資本合計 3,934 3,935 3,996 ＋61 

 評価・換算差額等     

  その他有価証券評価差額金（※２） 148 21 115 ＋93 

  土地再評価差額金 ▲89 ▲89 ▲89 － 

  為替換算調整勘定 ▲0 ▲2 ▲1 ＋0 

   評価・換算差額等合計 59 ▲69 24 ＋94 

 少数株主持分 33 34 35 ＋1 

負債及び純資産合計 (4,427) (4,212) (4,357) (＋145) 

                   

（※１） 新製品の発売準備の為に半完成品を仕入れたことなどによる。 

 

（※２） 保有有価証券の含み益の増加などによる。 

 

（※３） 新たに退職給付信託を50億円設定したことにより、退職給付引当金を取崩したこと 

などによる。 

 

（※４） 自己株式数 21年3月末累計株数 1,210万株 

           21年9月末累計株数 1,211万株 
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連結株主資本等変動計算書（21年度第２四半期累計期間） 

                                   （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 4,225  ▲634  3,935

当第２四半期累計変動額      

 剰余金の配当   ▲97        ▲97

  当期純利益   159  159

 自己株式の取得  ▲0 ▲0

株主資本以外の項目の 

当第２四半期累計変動額(純額) 

     

当第２四半期累計変動額合計 - - 61 ▲0 61

当第２四半期末残高 173 170 4,286 ▲634 3,996

 

      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 21 ▲89 ▲2 ▲69 34 3,900 

当第２四半期累計変動額       

 剰余金の配当      ▲97

 当期純利益      159

 自己株式の取得      ▲0

株主資本以外の項目の 

当第２四半期累計変動額(純額) 
93 0 94 1 95

当第２四半期累計変動額合計 93 - 0 94 1 157

当第２四半期末残高 115 ▲89 ▲1 24 35 4,057
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退職給付債務の状況について 

 

 

21年3月末現在 （連結）  割引率1.4％適用   （単位：億円） 

 合計 

退職給付債務 376 
年金資産（時価） （注） 322 
引当金 21 
未認識数理計算上の差異 32 

平成20年度に発生した年金資産の運用損（未認識数理計算上の差異）32億円については、 

平成21年度に人件費として計上する予定です。 

 

（注）前連結会計年度に、当社は退職給付財政の健全化を目的として、退職給付信託を設定し現金100

億円を拠出しました。これにより、退職給付引当金の残高が同額減少しております。 

また、当連結会計年度（21年9月）においても現金50億円を追加で拠出しております。これに

より退職給付引当金の残高が 40 億円減少し、前払年金費用の残高が 9 億円増加しております。

なお、前払年金費用は、固定資産の投資その他の資産「その他」に含まれております。 
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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） 

 21年度 
 

20年度 
21年度    

第２四半期累計 （予定） 

減価償却費 

対売上比率％ 

29.5 

2.2% 

13.6 

2.0% 

29.9 

2.2% 

 

 

 

・設備投資額（工事ベース） 

                                
（単位：億円） 

 21年度 

 
20年度 

21年度    

第２四半期累計 （予定） 

生産設備 

生産機器更新等 
12.5 10.0 18.4 

研究設備 8.5 1.6 4.6 

営業設備他 1.9 0.9 2.9 

合計 22.9 12.6 26.0 

 
 

                       

 

期末従業員数 （連結決算ﾍﾞｰｽ） 

 

 20年度第２四半期 20年度 21年度第２四半期 

期末従業員数 (人) 2,671 2,646          2,707 
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株式の状況 （平成２１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         １１，５５９名 

  
大 株 主  

株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％） 
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  8,457 ６．９９ 

日 本 ﾏ ｽ ﾀ ｰ ﾄ ﾗ ｽ ﾄ 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 口 ） 6,227 ５．１５ 

日本ﾄﾗｽﾃｨ･ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（信託口） 6,153 ５．０９ 

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 

資産管理ｻｰﾋﾞｽ信託銀行株式会社（証券投資信託口） 1,908 １．５７ 

ｻ ﾞ  ﾁ ｪ ｰ ｽ  ﾏ ﾝ ﾊ ｯ ﾀ ﾝ  ﾊ ﾞ ﾝ ｸ  ｴ ﾇ ｴ ｲ

ﾛ ﾝ ﾄ ﾞ ﾝ  ｴ ｽ  ｴ ﾙ  ｵ ﾑ ﾆ ﾊ ﾞ ｽ  ｱ ｶ ｳ ﾝ ﾄ 1,860 １．５３ 

株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 1,728 １．４３ 

  （注）当社は自己株式12,100 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 

32.34％（124 名） 

その他法人 

23.05％（476 名） 

個人・その他 

7.47％（10,580 名） 

自己株式 

10.01％（1 名） 

外国人 

27.11％（378 名） 

13



 

平成 21 年 11 月 5 日現在 

開発品の進捗状況 

１．国内開発品状況 

＜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  

リバスタッチ 

（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）

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 
Ⅲ 注射 

導入 
（メルク社）

２型糖尿病（α-グルコシダーゼ阻害剤

との併用療法）／ＤＰＰ－Ⅳ阻害作用グラクティブ錠 

（ONO-5435）/MK-0431 
効能追加 

２型糖尿病（インスリン製剤との併用

療法）／ＤＰＰ－Ⅳ阻害作用 

Ⅲ 錠 
共同 

（万有製薬）

ＯＮＯ－５９２０ 

/YM529 

用法･用量変更 

(月 1回製剤) 
骨粗鬆症／骨吸収抑制作用（ビスホス

フォネート系製剤） 
Ⅲ 錠 

共同 
(アステラス製薬)

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(短時間作

用型) 

Ⅲ 注射 自社 

イメンドカプセル 

（ONO-7436）/MK-0869 

小児での効能

追加 

癌化学療法に伴う悪心・嘔吐 

／ＮＫ１拮抗作用 
Ⅲ ｶﾌﾟｾﾙ 

導入 
（メルク社）

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 

/RC-1291 
新有効成分 癌性悪液質／グレリン様作用 Ⅰ 錠 

導入 
（ヘルシン社）

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－４６４１ 新有効成分 多発性硬化症／Ｓ１Ｐ受容体作動作用 Ⅰ 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 自社 

ＯＮＯ－３８４９ 新有効成分 

オピオイド鎮痛薬の使用に伴う難治

性便秘／μオピオイド受容体拮抗作

用 

Ⅰ 注射 
導入 

（ﾌﾟﾛｼﾞｪﾆｯｸｽ社）

※：経口 2型糖尿病治療薬「グラクティブ錠」は、本年 10 月 16 日付で製造販売承認を取得しました。  

※：選択的ニューロキニン１（ＮＫ１）受容体拮抗型制吐剤「イメンドカプセル」は、本年 10 月 16 日付で

製造販売承認を取得しました。 

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  

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－８５３９ 新有効成分 過活動膀胱／ＥＰ１拮抗作用 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 
(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ 

ｽｸｲﾌﾞ社) 

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 
(ﾌﾞﾘｽﾄﾙ･ﾏｲﾔｰｽﾞ 

ｽｸｲﾌﾞ社) 

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 

ＯＮＯ－７７４６ 新有効成分 
血小板減少症／トロンボポエチン受容

体作動作用 
Ⅰ ｶﾌﾟｾﾙ 

導入 
（日産化学）
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主な開発品 

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：発売中（ノバルティス社） 

 

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Ⅲ 

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の間歇経口製剤です。 

国内：骨粗鬆症 フェーズⅢ（アステラス製薬株式会社と共同開発） 

 

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（米国など）：癌性悪液質 フェーズⅡ（ヘルシン社） 

 

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-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、過活動膀胱を対

象として開発を進めています。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Ⅱ 
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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。 

 国内：多発性硬化症 フェーズⅠ 

海外（米国）：多発性硬化症 フェーズⅠ 

 

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。 

 国内：癌 フェーズⅠ 

海外（米国）：癌 フェーズⅠ（ブリストル･マイヤーズ スクイブ社と共同開発） 

海外（米国）：C型肝炎 フェーズⅠ（ブリストル･マイヤーズ スクイブ社と共同開発） 

 

ONO-3849 注射剤 

 ONO-3849は末梢のμオピオイド受容体拮抗薬で、オピオイド鎮痛薬の使用に伴う難治性便秘を対象に開発を進

めています。オピオイド鎮痛薬は癌性疼痛に対して主に使用されているのですが、副作用として難治性の便秘を

伴います。本剤はオピオイド鎮痛薬の鎮痛効果に影響を及ぼすことなく、オピオイド鎮痛薬の使用に伴う難治性

の便秘を改善する薬剤です。 

国内：オピオイド鎮痛薬の使用に伴う難治性便秘 フェーズⅠ 

海外：発売中（ワイス社） 

 

ONO-7746 カプセル 

 ONO-7746 は体内において血小板の産生を促進する造血因子であるトロンボポエチンの受容体を活性化するこ

とにより血小板を増加させる経口投与が可能な低分子化合物です。血小板減少を伴う種々疾患の出血リスクの軽

減に有用な薬剤として、また血小板輸血に伴う感染リスクという課題を克服する薬剤として開発できるものと期

待しています。 
 海外（米国）：血小板減少症 フェーズⅠ 
 

イメンドカプセル／MK-0869 

 国内：癌化学療法に伴う悪心･嘔吐 フェーズⅢ（小児での効能追加） 

 

グラクティブ錠／MK-0431 

 国内：２型糖尿病（α-グルコシダーゼ阻害剤との併用療法） フェーズⅢ（万有製薬株式会社と共同開発） 

２型糖尿病（インスリン製剤との併用療法） フェーズⅢ（万有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Ⅲ（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） 

16



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


