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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 357,219 0.7 116,210 8.3 119,236 14.8 75,584 17.9
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

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 51,322百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △9,424百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 95.75 95.74
23年3月期第1四半期 81.22 81.21

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

24年3月期第1四半期 2,713,566 2,116,407 76.3 2,623.54
23年3月期 2,786,402 2,136,656 75.1 2,649.69
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,071,025百万円 23年3月期  2,091,589百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 90.00 ― 90.00 180.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 90.00 ― 90.00 180.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 720,000 0.8 220,000 △0.7 220,000 △2.4 140,000 △2.9 177.36
通期 1,450,000 2.2 390,000 6.2 395,000 6.3 250,000 0.9 316.71



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料Ｐ. ９ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(注) 詳細は、添付資料Ｐ. ９ 「２．サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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12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 
・当社の業績は、事業環境の変化や為替変動による影響など、現在および将来において様々なリスクにさらされております。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くものですが、事業環境等の変化により、当社業績に重大な影響が生じると判断した場合には、適宜ご報告いたします。 
 
・平成23年５月19日に公表しましたナイコメッド社の買収による通期の連結業績に与える影響につきましては本予想に織り込んでおりません。本買収による業績
予想の修正は、買収の完了（本年９月末までを予定）および買収に伴う会計処理の確定後、速やかにお知らせいたします。 
 
・米国におけるアクトス関連の後発品の参入時期に関する注意事項について８ページの「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想に関する定性
的情報［見通しに関する注意事項］」をご参照下さい。 
 
・本日７/29(金)開催の決算説明カンファレンスコールにおける資料、説明内容および主な質疑応答については、速やかに当社のホームページに掲載致します。 
（当社ホームページ） 
http://www.takeda.co.jp/investor-information/quarterly-results/index_869.html 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 789,666,095 株 23年3月期 789,666,095 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 264,650 株 23年3月期 295,436 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 789,378,045 株 23年3月期1Q 789,379,353 株



 

○添付資料の目次 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報.......................................................2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報...................................................2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報...................................................7 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報...................................................8 

２．サマリー情報（その他）に関する事項...................................................9 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動...................................9 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用...................................9 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示.................................9 

３．四半期連結財務諸表..................................................................10 

(1) 四半期連結貸借対照表............................................................10 

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書................................12 

   四半期連結損益計算書............................................................12 

   四半期連結包括利益計算書........................................................13 

(3) 継続企業の前提に関する注記......................................................14 

(4) セグメント情報等................................................................14 

(5) 販売実績（外部顧客に対する売上高）..............................................15 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記....................................15 

４．補足情報............................................................................16 

(1) 連結医療用医薬品売上高..........................................................16 

(2) 連結医療用医薬品 主要品目売上高（地域別）.......................................16 

(3) 医療用医薬品 主要品目国内単体売上高.............................................17 

(4) 一般用医薬品 主要品目売上高.....................................................17 

(5) 開発の状況......................................................................18 

 

武田薬品工業㈱（４５０２） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 1 -



 

１．当四半期決算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 

医薬品業界においては、引き続き、世界的な承認審査の厳格化や医療制度の抜本的な見直しが

進められていることなどにより、厳しい事業環境が継続しております。また、為替レートも円高水準に

あり、海外売上高比率の高い当社の業績に大きな影響を与えています。 

 

当社は、2010 年度の事業活動の成果と環境変化を踏まえ、今春、「11-13 中期計画」を策定しまし

た。経営方針である「革新への挑戦（Innovation）」と「活力ある企業風土の創造（Culture）」を通じた

「持続的な成長（Growth）」の達成に引き続き取り組み、｢新たなタケダへの変革｣を進めてまいりま

す。 

具体的には、重点疾患領域への研究開発投資を積極的に行うとともに、社内外のリソースを有効に

活用し、画期的な新薬の創出と治療パラダイムの転換に挑戦します（当期における研究開発活動の

詳細については６ページの「④研究開発活動の内容および成果」をご参照ください）。 

また、大型成熟品を中心とした製品構成から、新製品（詳細については３ページの「＜ご参考＞

2009 年以降に日米欧で新たに発売した主要製品」をご参照ください）を中心とした多様な製品ライ

ンアップへのシフトを進めます。さらに、日米欧３極に加え、新規進出国・新興国を中心に積極的な

投資を行い、さらなる｢グローバリゼーション｣を加速させてまいります。これらの実現に向けて、以下

をはじめとした取り組みを開始しております。 

 

まず、本年４月、米国において、高血圧症治療剤｢イダービ｣の販売を開始しました。本剤は、既に

広く処方されている他のアンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬と比較し有意に血圧を低下させる効果が

臨床試験において確認されております。また、同月、持株会社である武田（中国）投資有限公司の

100％出資の販売会社として、武田薬品（中国）有限公司を設立しました。今後の新製品はもとより、

当社の既発売品も含め、中国における製品ラインアップの拡充と販売体制の構築に取り組むことに

より、成長著しい同市場におけるプレゼンス確立を図ってまいります。 

さらに、本年５月、スイスのチューリッヒに本社を置く、「ナイコメッド社」を買収することを決定いたしま

した。なお、本件については既に両当事者間で合意に至っておりますが、本買収の完了（本年９月

末までを予定）は独禁法などに関する規制当局の承認後となります（注１）。 

ナイコメッド社の買収は、｢11-13 中期計画｣における、持続的成長の実現に向けた当社の事業戦略

を大きく前進させるものです。当社が強固なプレゼンスを有する日本および米国の事業に、同社が

広く自社販路を有する欧州および高い成長を続ける新興国の事業基盤が加わることで、当社進出

地域は現在の 28 カ国（日本含む）から約 70 カ国へと伸長することになります。この飛躍的な販路拡

大に加え、ファーストインクラスの慢性閉塞性肺疾患治療剤「ダクサス」を自社創出した同社の研究

開発力および欧州・新興国における医薬品開発の専門性を活用できることは、当社の有する製品・

研究開発パイプラインのポテンシャル向上に資するものです。また、買収初年度から安定的なキャッ

シュフローを当社にもたらすとともに、同社のグローバルに活躍する多様な人材が加わることにより、

活力ある企業風土への変革が推進されることを期待しております。 

（注１）本買収が当年度の業績に与える影響および業績予想の修正は、買収に伴う会計処理が確定次第お知らせいたし

ます。 

また、本年６月、新たに社外取締役を迎えました。今後とも、世界的製薬企業として相応しい事業運

営体制を構築するとともに、透明性の向上およびコーポレート・ガバナンスのさらなる強化に努めて

まいります。 
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なお、本年７月上旬、フランスの当社 100％子会社であるラボラトワール・タケダ株式会社は、フラン

ス保健製品衛生安全庁（AFSSAPS）の決定に従い、ピオグリタゾン塩酸塩（以下、｢ピオグリタゾン｣）

を含有する２型糖尿病治療剤｢アクトス｣およびアクトスとメトホルミンの合剤である｢コンペタクト｣の市

場回収を開始しました。本決定は、同国で独自に実施された疫学調査から得られた、ピオグリタゾン

製剤の投与により膀胱癌の発生リスクがわずかに上昇するというデータに基づくものです。一方、欧

州医薬品庁（EMA）は７月下旬に開催された欧州医薬品評価委員会（CHMP）の月次会議における

検討結果を踏まえ、ピオグリタゾン製剤について、膀胱癌に関する添付文書の改訂を推奨する旨を

公表しました。（注２） 

日本においては、ピオグリタゾンを含有する製品の添付文書中の膀胱癌に関する｢使用上の注意｣

を一部改訂し、米国においても、同製品の添付文書の一部改訂について米国食品医薬品局

（FDA）と協議中であります。 

当社は患者さんの安全性を 優先に考え、これまでと同様、ピオグリタゾンを含む全ての当社製品

に関する安全性と忍容性の評価を継続するとともに、EMA ならびに各国の規制当局に全てのデー

タを提供するなど、適切に対応してまいります。 
 
（注２）CHMP は、医薬品の販売許可申請や承認後の医療現場での使用について審議を行う EMA の委員会であり、EMA

による今回の措置は欧州委員会が承認することにより 終決定となります。 

 

当社は本年、創業 230 周年を迎えました。これまでの長い歴史の中で培われた経営哲学である「タ

ケダイズム＝誠実（公正・正直・不屈）」を根幹に、これからもグローバルに事業を展開する企業の責

務として地球環境への配慮とコンプライアンスの遵守を徹底するとともに、東日本大震災の経験を踏

まえ、医薬品の安定供給に資する危機管理体制のさらなる強化に努め、「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してまいります。 

 
＜ご参考＞ 2009 年以降に日米欧で新たに発売した主要製品 
 

[日本] 
＜2009 年３月新発売＞ 

高血圧症治療剤「エカード配合錠（「ブロプレス」と利尿剤（ヒドロクロロチアジド）の合剤）」 
＜2010 年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（「ブロプレス」とカルシウム拮抗剤（アムロジピンベシル酸塩）の合剤）」 
抗癌剤「ベクティビックス点滴静注（一般名：パニツムマブ）」 

＜2010 年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（「アクトス」とビグアナイド系薬剤（メトホルミン塩酸塩）の合剤）」 
２型糖尿病治療剤「アクトス OD 錠（口腔内崩壊錠）」 

＜2010 年 11 月新発売＞ 
ヘリコバクター・ピロリ二次除菌用組み合わせ製剤「ランピオンパック（「タケプロン」、アモキシシリン水和物および
メトロニダゾールの組み合わせ製剤）」 

＜2011 年３月新発売＞ 
アルツハイマー型認知症治療剤「レミニール（一般名：ガランタミン臭化水素酸塩）」 （「ヤンセンファーマ株式
会社」からの導入品であり同社と共同販売を実施） 

 ＜2011 年６月新発売＞ 
   ２型糖尿病治療剤「ソニアス配合錠（「アクトス」とスルホニルウレア系薬剤（グリメピリド）の合剤）」 
 
[米州] 

＜2009 年２月新発売＞ 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）」 
＜2009 年３月新発売＞ 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）」 
＜2010年６月新発売＞ ２型糖尿病治療剤「アクトプラスメットXR(「アクトス」とビグアナイド系薬剤（メトホルミン徐放

製剤）の合剤)」 
＜2011 年４月新発売＞ 高血圧症治療剤「イダービ（一般名：アジルサルタン メドキソミル）」 

 
[欧州]  

＜2010 年２月新発売＞ 非転移性骨肉腫治療剤「メパクト（一般名：ミファムルチド）」 
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②当期（2011 年 4-6 月期）における業績の概要 

当期の連結業績は、以下のとおりとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

売 上 高      3,572 億円［ 対前年同期     25 億円(  0.7％) 増 ］ 

営業利益       1,162 億円［   〃           89 億円(  8.3％) 増 ］ 

経常利益       1,192 億円［   〃          154 億円( 14.8％) 増 ］ 

四半期純利益      756 億円［   〃          115 億円( 17.9％) 増 ］ 

 

〔売上高〕 

前年同期から 25 億円（0.7％）増収の 3,572 億円となりました。 

・国内において、前年新発売した抗癌剤「ベクティビックス」、２型糖尿病治療剤「ネシーナ」などによ

る増収効果に加え、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」の多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド」の伸長や、同「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」、逆流性食道炎治療剤「デクスラント」および

痛風・高尿酸血症治療剤「ユーロリック」の伸長もあり、為替レートが円高となった影響（161 億円の

マイナス）および米国での消化性潰瘍治療剤「プレバシド」の減収を吸収し、全体では増収となりま

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）」 

931 億円 対前年同期    64 億円（ 6.5％）減 

高血圧症治療剤 
「カンデサルタン（国内製品名：ブロプレス）」 

586 億円  〃        21 億円（ 3.7％）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）」 

321 億円       〃        66 億円（17.0％）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）」

301 億円       〃        22 億円（ 7.9％）増 

多発性骨髄腫治療剤 
「ベルケイド」（米国売上高） 

141 億円       〃         9 億円（ 7.0％）増 

 

〔営業利益〕 

前年同期から 89 億円（8.3％）増益の 1,162 億円となりました。 

・売上総利益は、円高影響で原価率が上昇したことなどにより 33 億円（1.2％）減益となりましたが、

販売費及び一般管理費が 122 億円（7.0％）減少したことにより営業利益は増益となりました。 

・研究開発費は、44 億円（7.1％）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、米国子会社における人員削減による経費圧縮や

円高による影響などで 78 億円（7.0％）減少しました。 

 

〔経常利益〕 

前年同期から 154 億円（14.8％）増益の 1,192 億円となりました。 

・営業利益の増益に加え、外貨建債権債務の評価損益の改善などにより営業外損益が 65 億円改

善しましたので、経常利益は増益となりました。 
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〔四半期純利益〕 

前年同期から 115 億円（17.9％）増益の 756 億円となりました。 

・1 株当たり四半期純利益は、前年同期から 14 円 53 銭（17.9％）増加し、95 円 75 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）は、前年同期

から 12 円 90 銭（13.3％）増加し、110 円 06 銭となりました。 

（注）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当期（2011 年 4-6 月期）におけるセグメント別業績の状況 

当期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 3,199 億円 18 億円増 1,089 億円 77 億円増 

   〈国内〉 〈1,482 億円〉 〈78 億円増〉

   〈海外〉 〈1,717 億円〉 〈60 億円減〉

ヘルスケア事業 149 億円 11 億円増 40 億円 5 億円増 

その他事業 236 億円 4 億円減 38 億円 7 億円増 

全社合計 3,572 億円 25 億円増 1,162 億円 89 億円増 

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

  

〔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 18 億円（0.6％）増収の 3,199 億円となり、営業利益は

前年同期から 77 億円（7.6％）増益の 1,089 億円となりました。 

このうち国内売上高は、「ベクティビックス点滴静注」等、前年新発売した製品群の寄与により、78

億円(5.6％）増収の 1,482 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）  360 億円 対前年同期  14 億円（ 4.2％）増 

「タケプロン」（消化性潰瘍治療剤）   187 億円 〃      14 億円（ 8.4％）増 

「リュープリン」（前立腺癌・乳癌・子宮内膜症治療剤）   167 億円 〃       4 億円（ 2.6％）増 

「アクトス」（２型糖尿病治療剤）   115 億円 〃       7 億円（ 6.0％）減 

「エンブレル」（関節リウマチ治療剤）  103 億円 〃      12 億円（13.3％）増 

 

一方、海外売上高は、米国における「プレバシド」の減収や円高による減収影響などにより、前年

同期から 60 億円（3.4％）減収の 1,717 億円となりました。 

米国においては、「アクトス」、「ベルケイド」に加え、「デクスラント」、「ユーロリック」の伸長により、

「プレバシド」の減収を吸収し、現地通貨ベースでは増収となっております。欧州においては、「ア

クトス」は減収でしたが、知的財産権収益の増加などにより微増収となりました。 
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〔ヘルスケア事業〕 

ヘルスケア事業の売上高は、「アリナミン錠剤類」、「ビオフェルミン類」等の増収により、前年同期か

ら 11 億円（8.0％）増収の 149 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により、５

億円（14.1％）増益の 40 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４億円（1.6％）減収の 236 億円、営業利益は原価率の改善な

どにより７億円（23.6％）増益の 38 億円となりました。 
 
 
④研究開発活動の内容および成果 

当社は、常に医療上のニーズをふまえ、研究開発戦略を決定しています。今後は、従来の重点疾

患領域である「代謝性疾患（糖尿病・肥満）」、「癌」、「中枢神経疾患」に加え、「免疫・炎症性疾患」

にも、経営資源を投下することにより、画期的新薬の創出と治療パラダイムの転換に挑戦してまいり

ます。なお、当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６月、多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド（一般名：ボルテゾミブ）」について、米国臨床腫瘍学

会年次集会において、再発・難治性多発性骨髄腫を対象とした新規併用療法の試験結果を発表し

ました。 

  

・本年６月、癌治療薬「MLN4924」について、米国臨床腫瘍学会年次集会において、転移性黒色腫

およびその他固形癌を対象とした臨床第１相試験の試験結果を発表しました。また、第 16 回欧州血

液学会年次集会において、急性骨髄性白血病およびハイリスクの骨髄異形成症候群を対象とした

臨床第１相試験の試験結果を発表しました。 

 

・本年６月、癌治療薬「MLN9708」について、第 16 回欧州血液学会年次集会において、再発・難治

性の多発性骨髄腫を対象とした臨床第１相試験の試験結果を発表しました。 

 

・本年６月、２型糖尿病治療薬「TAK-875」について、第 71 回米国糖尿病学会年次集会において、

有効性、安全性および忍容性に関する臨床第２相試験の試験結果を発表しました。 

 

・本年７月、多発性骨髄腫治療剤「ベルケイド（一般名：ボルテゾミブ）」の静脈注射投与製剤につい

て、全生存期間に関する５年間の追跡調査データを添付文書に追記するための申請を米国医薬品

食品局（FDA）に行いました。 

 

・本年７月、2 型糖尿病治療薬 SYR-322（一般名：アログリプチン）ならびに SYR-322 とアクトス（一般

名：ピオグリタゾン）の合剤に関する追加データを FDA に提出しました。 

 

[合剤等に関する取り組み] 

・本年７月、２型糖尿病治療剤「ネシーナ」と同治療剤「アクトス」の合剤（国内製品名：リオベル配合

錠）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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[導入品（アライアンス）に関する取り組み] 

・本年４月、米国「アムジェン社」からの導入品である癌治療薬「AMG479」について、日本において

転移性膵臓癌を対象とした臨床第３相試験を開始しました。 

 

・本年５月、デンマーク「ルンドベック社」からの導入品である多重作用メカニズム型抗うつ薬

「LuAA21004」について、日本において大うつ病を対象とした臨床第３相試験を開始しました。 

 

・本年５月、米国「アフィマックス社」からの導入品である腎性貧血治療薬「ペギネサタイド」*について、

FDA に透析期患者（成人）を対象とした腎性貧血効能で販売許可申請を提出しました。*以前の製

品名はヘマタイド。現在の製品名は未定。ペギネサタイドは一般名。 

 

・本年５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（一般名：

brentuximab vedotin 欧州製品名：ADCETRISTM）」について、欧州医薬品庁（EMA）に、再発・難治

性のホジキンリンパ腫、および再発・難治性の未分化大細胞リンパ腫を適応症とした販売許可申請

を行いました。本年６月、米国臨床腫瘍学会年次集会において、再発・難治性のホジキンリンパ腫

を対象とした有効性・安全性試験の良好な結果、および再発・難治性の未分化大細胞リンパ腫を対

象とした臨床第２相試験の良好な結果を発表し、第 16 回欧州血液学会年次集会において、同じく

二つの試験の 新データを発表しました。 

 

 

（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 7,136 億円となり、現金及び預金、有価証券、無形固定資産など

を中心に前連結会計年度末に比べ 728 億円減少しました。 

 

〔負債〕 

当四半期末における負債は 5,972 億円となり、前連結会計年度末に比べ主に流動負債の減少によ

り 526 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 1,164 億円となりました。円高に伴う為替換算調整勘定の減少な

どにより前連結会計年度末から 202 億円減少しました。 

自己資本比率は 76.3％となり、前連結会計年度末から 1.2 ポイント上昇しております。 
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、下記の前回発表予想（平成 23 年５月 11 日の決算発表時）から修

正はございません。 

 

〔平成 24 年３月期の連結業績予想〕 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期 

連結累計期間 
7,200 億円 2,200 億円 2,200 億円 1,400 億円

通  期 14,500 億円 3,900 億円 3,950 億円 2,500 億円

 

〔見通しの前提条件〕 

通期の平均為替レートの前提は、１米ドル＝85 円、１ユーロ＝120 円としております。 

 

［見通しに関する注意事項］ 

ナイコメッド社買収に伴う業績予想の修正について 

平成23年５月19日に公表しましたナイコメッド社の買収による通期の連結業績に与える影響につき

ましては本予想に織り込んでおりません。本買収による業績予想の修正は、買収の完了（本年９月

末までを予定）および買収に伴う会計処理の確定後、速やかにお知らせいたします。 

 

米国におけるアクトス関連の後発品の参入時期について 

通期の業績予想を含む「11-13 中期計画」については、米国における「アクトス（一般名：ピオグリタ

ゾン）」の後発品は 2012 年８月に、「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）」、「デュエ

ットアクト（アクトスとグリメピリドの合剤）」の後発品は 2012 年 12 月に参入することを前提に策定して

おります。本前提に関する考え方は、2010 年 12 月 22 日のニュースリリース「糖尿病治療剤アクトス、

アクトプラスメット、デュエットアクトの米国における後発品に対する特許侵害訴訟の和解について」

にて開示を行った時点から変更ありません。詳細については、次のＵＲＬをご参照ください。 

（当社ホームページ） 

http://www.takeda.co.jp/press/article_40952.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

なお、当社の業績は、事業環境の変化や為替変動による影響など、現在および将来において様々

なリスクにさらされております。本業績見通しに織り込まれていない事象が発生し、財務上重要な影

響があると判断した場合には、適宜ご報告いたします。 
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２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①税金費用の計算 

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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

・会計方針の変更 

①当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第

２号 平成 22 年６月 30 日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第４号 平成 22 年６月 30 日）を適用しており、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益金額の算定方法を一部変更しております。 

本会計方針の変更は前連結会計年度に遡及適用されるため、前第 1四半期連結累計期間は遡

及適用後の数値を表示しておりますが、この変更による影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 217,897 191,266

受取手形及び売掛金 293,995 299,820

有価証券 656,321 629,078

商品及び製品 59,668 61,465

仕掛品 39,899 39,949

原材料及び貯蔵品 37,560 38,446

繰延税金資産 229,909 219,861

その他 51,894 64,459

貸倒引当金 △891 △889

流動資産合計 1,586,252 1,543,455

固定資産   

有形固定資産 407,480 403,219

無形固定資産   

のれん 217,123 207,555

特許権 293,131 275,007

その他 7,173 6,755

無形固定資産合計 517,427 489,316

投資その他の資産   

投資有価証券 165,019 168,477

その他 110,419 109,255

貸倒引当金 △196 △156

投資その他の資産合計 275,242 277,576

固定資産合計 1,200,150 1,170,111

資産合計 2,786,402 2,713,566
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 83,065 75,651

短期借入金 1,345 1,270

未払法人税等 41,977 32,379

賞与引当金 43,520 44,421

その他の引当金 9,471 9,924

その他 257,218 225,791

流動負債合計 436,596 389,436

固定負債   

繰延税金負債 112,295 105,511

退職給付引当金 16,805 16,813

その他の引当金 6,779 6,282

その他 77,271 79,118

固定負債合計 213,150 207,723

負債合計 649,746 597,159

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 2,272,067 2,276,555

自己株式 △1,014 △869

株主資本合計 2,384,232 2,388,865

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 73,944 76,226

繰延ヘッジ損益 17 4,283

為替換算調整勘定 △366,604 △398,350

その他の包括利益累計額合計 △292,643 △317,840

新株予約権 334 280

少数株主持分 44,732 45,102

純資産合計 2,136,656 2,116,407

負債純資産合計 2,786,402 2,713,566
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 354,698 357,219

売上原価 73,102 78,900

売上総利益 281,596 278,320

販売費及び一般管理費   

研究開発費 62,113 57,715

その他 112,223 104,394

販売費及び一般管理費合計 174,335 162,109

営業利益 107,261 116,210

営業外収益   

受取利息 398 477

受取配当金 1,814 1,717

持分法による投資利益 203 108

営業譲渡益 1,683 2,793

その他 2,684 2,696

営業外収益合計 6,782 7,792

営業外費用   

支払利息 307 265

寄付金 482 531

為替差損 4,948 1,944

その他 4,471 2,026

営業外費用合計 10,208 4,766

経常利益 103,834 119,236

税金等調整前四半期純利益 103,834 119,236

法人税等 38,988 42,615

少数株主損益調整前四半期純利益 64,846 76,621

少数株主利益 735 1,037

四半期純利益 64,111 75,584
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 64,846 76,621

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △14,607 2,277

繰延ヘッジ損益 331 4,266

為替換算調整勘定 △61,535 △31,799

持分法適用会社に対する持分相当額 1,541 △44

その他の包括利益合計 △74,270 △25,299

四半期包括利益 △9,424 51,322

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △9,515 50,386

少数株主に係る四半期包括利益 91 935
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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23年４月１日　至　平成23年６月30日）

該当事項はありません。

(4) セグメント情報等

① 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

前第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

当第１四半期連結累計期間　（自　平成23年４月１日　至　平成23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）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。

②地域ごとの情報

売上高

前第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）

当第１四半期連結累計期間　（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

(単位：百万円）

101,175 3,524

116,743108,893 4,021

14,935

2,233

報告セグメント

米州

726

医療用医薬品

四半期連結損益
計算書計上額医療用医薬品

107,797

319,906

125,642

739

320,644

44,405128,774174,774

117,069

欧州 アジア他

354,698

日本
米州

うち米国

合計

6,745

△ 2,233

報告セグメント

その他

3,099

－

355,865

2,262 △ 2,2621,508

△ 3,429

360,649 357,219 計

セグメント間の内部売上
高又は振替高

31

△ 3,42914,966

－

 計

四半期連結損益
計算書計上額

318,069

合計

354,698

セグメント間の内部売上
高又は振替高

28

354,698

調整額
医療用医薬品 ヘルスケア

318,795

△ 1,16713,834 23,962

13,862 25,470 358,127

△ 537

調整額
ヘルスケア その他

合計

107,261

四半期連結損益
計算書計上額

△ 1,196358,416

116,210

2,2331,463

△ 533

357,219

25,038

3,829

23,575

日本

357,219

合計アジア他欧州

うち米国

120,899 44,941120,899183,190183,190 8,190
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(5) 販売実績（外部顧客に対する売上高）

前第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）

当第１四半期連結累計期間　（自　平成23年４月１日　至　平成23年６月30日）

(単位：百万円）

(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23年４月１日　至　平成23年６月30日）

　該当事項はありません。

（内、知的財産権収益）
四半期連結損益
計算書計上額小計（国内）

ヘルスケア事業 その他事業 調整額
（海外）

14,935319,906

140,448 177,620 318,069

四半期連結損益
計算書計上額

357,219

354,698

ヘルスケア事業

医療用医薬品事業

医療用医薬品事業

△ 1,167

23,575 △ 1,196

13,834

（国内） （海外） 小計

148,244 171,662

(6,667)

（内、知的財産権収益）

(8,952)

23,962

調整額その他事業
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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 1,410  1,486  76  5.4%   

 海外製商品売上高 1,701  1,619  △82  △4.8%   

　米州 1,260  1,165  △95  △7.6%   

　欧州 388  385  △4  △0.9%   

　アジア他 52  69  16  31.4%   

 知的財産権収益・役務収益 76  101  25  32.8%   

　 国内 1  4  2  165.7%   

　 海外 75  98  23  30.3%   

 売上高　合計 3,188  3,206  18  0.6%   

（注） 売上高は、セグメント間の内部売上高を含んでおります。

 連結医療用医薬品　海外売上高比率 55.7%  53.5%  

（円）

【為替レート】
平成24年３月期

第１四半期

81.7  △10.3  

117.3  0.3  

(2) 連結医療用医薬品 主要品目売上高（地域別）

（億円）

金額 増減率

 リュープロレリン

対前年同期

増減

 ドル    四半期平均レート(4-6月)

平成24年３月期
第１四半期

平成24年３月期
第１四半期

品目

平成23年３月期
第１四半期

平成23年３月期
第１四半期

92.0  

117.0  

平成23年３月期
第１四半期

対前年同期

ユーロ  四半期平均レート(4-6月)

連結売上高 279  301  22  7.9%   

  日本 162  167  4  2.6%   

  米州 26  40  14  53.4%   

  欧州 80  82  2  2.4%   

11  12  2  17.1%   

 ランソプラゾール

連結売上高 387  321  △66  △17.0%   

  日本 172  187  14  8.4%   

  米州 165  80  △85  △51.3%   

  欧州 42  45  3  7.1%   

8  9  1  17.8%   

 カンデサルタン　（注）

連結売上高 565  586  21  3.7%   

  日本 346  360  14  4.2%   

219  226  7  3.1%   

 ピオグリタゾン

連結売上高 995  931  △64  △6.5%   

  日本 123  115  △7  △6.0%   

  米州 788  734  △54  △6.9%   

  欧州 76  68  △8  △10.7%   

8  13  5  71.4%   

 ベルケイド（米国） 132  141  9  7.0%   

 アミティーザ（米国） 49  50  1  2.1%   

 デクスラント（米州） 34  48  15  44.1%   

 ユーロリック（米州） 20  30  10  50.4%   
（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・アジア他の２区分で表示してい

ます。

  アジア他

  アジア他

  米州・欧州・アジア他

  アジア他

武田薬品工業㈱（４５０２） 平成24年３月期 第１四半期決算短信

- 16 -



(3) 医療用医薬品 主要品目国内単体売上高

（億円）

金額 増減率

ブロプレス (1999. 6) 高血圧症治療剤 346    360    14    4.2%  

　　うち、エカード (2009.3) 高血圧症治療剤 22    33    11    52.6%  

　　うち、ユニシア (2010.6) 高血圧症治療剤 10    37    27    －

タケプロン (1992.12) 消化性潰瘍治療剤 172    187    14    8.4%  

リュ－プリン (1992.9)
前立腺癌･乳癌・

子宮内膜症治療剤
162    167    4    2.6%  

アクトス (1999.12) 糖尿病治療剤 123    115    △7    △6.0%  

エンブレル (2005.3) 抗リウマチ剤 91    103    12    13.3%  

ベイスン (1994.9) 糖尿病治療剤 88    70    △18    △20.3%  

ベネット (2002.5) 骨粗鬆症治療剤 45    44    △1    △1.7%  

ベクティビックス (2010.6) 抗悪性腫瘍剤 3    40    37    －

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    0.1%  

セルタッチ (1993.9)
経皮吸収型
鎮痛消炎剤

24    21    △3    △12.4%  

ネシーナ (2010.6) 糖尿病治療剤 11    19    8    74.0%  

ロゼレム (2010.7) 不眠症治療剤 0    4    3    －

レミニール (2011.3)
アルツハイマー型

認知症治療剤
－ 3    3    －

(4) 一般用医薬品 主要品目売上高

（億円）

金額 増減率

アリナミン錠剤類 36    39    3    7.9%  

アリナミンドリンク類 35    36    1    1.7%  

ビオフェルミン類 15    18    3    19.2%  

ベンザ類（除　ドリンク） 11    11    0    1.0%  

ボラギノール類 10    10    0    2.5%  

対前年同期

品目 発売年月 薬効区分
平成23年３月期

第１四半期
平成24年３月期

第１四半期

品目
平成23年３月期

第１四半期
平成24年３月期

第１四半期

対前年同期
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（5）開発の状況  

■ 化合物 

開発コード／製品名 

＜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（メトホルミンとの合剤） 

 

米国 FDA Complete 

Response Letter 受領（09/6）

インドネシア 申請（11/1） 

台湾 申請（11/3） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

米国 FDA Complete 

Response Letter 受領（09/9） 

日本 承認（11/7） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

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） 

 

欧州 申請（10/9） 

米国 申請（11/2） 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

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 日本 申請（11/3） 自社品 

Contrave® 
<naltrexone SR 
/bupropion SR> 

μオピオイド受容体拮抗薬・ 

ドーパミン/ノルエピネフリン再取

込阻害薬 （経口剤） 

肥満症 
米国 FDA Complete 

Response Letter 受領（11/1） 

導入品 

（Orexigen 社） 

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） 申請（10/8） 

導入品 

（AMAG 社） 

- 
<peginesatide> 

エリスロポエチン受容体作動薬 

（注射剤） 
腎性貧血 

米国 申請（11/5）＊1 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Affymax 社） 

ADCETRIS™ 
<brentuximab 

vedotin> 

CD30 モノクローナル抗体―薬物 

複合体（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 

自己幹細胞移植後のホジキンリンパ腫 

ホジキンリンパ腫（ファーストライン適応） 

全身性未分化大細胞リンパ腫（ファーストライン

適応） 

欧州 申請（11/5） 

欧州 申請（11/5） 

 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅰ 

欧州 Ｐ－Ⅰ 

 

導入品 

（Seattle Genetics

社） 

TAK-375 
<ramelteon> 

MT1/MT2 受容体作動薬 

（経口剤） 
不眠症 欧州 Ｐ－Ⅲ *再申請検討中 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－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

日本 Ｐ－Ⅰ 

自社品 

TAK-816 
< - > 

Hib ワクチン 

（注射剤） 
Hib 感染症予防 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Novartis 社） 

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*良好な解析結果が得られた 
場合、再申請 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Santhera 社） 

AMG 706 
<motesanib 

diphosphate> 

VEGFR1-3, PDGFR, c-Kit 

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） 

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 

日本 Ｐ－Ⅰ 

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－Ⅲ 

米国 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Lundbeck 社） 

*1  透析期患者（成人）を対象とした腎性貧血効能で販売許可申請を FDA に提出 
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開発コード／製品名 

＜一般名＞ 
薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品

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＊２）

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） 

AMG 386 
< - > 

アンジオポエチン阻害 

ぺプチボディ（注射剤） 
再発卵巣癌 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Amgen 社） 

AMG 479 
<ganitumab> 

ヒト型抗 IGF-1R 

モノクローナル抗体 （注射剤） 
転移性膵癌 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Amgen 社） 

LATUDA® 
<lurasidone 

hydrocholoride> 
非定型抗精神病薬（経口剤） 

統合失調症 

双極性障害 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

欧州 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（大日本住友製薬）

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 
日本 Ｐ－Ⅱ 自社品 

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-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-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 
<alisertib> 

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 

進行性癌 

米国 Ｐ－Ⅱ 

欧州 Ｐ－Ⅱ 

日本 Ｐ－Ⅰ 

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*中断 

導入品 

（Amylin 社） 

MLN9708 
< - > 

プロテアソーム阻害薬 

（経口剤/注射剤） 

多発性骨髄腫 

進行性癌 

米国 Ｐ－Ⅰ/Ⅱ 

米国 Ｐ－Ⅰ 
自社品 

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＊3 

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） 

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-272 
< - > 

直接的レニン阻害薬 

（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-733 
< - > 

MEK 阻害薬 

（経口剤） 
固形癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-960 
< - > 

PLK1 阻害薬 

（経口剤） 
固形癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

   *2  09 年 10 月 15 日、Alizyme 社は ATL-962（Cetilistat）事業を Norgine BV 社に譲渡 

*3  米国において P-Ⅲ試験準備中 
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開発コード／製品名 

＜一般名＞ 
薬効（剤形） 適応症 開発段階 自社品/導入品

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）

MLN4924 
< - > 

NEDD8 活性化酵素阻害薬 

（注射剤） 
進行性癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

AMG 403 
<fulranumab> 

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） 

TAK-441 
< - > 

ヘッジホッグシグナル伝達経路阻

害薬（経口剤） 
固形癌 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-361S 
< - > 

4 種混合ワクチン 
百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオによる感

染症の予防 
―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

TAK-259 
< - > 

α１D アドレナリン受容体拮抗薬 過活動膀胱 ―  Ｐ－Ⅰ 自社品 

■ 剤型・効能追加 
開発コード／製品名 
＜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 

TAP-144-SR 
<leuprorelin acetate> 
リュープリン（日本） 
ルプロン・デポ（米国） 
エナントンほか（欧州） 

LH-RH アゴニスト 
中枢性思春期早発症（最大投与量に関する

用法・用量の変更） 
日本 承認（11/5） 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 

ヒドロクロロチアジドとの合剤(高用量） 

アムロジピンベシル酸塩との合剤 

欧州（ﾌﾗﾝｽ） 申請（11/3） 

韓国 申請（11/3） 
自社品 

プレドニゾロン 

<prednisolone> 
プレドニゾロン（日本） 

合成副腎皮質ホルモン剤 多発性骨髄腫 日本 申請（11/1） 自社品 

VELCADE® 

<bortezomib> プロテアソーム阻害剤 

再発性濾胞性リンパ腫 

マントル細胞リンパ腫（ファーストライン適応）

皮下注射投与製剤 

再発性びまん性大細胞型 B 細胞リンパ腫 

米国 申請（11/2） 

米国 Ｐ－Ⅲ 

米国 申請（11/3） 

米国 Ｐ－Ⅱ 

自社品 

Vectibix® 
<panitumumab> 

ヒト型抗 EGFR モノクローナ

ル抗体 
頭頸部扁平上皮癌 日本 Ｐ－Ⅲ 

導入品 

（Amgen 社） 

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） 
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■ 最近のステージアップ品目 ※2010 年度決算開示（2011 年 5 月 11 日）以降の変更点 

開発コード 効能 国/地域 ステージ 

TAP-144-SR 
<leuprorelin acetate> 

中枢性思春期早発症（最大投与量に関する用法・用量

の変更） 
日本 承認(11/5) 

SYR-322 糖尿病（アクトスとの合剤） 日本 承認（11/7） 

ADCETRIS™ 
<brentuximab vedotin> 

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 
欧州 

申請（11/5） 
申請（11/5） 

- 
peginesatide 

腎性貧血 米国 申請(11/5) 

TAK-816 Hib 感染症予防 日本 P-III 

Lu AA21004 多重作用メカニズム型抗うつ薬 日本 P-III 

TAK-361S 
百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオによる感染症の予

防 
- P-I 

TAK-259 過活動膀胱 - P-I 

 

 ■ 開発中止品目 ※2010 年度決算開示（2011 年 5 月 11 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 

- 
peginesatide 

癌性貧血（P-I） 資源の戦略的な再配分を検討した結果、開発を中止 

TAK-901 
< - > 

進行性癌 （P-I） 癌領域品目の開発における優先順位見直しの結果、開発を中止 
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