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（百万円未満四捨五入） 

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 354,698 △6.4 107,261 △14.6 103,834 △24.5 64,111 △43.1
22年３月期第１四半期 378,977 △4.5 125,630 － 137,594 － 112,594 －

 

 
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

23年３月期第１四半期 81.22 81.21
22年３月期第１四半期 142.64 142.63

 
(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

23年３月期第１四半期 2,684,347 2,084,976 76.0 2,585.07
22年３月期 2,823,274 2,164,745 75.1 2,687.14

（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 2,040,602百万円 22年３月期 2,121,173百万円 

 
２．配当の状況 

 
年間配当金 

第１ 
四半期末 

第２ 
四半期末 

第３ 
四半期末 

期  末 合  計 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期 － 90.00 － 90.00 180.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  90.00   － 90.00 180.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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 
(累計) 

690,000 △8.7 180,000 △25.8 185,000 △27.4 120,000 △36.7 152.02

通     期 1,400,000 △4.5 330,000 △21.5 340,000 △18.2 220,000 △26.1 278.70

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.10 「２.その他の情報」をご覧ください。） 
 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無を示しております。 

  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無を示しております。 

  
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無を示しております。 

  
(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) 23年３月期１Ｑ 789,666,095株 22年３月期 789,666,095株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 287,209株 22年３月期 286,209株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 789,379,353株 22年３月期１Ｑ 789,362,200株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 
 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短
信の開示時点においては、レビュー手続は一部終了しておりません。なお、レビュー手続を終了後、８月10日
に四半期報告書を提出する予定です。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
 

・当社および100％子会社である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（ＴＰＮＡ社）は、米国食
品医薬品局（ＦＤＡ）に２型糖尿病治療剤アクトス（一般名：ピオグリタゾン）およびアクトプラスメット（ピオグリタゾ
ンとメトホルミンの合剤）にかかる簡略新薬申請を提出した会社に対して、特許侵害訴訟を提起しています。本
訴訟、および今後、簡略新薬申請を行う会社との間で予想される訴訟が決着するまでは、米国におけるアクト
ス後発品の参入開始時期が確定するわけではありませんが、今期の業績見通しは、当該時期が2012年８月と
なることを前提に算出しております。 

 
・本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成された見通しであるため、リス
クや不確実性を含んでおります。
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１．当四半期の連結業績に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

①はじめに 

日本経済は、成長著しい新興国の需要拡大による輸出増を背景に、足元の景況感は改善しつつあ

るものの、依然として内需の回復には力強さを欠く状況が続いています。また、欧州の一部の国に

おける財政危機は世界経済への先行きに不透明感をもたらしており、特に対ユーロを中心とする急

激な円高の進行は、当社業績にも影響を与えはじめております。 

医薬品業界においては、近年、全般的に技術革新の壁に直面しつつあり、新薬の創出が困難にな

ってきていることに加え、世界的に承認審査も一段と厳格化されてきております。また、各国におい

て医療制度の抜本的な見直しが行われており、米国では、医療保険において新たに無保険者をカ

バーするための財源確保の見地から、製薬企業に一定の負担を求める医療制度改革法案が本年３

月に可決・成立し、国内でも、新薬創出・適応外薬解消等促進加算が試行導入される一方で、本年

４月の薬価改定において、特許期間が満了した薬剤の薬価が大きく引き下げられました。加えて、

国内では、2010 年度の診療報酬改定において「後発医薬品調剤体制加算」が変更される（注１）な

どの後発品使用促進策を背景に、４月以降その市場浸透が進んでおります。さらに、欧州各国でも、

当局による薬価引き下げを含む薬剤費抑制策の実施、低薬価国から高薬価国への並行輸出入の

増加など、医薬品業界とって厳しい事業環境が継続しております。 

 

（注１） 調剤基本料に上乗せされる後発品の調剤加算について、その算定要件となる後発品調剤率の定義

がこれまでの処方箋枚数ベースから数量ベースに変更されました。 

 

当社では、このような状況の変化に柔軟に対応するために、2010 年度を起点とする「10-12 中期計

画」を策定いたしました。本中期計画では、「新たなタケダへの変革」の実現に向けて、経営方針とし

て「革新への挑戦（Innovation）」と「活力ある企業風土の創造（Culture）」を通じて「持続的な成長

（Growth）」を達成することを掲げました。これらを具現化すべく、当四半期から、さまざまな取り組み

を開始しております。 

 

まず、新製品をはじめとして売上伸長に総力を挙げて取り組んでおります。 

国内では、「ネシーナ錠」、「ロゼレム錠」、「ベクティビックス点滴静注」など計６品目（注２）を新発売

しました。また、当社の 100％子会社である米国「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」）が創製した多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド注射用」について、同剤を日

本で販売している「ヤンセンファーマ株式会社」と７月より国内におけるコ・プロモーションを開始しま

した。新製品である「ベクティビックス点滴静注」とともに、癌領域における当社のフランチャイズの充

実につなげてまいります。 

米国では、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」の合剤である「アクトプラ

スメット XR」を新発売しました。さらに米国においては、昨年、販売を開始した逆流性食道炎治療剤

「デクスラント（一般名：デクスランソプラゾール）」と痛風・高尿酸血症治療剤「ユーロリック（一般名：

フェブキソスタット）」の売上伸長にも取り組んでおります。 

（注２） ＜６月新発売＞ 

２型糖尿病治療剤「ネシーナ錠」（一般名：アログリプチン安息香酸塩） 

高血圧症治療剤「ユニシア配合錠」（一般名：カンデサルタン シレキセチル/アムロジピンベシル酸塩） 

抗癌剤「ベクティビックス点滴静注」（一般名：パニツムマブ） 
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＜７月新発売＞ 

不眠症治療剤「ロゼレム錠」（一般名：ラメルテオン） 

２型糖尿病治療剤「メタクト配合錠」（一般名：ピオグリタゾン塩酸塩/メトホルミン塩酸塩） 

２型糖尿病治療剤「アクトス OD 錠（口腔内崩壊錠）」（一般名：ピオグリタゾン塩酸塩） 

 

また、製薬企業の生命線である研究開発についても、一定の成果をあげることができました。具体的

には、生活習慣病領域において、高血圧症治療薬「TAK-491」について、米国で販売許可申請を

行いました。米国「エーマグ社」と欧州等における開発・販売契約を締結した鉄欠乏性貧血治療剤

「フェラヘム（一般名：フェルモキシトール）」については、欧州において慢性腎疾患に伴う鉄欠乏性

貧血を対象とした販売許可申請の実施に加え、あらゆる鉄欠乏性貧血を対象としたグローバル臨床

第３相試験を開始するに至りました。さらに、癌領域においては、「ミレニアム社」が米国「シアトルジ

ェネティクス社」と米国・カナダを除く全世界を対象とした独占的開発・販売契約を締結したリンパ腫

治療薬「SGN-35」について、自己幹細胞移植後のホジキンリンパ腫患者を対象とした臨床第３相試

験を開始しました。 

 

このような研究開発への取り組みから創出される新薬を含め、当社の医薬品をより多くの地域・人々

にいち早くお届けできるよう、進出地域の拡大にも取り組んでおります。当四半期においては、新た

に韓国に販売子会社の設立を決定しました（第２四半期中に設立予定）。また、2008 年以降、自社

販売拠点を構築(注３)してきた、医薬品市場の高い成長が期待できる新興国や地域においても、順

調に事業活動を開始しております。 

加えて、従来、米・欧・アジア３極の販売業務を統括していた「海外販売統括職」の業務分掌を見直

し、8月1日付けで、新たに「米欧販売統括職」と「アジア販売統括職」を設置し、より市場に密着した

体制といたします。特に、「アジア販売統括職」にアジア市場に焦点を絞った販売・マーケティング戦

略を遂行させることにより、特に伸長著しい同市場における当社の更なるプレゼンス強化に取り組ん

でまいります。 

 

（注３） カナダ、スペイン、ポルトガル、アイルランド、メキシコ、トルコ、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、

ベルギー、ルクセンブルグ、ブラジルの 12 カ国。 

 

当社は、今後も、本中期計画に沿った事業戦略を着実に遂行していくことにより、「優れた医薬品の

創出を通じて人々の健康と医療の未来に貢献する」という経営理念の実現を目指すとともに、中長

期的な成長と株主の皆さまへの一層の利益還元を図ってまいります。
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②当四半期累計期間（2010 年 4-6 月期）における業績の概要 

当四半期累計期間の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

〔売上高〕 

前年同期から 243 億円（6.4％）減収の 3,547 億円となりました。 

・米国「ミレニアム社」の多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド」の伸長や、「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」における２型糖尿病治療剤「アクトス」および昨年新発売した消化性潰

瘍治療剤「デクスラント」と痛風・高尿酸血症治療剤「ユーロリック」の伸長に加え、６月に国内で２

型糖尿病治療剤「ネシーナ」、高血圧症治療剤「ユニシア」、抗癌剤「ベクティビックス」を新発売し

たことによる増収効果がありましたが、為替レートが対ドル、対ユーロとも円高となった影響（116 億

円のマイナス）や米国で特許期間が満了した消化性潰瘍治療剤「プレバシド」が大幅な減収となっ

たことなどにより、全体では減収となりました。 

・医療用医薬品の主要品目の売上高は下記のとおりです。 

２型糖尿病治療剤 
「ピオグリタゾン（国内製品名：アクトス）」 

995 億円 対前年同期（注） 35 億円（ 3.6％）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）」 

565 億円   〃          9 億円（ 1.6％）増 

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）」 

387 億円   〃        312 億円（44.6％）減 

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）」

279 億円      〃         18 億円（ 6.1）％減 

多発性骨髄腫治療剤 
「ベルケイド」（米国売上高） 

132 億円   〃         13 億円（11.3％）増 

（注）国内の売上高について、この４月より、個別製品の仕切価（卸への販売価格）の体系を一部見直したた

め、現行体系に合わせた比較ができるよう前年数値を組み替えて算出しております。なお、当該組み

替えは前年数値の修正を意味するものではありません。 

 

〔営業利益〕 

前年同期から 184 億円（14.6％）減益の 1,073 億円となりました。 

・販売費及び一般管理費が 77 億円（4.2％）減少しましたが、減収により売上総利益が 260 億円

（8.5％）減益となったことにより営業利益は減益となりました。 

・研究開発費は、28 億円（4.2％）減少しました。 

・研究開発費以外の販売費及び一般管理費は、円高による影響などで 49 億円（4.2％）減少しまし

た。 

売 上 高      3,547 億円［ 対前年同期    243 億円(  6.4％) 減 ］ 

営 業 利 益      1,073 億円［   〃          184 億円( 14.6％) 減 ］ 

経 常 利 益      1,038 億円［   〃          338 億円( 24.5％) 減 ］ 

四半期純利益      641 億円［   〃          485 億円( 43.1％) 減 ］ 
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〔経常利益〕 

前年同期から 338 億円（24.5％）減益の 1,038 億円となりました。 

・営業利益の減益に加え、円高に伴う評価損益の発生などにより営業外損益が 154 億円悪化しまし

たので、経常利益は減益となりました。 

 

〔四半期純利益〕 

前年同期から 485 億円（43.1％）減益の 641 億円となりました。 

・経常利益の減益に加え、前年同期にはアイルランﾄﾞにおける製造子会社２社の事業再編に伴い税

金が減少しましたが当期にはこのような要因がないことも影響し、四半期純利益は減益となりまし

た。 

・1 株当たり四半期純利益は、前年同期から 61 円 42 銭（43.1％）減少し、81 円 22 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（注 1）は、前年同期

から 65 円 10 銭（40.1％）減少し、97 円 16 銭となりました。 

（注 1）四半期純利益から、特別損益および企業買収によるのれん償却費、無形固定資産償却費等の特殊要

因を控除して算定しております。 

 

 

③当四半期累計期間（2010 年 4-6 月期）におけるセグメント別業績の状況 

当四半期累計期間における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。 

セグメント 
売  上  高 営 業 利 益 

金  額 対前年同期 金  額 対前年同期 

医療用医薬品事業 3,181 億円 269 億円減 1,012 億円 215 億円減 

   〈国内〉 〈1,404 億円〉 〈15 億円増〉

   〈海外〉 〈1,776 億円〉 〈283 億円減〉

ヘルスケア事業 138 億円 6 億円増 35 億円 18 億円増 

その他事業 240 億円 20 億円増 31 億円 8 億円増 

全社合計 3,547 億円 243 億円減 1,073 億円 184 億円減 

（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。 

（注２）当四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しており、対前年同期の増減額

は、前年数値について同基準等を適用したものに組み替えて算出しております。 
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〔医療用医薬品事業〕 

医療用医薬品事業の売上高は前年同期から 269 億円（7.8％）減収の 3,181 億円となり、営業利益

は前年同期から 215 億円（17.5％）減益の 1,012 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」の増収や「ネシーナ」等の新製品発売

による寄与により、15 億円（1.1％）増収の 1,404 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）   346 億円 対前年同期（注） 14 億円（ 4.3％）増 

「タケプロン」（消化性潰瘍治療剤）   172 億円 〃     10 億円（ 5.7％）減 

「リュープリン」（前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤）   162 億円 〃      3 億円（ 1.9％）増 

「アクトス」（２型糖尿病治療剤）   123 億円 〃     6 億円（ 5.0％）減 

「エンブレル」（関節リウマチ治療剤）  91 億円 〃     15 億円（19.6％）増 

 （注）この４月より、個別製品の仕切価（卸への販売価格）の体系を一部見直したため、現行体系に合わせ

た比較ができるよう前年数値を組み替えて算出しております。なお、当該組み替えは前年数値の修

正を意味するものではありません。 

 

一方、海外売上高は、為替の対ドル、対ユーロでの円高による減収影響などにより、前年同期か

ら 283 億円（13.8％）減収の 1,776 億円となりました。 

米国においては、「アクトス」、「ベルケイド」の伸長や昨年新発売した「デクスラント」、「ユーロリッ

ク」の寄与などがあったものの、「プレバシド」の特許期間の満了による大幅な減収影響を吸収で

きず、現地通貨ベースで減収となりました。欧州においては、現地通貨ベースでは「アクトス」など

の伸長などにより増収となりましたが、円換算額では減収となりました。 

 

〔ヘルスケア事業〕 

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」、総合感冒薬「ベンザ」等の増収により、

前年同期から 6 億円（4.2％）増収の 138 億円となりました。営業利益は増収に伴う売上総利益の増

益と、期間経費の減少により、18 億円（110.4％）増益の 35 億円となりました。 

 

〔その他事業〕 

その他事業の売上高は前年同期から20億円（8.9％）増収の240億円、営業利益は8億円（32.5％）

増益の 31 億円となりました。 
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④研究開発活動の内容および成果 

これまで当社は、「生活習慣病」「癌・泌尿器科疾患」「中枢神経疾患」「消化器疾患」を重点疾患領

域として位置付け、研究開発パイプラインの拡充と新製品の上市に向けて取り組んでまいりましたが、

新たな重点疾患領域を「生活習慣病（肥満症・糖尿病・動脈硬化）」「癌」「中枢神経疾患（うつ病・統

合失調症・アルツハイマー病）」として、経営資源を集中的に投下してまいります。なお、当四半期に

おける研究開発活動の主な内容および成果は下記のとおりです。 

[自社創製品に関する取り組み]  

・本年４月、２型糖尿病治療剤「SYR-322」の単独療法およびα-グルコシダーゼ阻害剤との併用療

法について、厚生労働省より、製造販売承認を取得し、６月、「ネシーナ錠」として販売を開始しまし

た。 

 

・本年４月、不眠症治療剤「TAK-375」について、厚生労働省より、製造販売承認を取得し、７月、

「ロゼレム錠」として販売を開始しました。 

 

・本年４月、高血圧症治療薬「TAK-491」について、米国食品医薬品局（FDA）に販売許可申請を行

いました。 

 

[合剤等に関する取り組み] 

＜ピオグリタゾン（国内製品名：アクトス）＞ 

・本年４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、厚生労働省より、

製造販売承認を取得し、７月、「メタクト配合錠」として販売を開始しました。 

 

・本年６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」の合剤である

「ACTOplus met XR」について、米国での販売を開始しました。 

 

・本年７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、

国内での販売を開始しました。 

 

＜カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）＞ 

・本年４月、高血圧症治療剤「カンデサルタン」と同治療剤「アムロジピンベシル酸塩（カルシウム拮

抗剤）」の合剤について、厚生労働省より、製造販売承認を取得し、６月、「ユニシア配合錠」として

販売を開始しました。 

 

＜ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）＞ 

・本年７月、ヘリコバクター・ピロリ二次除菌用組み合わせ製剤「ランピオン」（「ランソプラゾール」、

「アモキシシリン」、「メトロニダゾール」）について、厚生労働省より、製造販売承認を取得しました。 
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[効能追加に関する取り組み] 

＜ランソプラゾール（国内製品名：タケプロン）＞ 

・本年６月、プロトンポンプ阻害薬、「アモキシシリン」および「クラリスロマイシン」または「メトロニダゾ

ール」を用いた３剤併用による胃MALTリンパ腫、早期胃癌に対する内視鏡的治療後胃(*)および特

発性血小板減少性紫斑病におけるヘリコバクター・ピロリの除菌療法について、厚生労働省より、効

能・効果の追加承認を取得しました。 

(*）早期胃癌に対する内視鏡的治療後の胃癌の再発抑制 

 

・本年７月、消化性潰瘍治療剤「タケプロンカプセル 15」「タケプロン OD 錠 15」について、厚生労働

省より、「低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸潰瘍の再発抑制」の効能・効果の

追加承認を取得しました。 

 

[導入品（アライアンス）に関する取り組み] 

・本年４月、米国「シアトルジェネティクス社」からの導入品であるリンパ腫治療薬「SGN-35」について、

自己幹細胞移植後のホジキンリンパ腫患者を対象とした臨床第３相試験を米国、欧州およびロシア

において開始しました。 

 

・本年４月、米国「アムジェン社」からの導入品である抗癌剤「パニツムマブ」について、厚生労働省

より、進行・再発の結腸・直腸癌にかかる製造販売承認を取得し、６月、「ベクティビックス点滴静注」

として販売を開始しました。 

 

・「株式会社キャンバス」からの導入品である癌治療薬「CBP501」について、米国で悪性胸膜中皮腫

および非小細胞肺癌を対象とした臨床第２相試験を実施していましたが、本年６月、開発方針に関

する同社との見解の相違を踏まえた協議の結果、共同事業化契約を解消する旨の合意に至りまし

た。なお、これまでに得られているデータからは、CBP501 の有効性および安全性に関して、今後の

開発継続を妨げるような事象は見出せません。 

 

・本年６月、米国「アフィマックス社」からの導入品である腎性貧血・癌性貧血治療薬「ヘマタイド（一

般名 Peginesatide）」について、欧米における慢性腎疾患に伴う貧血患者を対象とした臨床第３相試

験の速報結果が得られました。同試験では、エポエチン（一般名：epoetin alfa および epoetin beta）

およびダルベポエチン（一般名：darbepoetin alfa）を対照として、４本の試験が実施され、有効性の

主要評価項目であるヘモグロビン（Hb）値のベースラインからの変化量については、全ての試験に

おいて統計学的に非劣性が示され、本薬が、対照薬であるエポエチンおよびダルベポエチンと同

様に、Hb 値を目標範囲内に改善または維持することが確認されました。また、４本の試験結果を合

わせて検討した心血管系イベントに関する複合エンドポイント(*)においても、統計学的に非劣性が

示されました。透析期患者を対象とした２本の試験のサブ解析では、ヘマタイド群とエポエチン群で

イベント(*)の発現率に差はありませんでした。一方、保存期腎不全患者を対象とした２本の試験の

サブ解析では、ヘマタイド群において、イベント(*)の発現率が、ダルベポエチンと比較して高いこと

が確認されました。 

(*)死亡、脳卒中、心筋梗塞、うっ血性心不全、不安定狭心症および不整脈 
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[研究開発体制の整備・強化] 

・神奈川県藤沢・鎌倉両市にまたがる当社旧湘南工場跡地に開設を計画している新研究所の起工

式を昨年７月に執り行い、本年度中の竣工に向けて、本格的に建設工事を実施しています。当社で

は、新研究所をグローバルな研究ネットワークの中心に位置付け、地域との調和を図りながら、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研究体制を構築してまいります。 

 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

〔資産〕 

当四半期末における総資産は２兆 6,843 億円となり、円高の影響や配当金の支払いなどにより現金

及び預金、有価証券を中心に前連結会計年度末に比べ 1,389 億円減少しました。 

 

〔負債〕 

当期末における負債は 5,994 億円となり、前連結会計年度末に比べ流動負債の減少により 592 億

円減少しました。 

 

〔純資産〕 

当四半期末における純資産は２兆 850 億円となりました。為替の円高推移により為替換算調整勘定

が減少したこと、四半期純利益を配当金の支払いが上回ったため利益剰余金が減少したことなどに

より前連結会計年度末から 798 億円減少しました。 

自己資本比率は 76.0％となり、前連結会計年度末から 0.9 ポイント上昇しております。 
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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産に係る簡便な会計処理 

四半期連結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。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用については、当第 1 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。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・会計処理基準に関する事項の変更 

① 当第 1 四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第 16 号 平

成 20 年 3 月 10 日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第 24 号 平成 20 年 3 月 10 日）を適用しております。これによる経常利

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。 

 

② 当第 1 四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第 18

号 平成 20 年 3 月 31 日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第 21 号 平成 20 年 3 月 31 日)を適用しております。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。 

 

③ 当第 1 四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第 21 号 

平成 20 年 12 月 26 日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 22 号 平

成 20 年 12 月 26 日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」(企業会計基準適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日)を適用しております。なお、

これらの適用により、子会社の資産及び負債の評価方法を部分時価評価法から全面時価

評価法へ変更しております。当該変更による資産、負債または損益に与える影響はありま

せん。 

 

・表示方法の変更 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12 月 26 日）に

基づく財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 21 年 3 月 24 日 内閣府令

第 5 号）の適用により、当第 1 四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期

純利益」の科目を表示しております。 
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１【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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 229,765 266,538

受取手形及び売掛金 291,122 280,649

有価証券 541,417 616,678

商品及び製品 56,751 61,120

仕掛品 41,341 40,333

原材料及び貯蔵品 37,562 36,243

繰延税金資産 226,616 236,236

その他 42,441 36,026

貸倒引当金 △833 △950

流動資産合計 1,466,181 1,572,874

固定資産   

有形固定資産 ※１  353,509 ※１  318,949

無形固定資産   

のれん 239,998 256,117

特許権 ※３  349,092 ※３  375,966

その他 7,331 7,812

無形固定資産合計 596,422 639,895

投資その他の資産   

投資有価証券 170,274 197,845

その他 ※１  98,131 ※１  93,884

貸倒引当金 △170 △174

投資その他の資産合計 268,235 291,555

固定資産合計 1,218,166 1,250,400

資産合計 2,684,347 2,823,274
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 73,492 72,818

短期借入金 3,058 3,285

未払法人税等 21,075 48,875

賞与引当金 41,818 44,894

その他の引当金 8,994 7,783

その他 219,563 250,821

流動負債合計 368,000 428,477

固定負債   

繰延税金負債 127,858 141,731

退職給付引当金 16,206 17,963

その他の引当金 5,713 6,813

その他 81,594 63,544

固定負債合計 231,371 230,051

負債合計 599,371 658,528

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 2,159,363 2,166,303

自己株式 △984 △980

株主資本合計 2,271,558 2,278,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,456 91,037

繰延ヘッジ損益 489 157

為替換算調整勘定 △307,901 △248,524

評価・換算差額等合計 △230,955 △157,329

新株予約権 194 166

少数株主持分 44,179 43,407

純資産合計 2,084,976 2,164,745

負債純資産合計 2,684,347 2,823,274
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 378,977 354,698

売上原価 71,336 73,102

売上総利益 307,641 281,596

販売費及び一般管理費   

研究開発費 64,867 62,113

その他 117,144 112,223

販売費及び一般管理費合計 182,012 174,335

営業利益 125,630 107,261

営業外収益   

受取利息 773 398

受取配当金 1,623 1,814

為替差益 3,853 －

持分法による投資利益 416 203

営業譲渡益 5,293 1,683

その他 2,714 2,684

営業外収益合計 14,672 6,782

営業外費用   

支払利息 342 307

寄付金 771 482

為替差損 － 4,948

その他 1,595 4,471

営業外費用合計 2,708 10,208

経常利益 137,594 103,834

税金等調整前四半期純利益 137,594 103,834

法人税等 24,351 38,988

少数株主損益調整前四半期純利益 － 64,846

少数株主利益 649 735

四半期純利益 112,594 64,111
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(3) 継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

該当事項はありません。

(4) セグメント情報

① 報告セグメントの概要

② 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

当第１四半期連結累計期間　（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

（単位：百万円）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント利益

（参考）

前第１四半期連結累計期間　（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

（単位：百万円）

売上高

外部顧客への売上高

セグメント利益

（注） 1．

2.

3.

126,678122,666 1,675

354,698

2,444

報告セグメント

358,127

△ 2,2621,508

△ 3,429

四半期連結損益
計算書計上額

101,175 3,524 107,797

344,925 13,275

843

345,768

　当社は、製品・サービス別に事業を管理し、各事業の本部機能を担う親会社又は関係会社は、取り扱う製品・サービス
について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。
　当社では、「医療用医薬品事業」、「ヘルスケア事業」及び「その他事業」の3つを報告セグメントとしております。これら
は、各々について分離した財務情報が入手可能であり、すべての報告セグメントについて、取締役会が経営資源の配分
の決定及び業績の評価を実施するために定期的に検証しております。
　「医療用医薬品事業」は、医療用医薬品を製造・販売しております。「ヘルスケア事業」は、一般用医薬品、医薬部外品
を製造・販売しております。「その他事業」は試薬、臨床検査薬、化成品の製造・販売等を行っております。

726

-

セグメント間の内部売上
高又は振替高

28

△ 2,444

報告セグメント

その他

3,099

-

355,865

2,262

セグメント利益は、各セグメントの営業利益を表示しております。

382,639 378,977 計

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３
月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年
３月21日）を適用しております。

前第1四半期連結累計期間の金額は、上記の会計基準等を適用した場合に算定される数値に基づいた金額に組み
替えて表示しております。

セグメント間の内部売上
高又は振替高

医療用医薬品

23,962

21,994

13,862 25,470 計

四半期連結損益
計算書計上額

318,069

合計

354,698354,698

42

調整額
医療用医薬品 ヘルスケア

318,795

△ 1,16713,834

四半期連結損益
計算書計上額医療用医薬品

△ 537

調整額
ヘルスケア その他

合計

107,261

△ 3,661

△ 1,217380,194

125,630

2,4441,559

△ 1,049

378,977

23,553

2,338

13,317
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③地域に関する情報

売上高

当第１四半期連結累計期間　（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

(単位：百万円）

（参考）

前第１四半期連結累計期間　（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

(単位：百万円）

（注） 1．

2.

(5)　販売実績（外部顧客に対する売上高）

当第１四半期連結累計期間　（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

(単位：百万円）

（参考）

前第１四半期連結累計期間　（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

(単位：百万円）

（注）

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

当第１四半期連結累計期間（自　平成22年４月１日　至　平成22年６月30日）

174,774

149,180

欧州 アジア他

四半期連結損益
計算書計上額

378,977

四半期連結損益
計算書計上額

354,698

354,698

　該当事項はありません。

125,642 44,405

米州
合計

6,745

（国内） （海外） 小計

128,774

日本
米州

うち米国
合計アジア他欧州

うち米国

153,772 47,100

その他事業 調整額

6,996

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21年３
月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平成20年
３月21日）を適用しております。

日本

378,977

ヘルスケア事業

153,772171,109

医療用医薬品事業

前第1四半期連結累計期間の金額は、上記の会計基準等を適用した場合に算定される数値に基づいた金額に組み
替えて表示しております。

171,109

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21
年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号  平
成20年３月21日）を適用していることにより、本販売実績についても同基準等に基づいたセグメント区分により表
示しております。なお、前第1四半期連結累計期間もこれに合わせて組み替えて表示しております。

344,925

140,448 177,620 318,069 13,834

（国内） （海外） 小計

138,982 205,944

ヘルスケア事業 調整額その他事業

13,275

医療用医薬品事業

△ 1,167

21,994 △ 1,217

（内、知的財産権収益）

(6,667)

（内、知的財産権収益）

(8,432)

23,962
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４．補足情報

(1) 連結医療用医薬品売上高

（億円）

金額 増減率

 国内製商品売上高 1,396  1,410  14  1.0%   

[国内製商品売上高（仕入品除く）] [1,072] [1,067] [△5] [△0.5%]   

 海外製商品売上高 1,950  1,701  △249  △12.8%   

　米州 1,476  1,260  △216  △14.6%   

　欧州 418  388  △29  △7.0%   

　アジア他 56  52  △4  △6.8%   

 知的財産権収益・役務収益 112  76  △35  △31.6%   

　 国内 2  1  △1  △41.0%   

　 海外 109  75  △34  △31.4%   

 売上高　合計 3,458  3,188  △270  △7.8%   

[ 売上高　合計(仕入品除く) ] [3,128] [2,839] [△289] [△9.3%]   

（注１） 売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

（注２）

 連結医療用医薬品　海外売上高比率 59.6%  55.7%  

（円）

【為替レート】
平成23年３月期

第１四半期

92.0  △5.3  

117.0  △15.6  

(2) 連結医療用医薬品売上高（主要品目別・地域別）

（億円）

対前年同期

当四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しており、前年数値につきましても同基準等を適用したものに組み替えて表示
しております。

ユーロ  四半期平均レート(4-6月)

対前年同期

増減

 ドル    四半期平均レート(4-6月)

平成23年３月期
第１四半期

平成23年３月期
第 四半期

品目

平成22年３月期
第１四半期

平成22年３月期
第１四半期

97.3  

132.6  

平成22年３月期
第 四半期 金額 増減率

 リュープロレリン

連結売上高  （注２） 297  279  △18  △6.1%   

  日本  （注２） 159  162  3  1.9%   

  米州 40  26  △14  △34.7%   

  欧州 88  80  △8  △9.1%   

10  11  1  9.0%   

 ランソプラゾール

連結売上高  （注２） 699  387  △312  △44.6%   

  日本  （注２） 183  172  △10  △5.7%   

  米州 450  165  △285  △63.4%   

  欧州 58  42  △16  △28.2%   

9  9  △0  △3.2%   

 カンデサルタン　（注１）

連結売上高  （注２） 556  565  9  1.6%   

  日本  （注２） 331  346  14  4.3%   

225  219  △5  △2.3%   

 ピオグリタゾン

連結売上高  （注２） 960  995  35  3.6%   

  日本  （注２） 129  123  △6  △5.0%   

  米州 742  788  46  6.3%   

  欧州 78  74  △4  △4.6%   

11  10  △2  △15.7%   

 ベルケイド（米国売上高） 119  132  13  11.3%   

（注１） 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・アジア他の２区分で表示しています。

（注２）

（注３）

この４月より、個別製品の仕切価（卸への販売価格）の体系を一部見直したため、現行体系に合わせた比較ができるよう前年数値を組み替えて表
示しております。なお、当該組み替えは前年数値の修正を意味するものではありません。

第１四半期
品目

第１四半期

当四半期より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用しており、前年数値につきましても同基準等を適用したものに組み替えて表示
しております。

  アジア他

  アジア他

  米州・欧州・アジア他

  アジア他
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(3) 医療用医薬品 国内単体売上高（上位15品目）

（億円）

金額 増減率

1 ブロプレス (1999. 6) 高血圧症治療剤 331    346    14    4.3%  

2 タケプロン (1992.12) 消化性潰瘍治療剤 183    172    △10    △5.7%  

3 リュープリン (1992. 9)
前立腺癌･乳癌・

子宮内膜症治療剤
159    162    3    1.9%  

4 アクトス (1999.12) 糖尿病治療剤 129    123    △6    △5.0%  

5 エンブレル (2005. 3) 抗リウマチ剤 76    91    15    19.6%  

6 ベイスン (1994. 9) 糖尿病治療剤 112    88    △23    △20.7%  

7 ベネット (2002. 5) 骨粗鬆症治療剤 43    45    2    4.1%  

8
乾燥弱毒生麻しん風しん
混合ワクチン「タケダ」

(2006. 1)
麻しん及び風しんの

予防ワクチン
31    31    △0    △0.5%  

9 グロベニン-Ⅰ (1991.11) 人免疫グロブリン製剤 26    27    1    3.7%  

10 リウマトレックス (1999. 8) 抗リウマチ剤 23    24    1    4.2%  

11 セルタッチ (1993. 9)
経皮吸収型
鎮痛消炎剤

29    24    △5    △17.0%  

12 プレベナー (2010. 2) 肺炎球菌ワクチン － 22    22    －

13 ダーゼン (1968.11) 消炎酵素剤 16    15    △1    △5.2%  

14 ファーストシン (1995. 8) 抗生物質 13    14    0    0.4%  

15 チラーヂン (1922. 7) 甲状腺製剤 12    13    1    5.4%  

（注）

(4) 一般用医薬品の売上高（上位5品目）

（億円）

金額 増減率

1 アリナミン錠剤類 35    36    1    2.1%  

2 アリナミンドリンク類 30    35    5    18.1%  

3 ビオフェルミン類 13    15    2    14.9%  

4 ベンザ類(除ドリンク) 8    11    3    37.7%  

5 ボラギノール類 9    10    1    11.1%  

順位

対前年同期

品目 発売年月 薬効区分
平成22年３月期
第１四半期（注）

平成23年３月期
第１四半期

この４月より、個別製品の仕切価（卸への販売価格）の体系を一部見直したため、現行体系に合わせた比較ができるよ
う前年数値を組み替えて表示しております。なお、当該組み替えは前年数値の修正を意味するものではありません。

順位 品目
平成22年３月期

第１四半期
平成23年３月期

第１四半期

対前年同期
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(5)開発の状況  

■ 新規化合物 

開発コード 

＜一般名＞ 
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） 

糖尿病 

 

 

 

糖尿病（アクトスとの合剤） 

 

 

 

糖尿病（α-GI との併用療法） 

糖尿病（チアゾリジン系薬剤との併用療法） 

糖尿病（スルホニルウレア系薬剤との併用療法）

糖尿病（ビグアナイド系薬剤との併用療法） 

糖尿病（メトホルミンとの合剤） 

 

米国 FDA Complete 

Response Letter 受領（09/6） 

日本 承認（10/4） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

米国 FDA Complete 

Response Letter 受領（09/9） 

日本 申請（09/6） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

日本 承認（10/4） 

日本 申請（09/6） 

日本 申請（10/3） 

日本 申請（10/3） 

米国 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

自社品 

TAK-375 

<ramelteon> 

MT1/MT2 受容体作動薬 

（経口剤） 
不眠症 

日本 承認（10/4） 

欧州 Ｐ－Ⅲ *再申請検討中 
自社品 

TAK-390MR 
<dexlansoprazole> 

プロトンポンプ阻害薬 

（経口剤） 

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 

カナダ 承認（10/7） 

日本 Ｐ－Ⅱ 
自社品 

TAK-491 
<azilsartan 

medoxomil> 

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 

（経口剤） 

高血圧症 

 

高血圧症（クロルタリドンとの合剤） 

米国 申請（10/4） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅲ 

自社品 

Feraheme® 
<ferumoxytol> 

静注用鉄製剤 

（注射剤） 
鉄欠乏性貧血 

カナダ 申請（09/12） 

欧州 申請（10/6） 

欧州（ｽｲｽ） P-Ⅲ 

導入品 

（AMAG 社） 

R113675 
<galantamine 

hydrobromide> 

アセチルコリンエステラーゼ阻害・

ニコチン性アセチルコリン受容体

増強剤  （経口剤） 

アルツハイマー型認知症 日本 申請（10/2） 
導入品 

（ヤンセンファーマ）

Sovrima® 
<idebenone> 

ミトコンドリア標的抗酸化剤 

（経口剤） 

フリードライヒ失調症 

デュシェンヌ型筋ジストロフィー 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Santhera 社） 

AMG 706 
<motesanib 

diphosphate> 

VEGFR1-3 阻害薬 

 (経口剤) 

進行性非扁平上皮型非小細胞肺癌 

 

 

乳癌 

米国 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

日本 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅰ/Ⅱ 

導入品 

（Amgen 社） 

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 日本 Ｐ－Ⅲ 自社品 

MLN0002 

<vedolizumab> 

ヒト化抗α4β7インテグリン モノク

ローナル抗体 

（注射剤） 

潰瘍性大腸炎、クローン病 
米国 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 
自社品 

Lu AA21004 
< - > 

多重作用メカニズム型抗うつ薬 

（経口剤） 
大うつ病・全般性不安障害 

米国 Ｐ－Ⅲ 

日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Lundbeck 社） 

HematideTM 
<peginesatide> 

エリスロポエチン受容体作動薬 

（注射剤） 

腎性貧血 

 

 

癌性貧血 

米国 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

日本 Ｐ－Ⅲ 

―  Ｐ－Ⅰ *中断 

導入品 

（Affymax 社） 

ATL-962 
<cetilistat> 

リパーゼ阻害薬 

（経口剤） 
肥満症 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Norgine BV 社＊1）

*1 09 年 10 月 15 日、Alizyme 社は ATL-962（Cetilistat）事業を Norgine BV 社に譲渡 

*良好な試験結果が得られた

場合、再申請 
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開発コード 

＜一般名＞ 
薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品

TAK-085 

<omega-3-acid ethyl 

esters 90> 

EPA・DHA 製剤 

（経口剤） 
高トリグリセライド血症 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Pronova 社） 

SGN-35 

<brentuximab vedotin> 

CD30 モノクローナル抗体 

（注射剤） 

再発・難治性のホジキンリンパ腫 

再発・難治性の全身性未分化大

細胞リンパ腫 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 

 

導入品 

（Seattle Genetics 社）

TAK-428 
< - > 

神経栄養因子産生促進薬 

（経口剤） 
糖尿病神経障害 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 
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 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 

日本 Ｐ－Ⅱ 

自社品 

TAK-875 

< - > 

GPR40 作動薬（グルコース依存性イン

スリン分泌促進薬） 

（経口剤） 

糖尿病 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 

日本 Ｐ－Ⅱ 

自社品 

TAK-700 

< - > 

非ステロイド系アンドロゲン合成阻害薬 

（経口剤） 
前立腺癌 

米国 Ｐ－Ⅱ 

日本 Ｐ－Ⅰ 
自社品 

TAK-438 

< - > 

カリウムイオン競合型アシッドブロッカー

（経口剤） 

酸関連疾患 

（胃食道逆流症、消化性潰瘍等） 
日本 Ｐ－Ⅱ 自社品 

SYR-472 

< - > 

DPP-4 阻害薬 

(経口剤） 
糖尿病 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 

日本 Ｐ－Ⅱ 

自社品 

MLN0518 

<tandutinib> 

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 

MLN8237 

< - > 

オーロラ A キナーゼ阻害薬 

（経口剤） 

進行性非ホジキンリンパ腫、急性骨

髄性白血病、ハイリスクの骨髄異形

成症候群、卵巣癌 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 
自社品 

AC137-164594 

<pramlintide/metreleptin> 

アミリン/ヒトレプチン合成アナログ 

（注射剤） 
肥満症 米国 Ｐ－Ⅱ 

導入品 

（Amylin 社） 

Lu AA24530 

< - > 

多重作用メカニズム型抗うつ薬 

（経口剤） 
大うつ病・全般性不安障害 

米国 Ｐ－Ⅰ＊2 

日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Lundbeck 社） 

AMG 655 

<conatumumab> 

ヒト型 DR5(TRAIL-R2) 

モノクローナル抗体 

（注射剤） 

進行性癌 日本 Ｐ－Ⅰ 
導入品 

（Amgen 社） 

AMG 386 

< - > 

アンジオポエチン阻害ぺプチボディ 

（注射剤） 
進行性癌 日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Amgen 社） 

AMG 479 

< - > 

ヒト型抗 IGF-1R モノクローナル抗体（注

射剤） 
進行性癌 日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Amgen 社） 

TAK-329 

< - > 

グルコキナーゼ活性化薬 

（経口剤） 
糖尿病 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-591 

< - > 

アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬 

（経口剤） 
高血圧症 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-448 

< - > 

メタスチン誘導体 

（注射剤） 
前立腺癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-285 

< - > 

HER2 阻害薬 

（経口剤） 
固形癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

*2 米国において P-Ⅲ試験準備中 
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開発コード 

＜一般名＞ 
薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品

TAK-733 

< - > 

MEK 阻害薬 

（経口剤） 
固形癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-385 

< - > 

LH-RH アンタゴニスト 

（経口剤） 
子宮内膜症、子宮筋腫 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-701 

< - > 

抗 HGF 抗体 

（注射剤） 
進行性癌 ―  Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Galaxy Biotech 社）

TAK-901 

< - > 

オーロラ B キナーゼ阻害薬 

（注射剤） 
進行性癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

MLN4924 

< - > 

NEDD8 活性化酵素阻害薬 

（注射剤） 
進行性癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

MLN9708 

< - > 

プロテアソーム阻害薬 

（経口剤/注射剤） 
進行性癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-065 

< - > 

神経再生促進薬 

（経口剤） 
アルツハイマー病、パーキンソン病 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-816 

< - > 

Hib ワクチン 

（注射剤） 
Hib 感染症予防 日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Novartis 社） 

AMG 403 

< - > 

ヒト型抗ヒト神経成長因子（NGF）モノク

ローナル抗体（注射剤） 
疼痛 日本 Ｐ－Ⅰ 

導入品 

（Amgen 社） 

 

■ 剤型・効能追加 

開発コード 
＜一般名＞  
製品名（国・地域） 

薬効 適応症/剤型 開発段階 
自社品 
/導入品

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） 

プロトンポンプ阻害薬 

胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫

斑病及び早期胃癌に対する内視鏡的治療

後胃におけるヘリコバクター・ピロリ除菌療法

ヘリコバクター・ピロリ二次除菌［ランソプラゾ

ール（国内製品名：タケプロンカプセル 30）、

アモキシシリン水和物（国内製品名：アモリン

カプセル 250）及びメトロニダゾールの 3 製剤

の組み合わせ製剤］ 

低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又

は十二指腸潰瘍の再発抑制 

NSAIDs 潰瘍予防 

日本 承認（10/6） 

 

 

日本 承認（10/7） 

 

 

 

 

日本 承認（10/7） 

 

日本 申請（09/11） 

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 

アムロジピンベシル酸塩との合剤 

アクトスとの合剤 

日本 承認（10/4） 

日本 P-Ⅲ 
自社品 

AD-4833 
<pioglitazone> 
アクトス 
（日本、米国、欧州、アジア） 

インスリン抵抗性改善薬 
メトホルミンとの合剤 

グリメピリドとの合剤 

日本 承認（10/4） 

日本 申請（09/7） 
自社品 
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開発コード 
＜一般名＞  
製品名（国・地域） 

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剤 

濾胞性リンパ腫 

マントル細胞リンパ腫（ファーストライン適応） 

皮下注製剤 

びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 

再発・難治性 AL アミロイドーシス 

米国 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅱ 

米国 Ｐ－Ⅱ 

自社品 

AMITIZA® 
<lubiprostone> 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（OBD） 米国 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Sucampo 社）

NE-58095 
<risedronate> 
ベネット （日本） 

骨吸収抑制薬 月 1 回投与製剤 日本 Ｐ－Ⅲ 
導入品 

（味の素） 

Vectibix® 
<panitumumab> 

ヒト型抗 EGFR モノクロー

ナル抗体 

ＫＲＡＳ遺伝子野生型の治癒切除不能な進

行・再発の結腸・直腸癌 

頭頸部扁平上皮癌 

日本 承認（10/4） 

 

日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Amgen 社）

 

■ 最近のステージアップ品目 ※2009 年度決算開示（2010 年 5 月 12 日）以降の変更点 

開発コード 効能 国/地域 ステージ 

AG-1749 
胃 MALT リンパ腫、特発性血小板減少性紫斑病及び早

期胃癌に対する内視鏡的治療後胃におけるヘリコバクタ

ー・ピロリ除菌療法 

日本 承認（10/6） 

AG-1749 

ヘリコバクター・ピロリ二次除菌 

ランソプラゾール（国内製品名：タケプロンカプセル 30）、

アモキシシリン水和物（国内製品名：アモリンカプセル

250）及びメトロニダゾールの 3 製剤の組み合わせ製剤 

日本 承認（10/7） 

AG-1749 
低用量アスピリン投与時における胃潰瘍又は十二指腸

潰瘍の再発抑制 
日本 承認（10/7） 

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 
カナダ 承認（10/7） 

Feraheme® 慢性腎疾患に伴う鉄欠乏性貧血 欧州 申請（10/6） 

 

 ■ 開発中止品目 ※2009 年度決算開示（2010 年 5 月 12 日）以降の変更点 

開発コード 効能 （開発ステージ） 中止および終了理由 

TAK-536 高血圧症 （欧米 P-Ⅱ） 
本薬は欧米においては TAK-491 のバックアップ・プログラムであったが、TAK-491 の良好な製

品プロファイルが達成できたことから、開発を中止。 

MLN0415 各種炎症性疾患 （P-Ⅰ） 安全性について、ターゲット・プロファイルを達成することができなかったため、開発を中止。 

■ 共同事業化契約解消品目 ※2009 年度決算開示（2010 年 5 月 12 日）以降の変更点 

開発コード 効能 （開発ステージ） 解消理由 

CBP501 
悪性胸膜中皮腫、非小細胞肺癌

（米国 P-Ⅱ） 

「株式会社キャンバス」からの導入品である癌治療薬「CBP501」について、米国で悪性胸膜中

皮腫および非小細胞肺癌を対象とした臨床第２相試験を実施していましたが、本年６月、開発

方針に関する同社との見解の相違を踏まえた協議の結果、共同事業化契約を解消する旨の合

意に至りました。なお、これまでに得られているデータからは、CBP501 の有効性および安全性

に関して、今後の開発継続を妨げるような事象は見出せません。 
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