
直近の成長を支える大型６新製品 

日米におけるＬＯＥの影響を 

成長ドライバーである大型新製品６品 

ハラヴェン 

Fycompa 

BELVIQ 

ヒュミラ 

リリカ 

ルネスタ 

の大幅伸長でカバー 

連結売上高に占める割合は 

前年の約２倍である２０％以上をめざす 
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LOE影響を最小限に止め、継続して 
常に最大規模の患者様貢献をめざす 

 
利益率改善効果を最大限に生かす 

 ＤＴＣによる新規患者様の更なるお導き 

 服薬サポートキット・安心サポートセンターによ
る服薬継続率向上 

 ブランド競合との差異化を企図した新たな  
エビデンス創出のための臨床研究の拡充と、 
スタンダードレジメンの確立 

 ジェネリック品との差異化剤形（ドライシロップ、
ゼリー剤）によるアリセプトブランド処方維持 

 認知症研修会等を通じた保険薬局スタッフへ
の情報提供 

 大手介護関連企業とのコラボレーションによる
介護領域の患者様貢献 
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直近の成功の鍵 
 国内アリセプト 

新規患者様のお導き 

ＤＴＣによる積極的な 
疾患啓発 

 
早期診断/早期治療 

の重要性 

服薬サポートキット 
安心サポートセンター 

服薬継続率の向上 

WEBサイトによる 
ご案内 

http://designalikie.com/dakimg/img/icon/television.jpg


 
 
欧米において成長機会のある 

サードラインへ集中 
日本では早期ラインへの拡大 

■適応拡大 
 ２０１３年度内に、非小細胞肺がん適応のグロー

バル申請、欧州での乳がんセカンドライン承認を
めざす 

■着実なエビデンス構築 
 臨床的に意味のある OS* 延長を説明する新しい

非臨床データを４月開催のAACRで発表予定 
 ３０１試験の追加解析結果を主要ながん関連 

学会で発表予定 

■患者様シェアアップ 
 欧米でのサードラインのシェアアップ 
 日本でのサードライン、早期ラインのシェアアップ 

■患者様アクセス拡大   
 タイ、マレーシア、フィリピン、インドにおいてTiered 

pricing strategy下で新発売  
 ２０１３年度中に、新たに１６カ国上市をめざす 

 
 
部分てんかん発作併用療法に 
おける第一選択薬をめざした 

スムーズな上市 
■ヨーロッパにおける上市の成功 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■米国では麻薬取締局審査を経て２０１３年度 
  第２四半期中の上市をめざす 
■患者様アクセス拡大 
 ２０１３年度中に新たに１８カ国での上市をめざす 

直近の成功の鍵 
ハラヴェンとFycompa  
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 ドイツ、英国、オーストリア、
デンマーク、スウェーデン、
ノルウェーの６カ国におい
て、現在まで延べ４５００名 
以上の患者様に貢献 

 ドイツや英国をはじめとする
上市国で競合品を上回る
売上実績 

 スコットランドの医療技術
評価機関が世界に先駆け
てＨＴＡによって国民医療
サービス下での使用を承認
（２０１２年１２月） 

 

Reference: Based on Supply Chain Manager 

data from IMS Health in Germany 

競合品 

競合品 

競合品 

Fycompa 
€000’s 

ドイツにおける上市後５カ月
間の競合品との売上比較 

*全生存期間 



１８０名以上のＭＲを肥満患者様や治療専門医の
多い地域にフォーカスした営業体制 

肥満症治療専門医にフォーカス 
（内分泌、循環器など、約２６,０００名） 

直近の成功の鍵 

 米国 BELVIQ 

ＦＤＡが１３年ぶりに承認した新規肥満症治療薬 

新規作用機序（選択的５-ＨＴ２Ｃレセプター作動薬） 

１日２回服用（タイトレーションなし） 

服用１２週で５％の体重減尐した患者様に対する持続的効果 

２型糖尿病における血糖コントロールに対する効果（ＨｂＡ１ｃ、空腹時血糖） 

 

2010 Obesity Prevalence Rate by state           20%–24%          25%–29%           ≥30%   

新たなウェイト 
マネジメント市場形成 

ＢＥＬＶＩＱ： 
Ａ Ｇａｍｅ Ｃｈａｎｇｅｒ 

(チームメタボリクス） 
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アリセプトやアシフェックスでの過去の経験を活かしたアクセス向上 
（Ｅｍｐｌｏｙｅｒ Ｍａｒｋｅｔ等を中心に、上市後１年以内にｐａｙｏｒカバー率４０％をめざす） 

イノベーションを適切
な価格で提供  
＄１９９．５／月 
（＄６．６５／日） 

市場拡大  
ＢＥＬＶＩＱ上市に伴う 
啓発活動などより、 
２０１３年に処方薬 
治療を受ける肥満症 
患者様の数は前年より 
約６０万人増加し、 
２７０万人に  

新たなウェイト 
マネジメント市場形成 

ＢＥＬＶＩＱ： 
Ａ Ｇａｍｅ Ｃｈａｎｇｅｒ 

直近の成功の鍵 

 米国 BELVIQ 

一般生活者に対する啓発 
疾患啓発 

食事・運動療法にコミットしている患者様における
ウェイトマネジメントの補助療法 

としてＢＥＬＶＩＱ 
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2011年度 

3Q累計 

2012年度 

3Q累計 

84 
103 
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直近の成功の鍵 

日本の新製品群 

ヒュミラ 

効能追加による新たな患者様貢献等で高い成長率維持 

「ＲＡにおける関節の構造的損傷の防止」の 
効能・効果取得（２０１２年８月）により、 
早期ＲＡに唯一使用可能なBio製剤 

リリカ 

リリカが貢献する患者様数の継続的拡大 
で高い成長性維持 
 

「神経障害性疼痛」への効能・効果変更 

（２０１３年２月）に伴い、貢献可能な患者様が新たに増加 

  

ルネスタ 

２０１３年５月投薬期間制限解除を機に、 
ニーズの高い長期処方で患者様貢献を 
急進拡大 
 

（社内データ） 

（社内データ） 

2012～13年予想売上成長率 

ヒュミラ 
120％ 

市場 
115％ 

金
額
成
長
率 

日数 処方あたりの平均投不日数 

0

5

10

15

20

25

ルネスタ 競合１ 競合２ 競合３ 

制限解除前 

制限解除後 

リリカアライアンス収入 

前同比123% 
（億円） 



Shareholder Return and Financial Policy 

配当政策とROE経営 

DOE with Floor 
EPS 向上 

2013-15年度 

CAGR: 2桁成長 

Global Top-Tier 

DOE 8-10% レベル 

資本コスト(8%)を上回るDOE 

2012-15年度 安定配当 

2013-15年度 積極的な成長投資 

 

さらに戦略投資等によるキャッシュフローの増分
によっては増配のリアルオプションをリテイン 株主価値の最大化 

をめざして 

正
の
相
関
関
係

 

配当金150円を下限 

 2012-15年度 原則減配なし 
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Global Top-Tier  

ROE 

2015年度 15% レベル 

Equity Spread 

(ROE-資本コスト) 

2015年度   7%レベル 

 

株主価値創造の 

代理変数 

Top Value Creator 

シグナリング効果 

ケータリング効果 
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2013年度より積極的な成長投資へと転換 
Adaptive Financial Policyと”攻めの財務”の運用 

Adaptive Financial Policy 

安定配当を維持しつつ、13年度から増加する 
成長投資へ柔軟にキャッシュインカムを配分 

2015年度 

2014年度 

2013年度 

2012年度 

2011年度 成長投資 配当 財務基盤強化 

13-15年度 
積極的な 

CAPEX配分 

 

 

Net DER 
0.3 レベルの 

達成 
12-15年度 
安定配当 

 
DOE 8-10%  
レベル 

 （下限付き） 
 

戦略的成長投資のpriority 
 
①オンコロジー、中枢神経を中心とする専門領域を 
  First pickとした企業買収・製品導入 
 
②中国を中心とする新興国での投資案件の模索・ 
  検討も継続 
 
③Category Mix Modelに合致した投資案件 
  -アジアでのジェネリック医薬品やOTC事業などを 
   想定 
 

最大で１５００億円-２０００億円規模の 
戦略投資枠を確保 

”攻めの財務”への転換 

Debt Capacityの改善により 

13年度から戦略投資枠を大幅に拡大 

Net DER 
0.3 以下 

 
 

Net 
Debt/EBITDA 

1倍以下 NPV Positiveのディールを採択する 

ことにより株主価値最大化をめざす 
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直ちにめざしていく目標 
Global Top-Tier High-Performance Company 

 
 Performing Better with Less Resources 

- Innovation, Access and Partnership - 

• オンコロジー、てんかんおよび肥満領域でグローバルビジネスの３５％にまで成長 
（２０１１年度１６%） 

• 新興国市場はリージョン全体の１１%を達成しグローバル成長に大きく貢献（２０１１年度５％） 

• 売上高販管費率は２０１１年度の４０％レベルから２０１５年度に３０％未満のレベルへ 

トランスフォーメーションの進展 

コンセプト 

• 営業利益１０００億円以上 過去最高益達成をめざす 

• ２０１３年度からＥＰＳの年２桁成長 過去最高ＥＰＳ達成をめざす 

• ＲＯＥ は１５％レベルに向上 業界トップかつ過去最高水準のＲＯＥ達成をめざす 

めざす経営指標 

プロダクト クリエーション力のさらなる強化 
マーケティング力の抜本的強化 

フォーカス ポイント 
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