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本資料ご利用上のご注意
 本資料において提供される情報は、いわゆる「見通し情報」を含みます。これら見通し情報は現時点で入
手可能な情報に基づく当社の判断によるものであり、既知・未知のリスクや不確実な要素が含まれています。
従って、実際の業績は様々な要因によってこれらの見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

 それらのリスクや不確実性には、一般的な業界ならびに市場の状況、金利、通貨為替変動といった一般的
な国内および国際的な経済状況が含まれます。リスクや不確実性は特に製品に関連した見通し情報に存在し
ます。製品のリスク、不確実性には技術的進歩、特許の競合他社による獲得、臨床試験の完了、製品の安全
性ならびに効果に関するクレームや懸念 規制当局からの承認取得 国内外の医療保険制度改革 医療費抑性ならびに効果に関するクレームや懸念、規制当局からの承認取得、国内外の医療保険制度改革、医療費抑
制への傾向、国内外の事業に影響を与える政府の法規制、新製品開発に付随する課題などが含まれますが、
これらに限定されるものではありません。

 また、承認済み製品に関しては、製造およびマーケティングのリスクがあり、需要を満たす製造能力を欠また、承認済み製品に関しては、製造およびマ ケティングのリスクがあり、需要を満たす製造能力を欠
く状況、原材料の入手困難、市場の需要が得られない場合などが含まれますが、これらに限定されるもので
はありません。

 今後、新しい情報、将来の出来事もしくはその他の事項より、見通し情報に更新・修正が望ましい場合で
あっても、当社はそれを行なう意図を有するものではなく、義務を負うものではありません。

 本資料中の医薬品（開発中も含む）の情報は、宣伝・広告や医学的アドバイスを目的としているものではあ

りません。

本資料に関するお問合せ先

持田製薬株式会社 経営企画部 広報室

TEL ０３－３２２５－６３０３
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成 算平成26年3月期決算

総 括総 括
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平成26年3月期の総括
■ 連結業績は増収増益

● 新薬の「レクサプロ」「ディナゲスト」、主力の「エパデール」、
ジ ネリ クの伸長や 10月より販売開始の「トラムセ ト」のジェネリックの伸長や、10月より販売開始の「トラムセット」の
寄与があり、医薬品関連事業が全体的に順調に推移

● ロイヤリティ収入等は減少● ロイヤリティ収入等は減少
● ヘルスケア事業も抗菌ケア製品が堅調で増収

■ 開発パイプラインは各ステ ジを進捗■ 開発パイプラインは各ステージを進捗
● 肺動脈性肺高血圧症治療剤「トレプロスト」承認取得（26年3

月）月）
● 高血圧症治療用配合剤「アテディオ」味の素製薬が承認取得

（26年3月）

平成26年3月期決算説明会
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売上高・利益の推移（連結）
（単位 百万円） ◆ご参考（既 表数値）

25年3月期
実績

（対前期比）

26年3月期
実績

（対前期比）
対前期増減額

（単位：百万円） ◆ご参考（既公表数値）

26年3月期
通期予想

（25年5月13日）（対前期比） （対前期比）

売上高
８９，２１０

（３．５％）

９３，９４７

（５．３％）

４，７３６

（25年5月13日）

９４，０００

（５．４％）

営業利益
１４，０１７

（▲６．１％）

１６，６００

（１８．４％）

２，５８３

営業利益率 １５ ７％ １７ ７％

１４，５００

（３．４％）

１５ ４％営業利益率 １５．７％ １７．７％

経常利益
１４，１８８

（▲７．２%)

１６，７９９

（１８．４％）

２，６１０

１５．４％

１４，６００

（２．９％）

当期純利益
９，１５２

(０．８%)

９，８９２

（８．１％）

７４０ ９，３００

（１．６％）

１２，９００研究開発費 １２，５１９ １１，９６１ ▲５５８

平成26年3月期決算説明会
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売上高の推移（事業別）

（単位：百万円）

25年3月期 26年3月期
対前期増減額

26年3月期

◆ご参考（既公表数値）

実績
（対前期比）

実績
（対前期比）

対前期増減額

売 上 高
８９，２１０ ９３，９４７ ４，７３６

通期予想
（25年5月13日）

９４，０００
売 上 高

（３．５％） （５．３％）

医薬品関連事業 ８５，１７７

（３ ５％）

８９，５８６

（５ ２％）

４，４０８

（５．４％）

８９，７１０

（５ ３％）（３．５％） （５．２％）

ヘルスケア事業 ４，０３２

（３．５％）

４，３６０

（８．１％）

３２８

（５．３％）

４，２９０

（６．４％）

平成26年3月期決算説明会
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主要医薬品の売上高推移
26年3 期

（単位：億円、1億円未満切捨）

製 品 名
25年3月期
売上高

26年3月期

売上高
対前期増減

額 ％額 ％

高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤 エパデール ３７２ ３７７ ＋５ ＋１％

持続性Ｃａ拮抗降圧剤 アテレック １２１ １１７ ▲４ ▲３％

子宮内膜症治療剤 ディナゲスト ７１ ９０ ＋１８ ＋２６％

抗うつ剤 レクサプロ ６１ ７６ ＋１５ ＋２５％

抗ウイルス剤 アラセナ Ａ ２２ ２２ ▲０ ▲３％抗ウイルス剤 アラセナ-Ａ ２２ ２２ ▲０ ▲３％

血液凝固阻止剤 ノボ・ヘパリン １８ １９ ＋０ ＋４％

膵炎・ショック治療剤 ミラクリッド １８ １７ ▲０ ▲５％

＊レクサプロは自社販売と田辺三菱製薬株式会社への販売の合算

平成26年3月期決算説明会
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主要医薬品の売上高推移
26年3 期

（単位：億円、1億円未満切捨）

製 品 名
25年3月期
売上高

26年3月期

売上高
対前期増減

額 ％額 ％

速効型食後血糖降下剤 ファスティック １９ １４ ▲５ ▲２７％

慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤 トラムセット ー １２ １２ ー

真菌症治療剤 フロリード １１ １２ ＋０ ＋８％

自律神経調整剤 グランダキシン １３ １２ ▲０ ▲７％

子宮内膜症・子宮筋腫治療剤 スプレキュア １０ ９ ▲１ ▲１１％子宮内膜症・子宮筋腫治療剤 スプレキュア １０ ９ ▲１ ▲１１％

尖圭コンジローマ・日光角化症治療薬 ベセルナ ８ ９ ＋０ ＋６％

後発品 ４４ ５４ ＋９ ＋２２％

＊トラムセットは平成25年10月より販売

平成26年3月期決算説明会
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医薬品開発状況
開発番号 般名など 開発段階 適応症 剤型 備考開発番号 一般名など 開発段階 適応症 剤型 備考

AJH801＊ ｱﾃﾃﾞｨｵ配合錠、ﾊﾞﾙ
ｻﾙﾀﾝ/ｼﾙﾆｼﾞﾋﾟﾝ配
合剤

承認取得（3月） 高血圧症 経口剤 味の素製薬（株）と共同開発

合剤

MD‐0701＊ ﾄﾚﾌﾟﾛｽﾄ、ﾄﾚﾌﾟﾛｽﾁﾆ
ﾙ

承認取得（3月） 肺動脈性肺高
血圧症

注射剤 米国ﾕﾅｲﾃｯﾄ゙･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ社
から導入

MD‐0901 ﾒｻﾗｼﾞﾝ 臨床第Ⅲ相 潰瘍性大腸炎 経口剤 英国ｼｬｲｱ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽ･゙
ｸﾞﾙｰﾌﾟ社から導入

MLD-55 ﾚｸｻﾌﾟﾛ、ｴｽｼﾀﾛﾌﾟﾗﾑ 臨床第Ⅲ相 社交不安障害 経口剤 ＜効能追加＞ﾃﾞﾝﾏｰｸ ﾙﾝﾄ゙
ﾍﾞｯｸ社から導入ﾍｯｸ社から導入

MND-21 ｴﾊﾟﾃﾞー ﾙ、ｲｺｻﾍﾟﾝﾄ酸
ｴﾁﾙ

臨床第Ⅱ相終了 非アルコール
性脂肪肝炎

経口剤 ＜効能追加＞

ﾞ ﾞ ﾞ ﾞ 後 効能追加 独MJR-35 ﾃﾞｨﾅｹﾞｽﾄ、ｼﾞｴﾉｹﾞｽﾄ 臨床後期第Ⅱ相 子宮腺筋症 経口剤 ＜効能追加＞独国ｲｴﾅﾌｧｰﾑ
（ﾊﾞｲｴﾙ・ﾌｧｰﾏAG）から導入

MTD‐39 ﾍﾞｾﾙﾅ、ｲﾐｷﾓﾄﾞ 臨床前期第Ⅱ相 尋常性疣贅 外用剤 ＜効能追加＞豪国ｱｲﾉﾊ･゙
ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ社から導入ﾌｧ ｼ ﾃｨｶﾙｽ社から導入

＊第2四半期決算発表（10月）から変更のあったもの

平成26年3月期決算説明会
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連結貸借対照表

前期末
（25年3月31日）

当期末
（26年3月31日）

増減額

（単位：百万円）

（25年3月31日） （26年3月31日）

資産合計 １２０，８２８ １３０，６６９ ９，８４０ 項目 増減額概数

現預金 40億円

主な変動要因

流動資産 ８６，６９２ ９３，８４２ ７，１４９

固定資産 ３４，１３６ ３６，８２７ ２，６９１

現預金
繰延税金資産
棚卸資産

億円
4億円

21億円

有形・無形固定資産
投資その他
繰延税金資産 ▲

5億円
23億円
2億円

負債純資産合計 １２０，８２８ １３０，６６９ ９，８４０

支払手形 買掛金 12億円
流動負債 ２５，３５４ ２９，０４１ ３，６８７

固定負債 ６，９３２ ７，９３９ １，００６

支払手形・買掛金
未払法人税等

12億円
17億円

長期借入金
退職給付に係る負債

▲ 3億円
15億円

純資産 ８８，５４２ ９３，６８８ ５，１４６
利益剰余金
自己株式
その他有価証券
評価差額金
退職給付調整累計額 ▲

37億円
5億円

16億円

7億円

平成26年3月期決算説明会
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成 算平成27年3月期決算

予 想予 想

平成26年3月期決算説明会
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平成27年3月期の展望と課題

■ 薬価改定率 ▲６．７％を吸収して増収を目指す

・ ｢レクサプロ｣はＳＳＲＩ市場ナンバーワンを目指す・ ｢レクサプロ｣はＳＳＲＩ市場ナンバーワンを目指す

・ ｢ディナゲスト｣「ベセルナ」「トラムセット」 の売上高拡大

｢エパデ ル」の循環器領域での地位堅持・ ｢エパデール」の循環器領域での地位堅持

・ 「アテディオ」の投入により、｢アテレック｣ の売上高を

中長期的 拡大中長期的に拡大

・ ジェネリック医薬品の売上高伸長

■ 「トレプロスト」発売により難治性疾患への取り組みを開始

■ 開発パイプラインの進捗、開発品目の導入推進

■ ヘルスケア事業は販売拡大と各ブランドの確立

平成26年3月期決算説明会
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主要医薬品の売上高予想
（単位：億円、1億円未満切捨）

製 品 名
26年3月期
売上高

27年3月期予想

売上高
対前期増減

額 ％額 ％

高脂血症・閉塞性動脈硬化症治療剤 エパデール ３７７ ３４１ ▲３６ ▲１０％

持続性Ｃａ拮抗降圧剤 アテレック １１７ １１４ ▲３ ▲３％持続性Ｃａ拮抗降圧剤 アテレック １１７ １１４ ▲３ ▲３％

抗うつ剤 レクサプロ ７６ １０４ ＋２７ ＋３６％

子宮内膜症治療剤 ディナゲスト ９０ ９２ ＋２ ＋３％

慢性疼痛・抜歯後疼痛治療剤 トラムセット １２ ３１ ＋１８ ＋１４２％慢性疼痛 抜歯後疼痛 療剤 ラ ％

抗ウイルス剤 アラセナ-Ａ ２２ １９ ▲３ ▲１４％

血液凝固阻止剤 ノボ・ヘパリン １９ １８ ▲１ ▲５％

＊アテレックはアテディオ配合錠を含む ＊レクサプロは自社販売と田辺三菱製薬株式会社への販売の合算
＊トラムセットは平成25年10月より販売

平成26年3月期決算説明会
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主要医薬品の売上高予想
（単位：億円、1億円未満切捨）

製 品 名
26年3月期
売上高

27年3月期予想

売上高
対前期増減

額 ％額 ％

膵炎・ショック治療剤 ミラクリッド １７ １４ ▲２ ▲１５％

真菌症治療剤 フロリード １２ １１ ▲１ ▲８％真菌症治療剤 フロリード １２ １１ ▲１ ▲８％

自律神経調整剤 グランダキシン １２ １０ ▲１ ▲１４％

尖圭コンジローマ・日光角化症治療薬 ベセルナ ９ １０ ＋０ ＋９％

速効型食後血糖降下剤 ファスティック １４ ９ ▲５ ▲３７％速効型食後血糖降下剤 ファスティック １４ ９ ▲５ ▲３７％

子宮内膜症・子宮筋腫治療剤 スプレキュア ９ ８ ▲１ ▲１４％

後発品 ５４ ６８ ＋１３ ＋２５％

平成26年3月期決算説明会
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売上高予想（事業別）

（単位：百万円）

25年3月期実績 26年3月期実績 27年3月期予想
（対前期比） （対前期比） （対前期比）

売 上 高
８９，２１０

（３．５％）

９３，９４７

（５．３％）

９５，０００

（１．１％）

医薬品関連事業 ８５，１７７

（３．５％）

８９，５８６

（５．２％）

９０，３６０

（０．９％）

ヘルスケア事業 ４ ０３２ ４ ３６０ ４ ６４０ヘルスケア事業 ４，０３２

（３．５％）

４，３６０

（８．１％）

４，６４０

（６．４％）

平成26年3月期決算説明会
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売上高・利益予想（連結）
（単位：百万円）

25年3月期実績
（対前期比）

26年3月期実績
（対前期比）

27年3月期予想
（対前期比）

８９ ２１０ ９３ ９４７ ９５ ０００

（単 百 ）

売上高
８９，２１０

（３．５％）

９３，９４７

（５．３％）

９５，０００

（１．１％）

営業利益
１４，０１７

（▲６ １％）

１６，６００

（１８ ４％）

１４，８００

（▲１０ ８％）
営業利益

（▲６．１％） （１８．４％） （▲１０．８％）

営業利益率 １５．７％ １７．７％ １５．６％

経常利益
１４，１８８

（▲７．２%)

１６，７９９

（１８．４％）

１５，０００

（▲１０．７％）

当期純利益
９，１５２ ９，８９２ １０，０００

当期純利益
(０．８%) （８．１％） （１．１％）

研究開発費 １２，５１９ １１，９６１ １２，０００

平成26年3月期決算説明会
16



2014-2016年度

中期経営計画中期経営計画

平成26年3月期決算説明会
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2014-2016年度 中期経営計画

■ 中期経営計画方針

総合健康関連企業グループとして企業価値向上を図るために総合健康関連企業グル プとして企業価値向上を図るために、

研究・開発から製造・販売までのグループ総合力を結集し、

医療ニーズ・健康ニーズに応えることで 持続的成長に向けた医療ニーズ・健康ニーズに応えることで、持続的成長に向けた

安定的収益基盤を確立する

売上高 １ １００億円

2016 年度 経営目標数値（連結）

売上高 １,１００億円
営業利益 １６０億円
研究開発費 １６０億円研究開発費 １６０億円
社員一人当り生産性 ６,０００万円以上

平成26年3月期決算説明会
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2014-2016年度 中期経営計画
医 循環器、産婦人科、皮膚科、救急、精神科にリソースを集中し、

スペシャリティファーマを目指す
 アライアンスを活用し、製品と開発品パイプラインを充実させる


医
薬
事
業 LCMにより、開発品と製品の品目価値向上を図る
 顧客重視のマーケティング・営業戦略を推進

業
戦
略

開発  MD 0901 「レクサプロ 社交不安障害 「デ ナゲスト 子宮腺筋症の承認取得開発  MD-0901、「レクサプロ」社交不安障害、「ディナゲスト」子宮腺筋症の承認取得
 「ベセルナ」尋常性疣贅の効能追加の推進
 開発品と製品の育薬
 導入戦略によるパイプラインの充実
 医療ニーズ・顧客ニーズに応える付加価値型製剤の導入・開発

製剤 続くバ 後続 推進

販売

 G-CSF製剤に続くバイオ後続品の開発推進
 敗血症診断薬の開発推進

 重点領域をすべて一人でカバーできるＭR育成とMR750 名体制の維持・継続
「レクサプロ」早期売上拡大により、日本での抗うつ剤トップシェアへ
「ディナゲスト」「ベセルナ」で産婦人科 皮膚科領域強化「ディナゲスト」「ベセルナ」で産婦人科、皮膚科領域強化
「トレプロスト」発売により、難治性疾患領域での販売体制確立
「トラムセット」共同販売により内科/循環器強化
「アテレック」に配合剤「アテディオ」を投入し売上拡大へ
「エパデール」EBMの最大活用により循環器領域でのさらなる地位向上
 得意分野の製品導入 得意分野の製品導入
 後発品事業を推進して売上高100億円以上
「エパデール」スイッチOTC薬についてEPA製剤のリーディングカンパニーとして取り組む

 グローバルに通用する創薬の推進と、開発候補品３品目導出
 慢性疼痛と糖尿病・肥満領域にリソース集中

研究

平成26年3月期決算説明会
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 慢性疼痛と糖尿病 肥満領域にリソ ス集中



2014-2016年度 中期経営計画

● グローバルスタンダードに対応した設備と技術で 多様なニーズ

持田製薬工場(株)

● グローバルスタンダードに対応した設備と技術で、多様なニーズ
に応える、信頼性と効率の高い医薬品受託製造事業を推進

● 安定供給のさらなる強化

持田ヘルスケア（株）

● 敏感肌の方の基礎化粧品のエキスパートとして事業展開
● 皮膚科、産婦人科の先生方の高い支持を基盤として、

持田ヘルスケア（株）

● 皮膚科、産婦人科の先生方の高い支持を基盤として、
マーケティングを強化

● コラージュフルフルシリーズ、コラージュホワイトニングシリーズ、
B K AGEシリーズの販売を拡大するとともにブランドを確立B.K.AGEシリ ズの販売を拡大するとともにブランドを確立

平成26年3月期決算説明会
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トピックストピックス
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肺動脈性肺高血圧症治療剤｢トレプロスト｣

■肺動脈性肺高血圧症（PAH)とは
• PAHは肺動脈の異常により肺に入る血液が少なくなる難治性は肺動脈の異常により肺に入る 液が少なくなる難治性
疾患で、進行すると心不全を起こす

• 病状が進行するとプロスタグランジンI2 持続静注療法を行うが、
安定性 優れ 利便性 高 薬剤が求められ る安定性に優れ、利便性の高い薬剤が求められている

1 特定できない病因特定できない病因
正常肺動脈

大静脈
大動脈

2

1 特定できない病因特定できない病因

肺動脈

大静脈

2

過収縮過収縮 血栓血栓リモデリングリモデリング

3
肺血管抵抗の上昇右室負荷

心不全

4
5 中西 宣文 Pharma Medica 2012；30：9 12 一部改変

平成26年3月期決算説明会
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松原 広己 監修.もう肺高血圧なんかで悩まない.メディカルレビュー社;2013.p.8-13 一部改変
阿部 弘太郎,他.Heart View 2013;17:708-13 一部改変

中西 宣文．Pharma Medica 2012；30：9-12 部改変



肺動脈性肺高血圧症治療剤｢トレプロスト｣

■トレプロスト注射液 20mg、50mg、100mg、200mg
• 2014年3月24日 製造販売承認取得2014年3月24日 製造販売承認取得

• 世界30カ国以上で承認されているプロスタグランジンI2誘導体
製剤（米国等での製品名「Remodulin」）

• 携帯用小型ポンプを用いた持続投与型の注射剤
静脈内注射だけでなく 皮下注射も可能• 静脈内注射だけでなく、皮下注射も可能

• 半減期が長い
• 室温での安定性が高い室温での安定性が高い
• 短時間で薬剤調整ができる

在宅を含め長期に薬物治療が必要となる患者さんの
負担を軽減できる新しい薬剤

平成26年3月期決算説明会
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負担を軽減できる新しい薬剤



バルサルタン/シルニジピン配合剤

「アテディオ配合錠」

2014年3月24日 味の素製薬が製造販売承認取得• 2014年3月24日 味の素製薬が製造販売承認取得
• 2014年5月(予定) 持田製薬が販売開始

持続性 拮抗降 薬シ ジピ （製品名 ク）と• 持続性Ca拮抗降圧薬シルニジピン（製品名：アテレック）と
アンジオテンシンⅡ受容体拮抗薬バルサルタンとの
本邦初の配合剤本邦初の配合剤

• 1錠中にシルニジピンを10mg、
バルサルタンを80mg含有タ を g含有

平成26年3月期決算説明会
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バルサルタン/シルニジピン配合剤

「アテディオ配合錠」

2014年
「アテディオ配合錠」

イメージ

売
上
高

販売開始

↓ アテディオ

97年
「アテレック」
販売開始
↓ アテレック

95年
発売

↓ アテレック

「アテディオ配合錠」により「アテレック」を強化し 拡大させる

年度

平成26年3月期決算説明会
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「アテディオ配合錠」により「アテレック」を強化し、拡大させる


