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2011年度 2010年度 増減 上期予想 進捗率

億円 億円 億円 ％ 億円 ％

売上高 1,022 1,087 -65 -6.0 1,990 51.4

売上原価 373 413 -39 -9.6 755 49.5

売上原価率 36.5% 38.0% 37.9%

売上総利益 648 674 -25 -3.8 1,235 52.5

販管費 421 408 +12 +3.2 915 46.1

営業利益 227 265 -38 -14.5 320 71.1

経常利益 229 267 -38 -14.2 320 71.8

四半期純利益 114 146 -32 -22.1 165 69.2

※上期予想：2011年7月29日に公表した上期修正予想値

2011年度第1四半期
 

決算概況
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事業別売上高

2011年度 2010年度 増減 上期予想 進捗率

億円 億円 億円 ％ 億円 ％

売上高 1,022 1,087 -65 -6.0 1,990 51.4

（うち海外売上高） (65) (67) (-1) (-2.6) (125) (52.4)

医薬品事業 997 1,060 -62 -5.9 1,940 51.4

国内医療用医薬品 897 960 -63 -6.6 1,765 50.9

海外医療用医薬品 46 56 -9 -17.4 85 55.0

一般用医薬品 14 12 +1 +10.6 25 57.0

医薬品その他 38 29 +9 +31.6 65 59.8

その他 25 27 -2 -9.1 50 50.1

【

 
2011年度第1四半期

 
決算概況】

※上期予想：2011年7月29日に公表した上期修正予想値
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国内医療用医薬品
 

主要製品売上高

2011年度 2010年度 増減
億円 億円 億円 ％

国内医療用医薬品 897 960 -63 -6.6
レミケード 158 143 +14 +10.2

ラジカット 67 79 -12 -15.7

セレジスト 46 48 -1 -3.3

アンプラーグ 40 45 -4 -9.3

ウルソ 37 41 -3 -8.3

メインテート 34 32 +1 +5.4

タリオン 30 26 +4 +15.0

クレメジン 28 - +28 -

デパス 28 30 -2 -9.1

ヴェノグロブリンIH 24 23 0 +4.0

ヘルベッサー 23 27 -3 -13.7

タナトリル 22 27 -4 -17.4

ワクチン 70 77 -7 -9.1

（ミールビック） (41) (49) (-8) (-16.6)

（ジェービックV） (20) (17) (+3) (+17.8)

【

 
2011年度第1四半期

 
決算概況】
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売上原価・販管費

2011年度 2010年度 増減 上期予想 進捗率

億円 億円 億円 ％ 億円 ％

売上高 1,022 1,087 -65 -6.0 1,990 51.4

売上原価 373 413 -39 -9.6 755 49.5
売上原価率 36.5% 38.0% 37.9%

売上総利益 648 674 -25 -3.8 1,235 52.5

販管費 421 408 +12 +3.2 915 46.1
研究開発費 157 159 -2 -1.3 345 45.6

人件費 126 123 +2 +1.9 255 49.4

のれん償却額 25 25 0 0.0 50 50.7

その他 112 100 +12 +12.6 265 42.6

営業利益 227 265 -38 -14.5 320 71.1

【

 
2011年度第1四半期

 
決算概況】

※上期予想：2011年7月29日に公表した上期修正予想値
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営業外損益・特別損益

2011年度 2010年度 増減 上期予想 進捗率

億円 億円 億円 ％ 億円 ％

営業利益 227 265 -38 -14.5 320 71.1

営業外損益 2 2 0

経常利益 229 267 -38 -14.2 320 71.8

特別損失 31 24 +7 35 90.4
減損損失 29 - +29

投資有価証券評価損 - 16 -16

その他 2 8 -6

四半期純利益 114 146 -32 -22.1 165 69.2

【

 
2011年度第1四半期

 
決算概況】

※上期予想：2011年7月29日に公表した上期修正予想値
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期初予想 修正予想 増減

億円 億円 億円 ％

売上高 1,945 1,990 +45 +2.3

医薬品事業 1,893 1,940 +46 +2.4

その他 51 50 -1 -2.3

売上原価 755 755 - -

売上原価率 38.8% 37.9%

売上総利益 1,190 1,235 +45 +3.8

販管費 965 915 -50 -5.2
研究開発費 360 345 -15 -4.2

人件費 256 255 -1 -0.4

のれん償却額 51 50 -1 -2.0

その他 298 265 -33 -11.1

営業利益 225 320 +95 +42.2

経常利益 225 320 +95 +42.2

特別損益 -5 -35 -30

当期純利益 115 165 +50 +43.5

2011年度
 

業績予想の修正（上期）

※期初予想：2010年度決算発表時（2011年5月10日）に公表した予想値
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期初予想 修正予想 増減
（参考）

前期実績
億円 億円 億円 ％ 億円

売上高 4,030 4,050 +20 +0.5 4,095

医薬品事業 3,929 3,955 +25 +0.6 4,002

その他 100 95 -5 -5.4 93

売上原価 1,505 1,500 -5 -0.3 1,545

売上原価率 37.3% 37.0% 37.7%

売上総利益 2,525 2,550 +25 +1.0 2,549

販管費 1,895 1,870 -25 -1.3 1,783

研究開発費 690 690 - - 657

人件費 513 515 +2 +0.4 525

のれん償却額 101 100 -1 -1.0 101

その他 591 565 -26 -4.4 499

営業利益 630 680 +50 +7.9 765

経常利益 630 680 +50 +7.9 766

特別損益 -10 -45 -35 -125

当期純利益 355 375 +20 +5.6 377

2011年度
 

業績予想の修正（通期）

※期初予想：2010年度決算発表時（2011年5月10日）に公表した予想値
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2011年度に上市を期待する新製品等

免疫・炎症

その他

代謝・循環

中枢

承
継
品

新

 製

 品

効
能
追
加

申請済

承認済

※7/29

 

医薬品第一部会報告

販売・準備中

レミケード※

（クローン病用法用量変更）
2010年12月申請

クレメジン
（慢性腎不全）
第一三共より承継

2011年4月より販売開始

レクサプロ
（うつ）

2011年8月より発売予定

（持田製薬と共同販売）

メインテート
（慢性心不全）
2011年5月承認

シンポニー
（関節リウマチ）

2011年7月ヤンセンファーマ承認

（ヤンセンファーマと共同販売）

アクレフ
（癌性突出痛）
2010年10月承認

MP-424
（Ｃ型慢性肝炎）
2011年1月申請

FTY720
（多発性硬化症）
2010年12月申請
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開発パイプラインの進捗状況（１）

自社開発品

TA-7284（SGLT2阻害剤）

２型糖尿病

 
国内フェーズ3（2011年5月）

共同開発品（ヤンセンファーマ）

CNTO148（抗ヒトTNFαモノクローナル抗体製剤）

関節リウマチ

 
国内承認（2011年7月）

承認：ヤンセンファーマ

販売名：シンポニー

導出品（ヴィーヴァス）

TA-1790（PDE5阻害剤）

勃起不全

 
米国申請（2011年6月）

2010年度決算発表時点（2011年5月10日）からの主な変更点

新規化合物
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開発パイプラインの進捗状況（２）

ノバスタン（抗トロンビン剤）

ヘパリン起因性血小板減少症（HIT）II型における

 

国内承認（2011年5月）
経皮的冠動脈インターベンション時、

ならびに血液透析時の血液凝固防止

未承認薬・適応外薬解消への対応

メインテート （選択的β1遮断剤）

慢性心不全

 
国内承認（2011年5月）

アザニン（免疫抑制剤）
全身性血管炎、全身性エリテマトーデス（SLE)

多発性筋炎、皮膚筋炎、強皮症、混合性結合組織病

 

国内承認（2011年5月）
および難治性リウマチ性疾患

抗D人免疫グロブリン

分娩後、妊娠中ないし分娩における処置、

 

国内承認（2011年5月）
腹部打撲後等および妊娠28週前後のD(Rho)因子感作の抑制

2010年度決算発表時点（2011年5月10日）からの主な変更点

効能追加
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注意事項

本資料に記載した一切の記述内容は、現時点での入手可能な情報に基づき、

一部主観的前提をおいて合理的に判断したものであり、

将来の結果はさまざまな要素により大きく異なる可能性がございますので、

ご了承ください。
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