トップ メッセ ー ジ

日本 新 薬 は 、高 品 質 で 特 長 のある製 品を
社 会に提 供し、人
供し 人 々の 健 康に貢 献します

〈日 本新薬が目指す姿〉

2017年度の医薬品事業については、前期に計上した

目指すのは、ヘルスケア分野において

「ウプトラビ」の過年度原薬代金の精算による収益がな
かったものの、前立腺肥大症に伴う排尿障害改善剤「ザ

「存在意義のある会社」

ルティア」、骨髄異形成症候群治療剤「ビダーザ」等の新製

日本新薬は、医薬品および機能食品事業の推進を通じ

品群の伸長に加え、共同販促収入や2016年11月に国内

て、高品質で特長のある製品を社会に提供することにより、

で販売を開始した自社創薬品の肺動脈性肺高血圧症治

人々の健康に貢献することを使命としています。また、製

療剤「ウプトラビ」の売上伸長と同製品の海外売上に伴う

薬会社として優れた医薬品を提供することはもちろん、社

ロイヤリティ収入が増加し、売上高は874億1千6百万円

会や地域の一員としてその発展に貢献することも果たす

（対前期比2.5％の増収）となりました。機能食品事業に

べき役割と考え、ステークホルダーの視点に立った企業価

ついては、プロテイン製剤、品質安定保存剤、健康食品素

値の向上に努めています。ヘルスケア分野になくてはな

材の売上が増加し、売上高は140億3千1百万円（対前期

らない事業体として、独自性があり、社会から信頼され、

比4.2％の増収）
となりました。その結果、日本新薬グルー

評価される組織、すなわち「存在意義のある会社」となる

プの売上高は1,014億4千8百万円と対前期比2.7％の増

ことを目指しています。

収となりました。
利益面では、営業利益は170億7千9百万円（対前期比
11.8％の増益）、経常利益は174億5千1百万円（対前期

〈2017年度の概況〉

比7.4％の増益）、親会社株主に帰属する当期純利益は

売上・利益ともに前年度を上回り、

129億5千3百万円（対前期比10.2％の増益）と、いずれ

いずれも過去最高を達成

も大幅な増益となり、いずれも過去最高を更新しました。

2016年度 業績
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2017年度 業績

増減率

売上高

98,781 百万円

101,448 百万円

2.7 %

営業利益

15,280 百万円

17,079 百万円

11.8 %

経常利益

16,244 百万円

17,451 百万円

7.4 %

親会社株主に帰属する
当期純利益

11,749 百万円

12,953 百万円

10.2 %
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〈経営の基本方針〉

機能食品事業

医薬品事業

13.8％

86.2％

［全体戦略］

［事業戦略］

すべての事業活動の核となる
経営理念の実践

持続的な成長へ

泌尿器科用薬剤

17.2％

工業所有権等
収益

五つの注力領域に経営資源を集中し、自社創

日本新薬は、医薬品と機能食品事業を通じて「人々の

10.2％

血液内科用薬剤

15.8％

101,448

難病・
希少疾患用薬剤

その他

23.0％

7.4％
4.8％

7.8％

1,080

売上高

85,315

売上高

987

1,014

●婦人科

機能食品事業
製薬企業としての高い 技術力を生かし、顧客

持続的な成長に向けて

66,340

●血液内科

●難病・希少疾患

842

ニーズが高い、高付加価値製品を中心とした事業

〈今後の成長戦略〉

70,489

●泌尿器科

（億円）

87,416

80,000

注力領域

●耳鼻咽喉科

長を果たしていきます。

（百万円）

外事業の拡大に向け、
経営基盤を構築します。

差別化の追求

に向けて行動することで、患者さんはもとより、さまざま

活動をより一層推進します。そのような信頼のうえで他社

医薬品事業

63,345

海外展開の
推進

医薬品事業・
機能食品事業に
おける

一人ひとりが高い倫理観とスピード感を持ち、目標達成

との差別化を図り、新製品発売、収益性の向上に努め、成

70,000

させるとともに販売シェアを拡大します。同時に、海
研究開発
パイプラインの
充実

なステークホルダーとの信頼関係を構築し、誠実な企業

婦人科用薬剤

耳鼻咽喉科用薬剤

に実践します。また、そのための行動指針として「チャレ
ンジ」
「スピード」
「インべスティゲーション」を掲げ、社員

百万円

90,000

薬・導入・PLCMの3本柱によりパイプラインを充実

健康と豊かな生活創りに貢献する」という経営理念を確実
売上高

医薬品事業

2015

2016

2017

2018

（年度）

（予想）

へ注力することで、安定的な収益構造への変革を
成し遂げます。

研究開発や海外展開を加速

60,000

2018年度診療報酬改定に伴う薬価改定は、業界全体
50,000
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機 能 食 品 事業
14,500

売上高

14,031

（百万円）
14,000

13,651

13,720

13,172

13,466

13,000

として医療費ベースで1.65％（薬剤費をベースにすると

研究開発では、オープンイノベーションの推進や最新の

を進めていきます。対象国の状況に合わせた最適な方策

7.5％）の引き下げとなり、製薬企業にとって大変厳しい内

創薬手法にも果敢にチャレンジし、独自性の高い医薬品

で海外展開を推進していくことで、海外売上高のアップを

容でした。また、薬価制度の抜本改革では、新薬創出等加

の創出と、臨床試験の確実な推進に取り組んでいきます。

目指します。

算の対象品目が大幅に縮小され、一部の長期収載品の薬

中長期的に最注力する3領域（泌尿器科、血液内科、難病・

設備投資としては、2016年3月に竣工した治験原薬製

価を後発医薬品と同じ水準まで引き下げる新たな制度も

希少疾患）を中心として、治療ニーズが満たされない疾患

造棟で核酸医薬品や子宮内膜症治療剤「NS-580」など

導入されました。このような医療費抑制のための諸施策

に経営資源を集中し、自社創薬・導入・PLCM（プロダク

の治験原薬製造を進めており、原薬コストの削減と研究開

に加え、技術革新の急速な進展や業界再編など、医薬品

ト・ライフサイクル・マネジメント）の3本柱でパイプライン

発のスピードアップにつなげています。また、自社創薬品

業界の変化は激しくかつ大きくなっていくことが予想され

を充実させるとともに、年平均1品目以上の上市とその後

の高生理活性物質の自社製造ならびに受託製造を行うた

ます。食品業界においても、消費者の低価格志向は変わ

の育薬により市場シェアの拡大を目指します。

め、小田原総合製剤工場内に高生理活性固形製剤棟を建

らず、市場の競争はさらに激化することが見込まれます。

海外事業については、
「ウプトラビ」の販売国の拡大お

設（2017年7月に竣工）し、2018年度後半より本格稼動
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このような環境変化に対応し、今後も成長し続けていくた

よび市場浸透により、今後も成長を見込んでいます。ま

めには、研究開発のスピードアップや海外展開などによ

た、米国子会社のNS Pharma, Inc.や北京事務所の組織

る事業価値の最大化を、より一層、推し進めていく必要が

強 化 を 行 い、デュシェンヌ型 筋ジストロフィー 治 療 剤

あると考えています。

を予定しています。

「NS-065/NCNP-01」などの開発品を中心とした事業化
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ガバナンスについては経営の透明性を確保し、すべて

り組んでいます。また、従業員個々人が能力を発揮し、活

のステークホルダーの皆さまへの説明責任を果たすこと

躍できるようモチベーション向上策を推進しています。

が経営の最重要課題の一つであると認識しており、当社

2018年1月には製薬業界で初めて、MR職にフレックスタ

のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と方

イム制度を導入しました。これからも、従業員にとって働

針をまとめた「コーポレート・ガバナンスに関する基本方

きやすい環境を整えるとともに、業務の効率化を推進して

針」に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に継続的

いきます。

［1株当たり配当金］
（円）
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に取り組みます。また、コンプライアンス部門研修を毎月
〈ESGへの取り組 み 〉

実施するなど、さまざまな研修・啓発活動を通して社員

事業活動を通じた貢献を中心に

一人ひとりへの意識付けを行い、誠実な企業活動に努め

社会への責任を果たす

ています。

〈2018年度の見込み〉

医薬品事業・機能食品事業
ともに増収を継続
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当社の事業の目的は、人々の生命や健康を守ることに

〈 人 材 へ の 取り組 み 〉

あり、事業活動自体が企業価値と社会価値を両立させ

会社の持続的成長を支える

ることにつながると考えています。特に、当社が注力して

社員一人ひとりの成長

いるのは、患者さんが少ない難病や希少疾患の治療剤の

2018年度の医薬品事業については、
「ウプトラビ」や
「ザルティア」などの新製品群の伸長やウプトラビの海外
売上に伴うロイヤリティ収入の伸長などにより売上高は

株主の皆さまへの適切な利益還元については、業績連

936億円（対前期比7.1％の増収）を見込んでいます。機

動型の配当として連結配当性向30％前後の配当を行う

能食品事業については新製品開発・投入に一層注力し、

方針です。2017年度の配当金につきましては、中間配当

開発であり、それらを通じて独自の価値を提供していきた

会社の成長は、個人の成長の上に成り立っており、成長

いと考えています。さらに、患者さんや医療関係者への使

を実現するためには、社員一人ひとりの成長が欠かせませ

重点品目への取り組みを強化することで、売上高は144億

金1株当たり26円、期末配当金1株当たり26円の年間で

命を果たすだけでなく、ESG（環境・社会・ガバナンス）へ

ん。人材については、
「常に問題意識を持ち、自ら考え行

円（対前期比2.6％の増収）となる見込みです。

1株当たり52円を支給しました。2018年度の配当予想

の取り組みを充実させることで、SDGs（国連で採択され

動する人」を求める人物像とし、さまざまな研修制度によ

利益面では、営業利益は185億円（対前期比8.3％の増

額につきましては、中間配当金1株当たり29円、期末配

た持続可能な開発目標）の達成に貢献するなど、すべての

る人材育成をはじめ、女性・定年退職者などの積極的な

益）
、経常利益は190億円（対前期比8.9％の増益）
、親会

当金1株当たり29円の年間で1株当たり58円を予定して

ステークホルダーの皆さまから信頼され、必要とされる企

活用や、多様な個性・能力を備えた人材の採用活動に取

社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 は140億 円（対 前 期 比

おります。

8.1％の増益）と、いずれも前年度に比べ増益を見込んで

業を目指します。

おり、引き続き売上とともに過去最高の業績を目指します。

［SDGs（持続可能な開発目標）］

［人事戦略に基づく主な取り組み］

創りに貢献する」を事業活動の軸とし、経営方針である
〈株主の皆さまへ〉

●新卒一括採用だけでなく、外部の優秀な人材の採用（中
途採用）や外国人留学生などの採用を幅広く実施
●会社の基幹業務を担う、
グローバル感覚に優れた人材
の育成
●社内外で評価され得る人材を輩出するため、ビジネス
リーダーの育成や英語力を強化する研修を実施
●性別、年齢、ハンディキャップを問わず多様な人材を活用
●社員一人ひとりが誇りを持って、目標達成に向けて前向
きにチャレンジし、成長できる環境の整備

日本新薬は、経営理念である「人々の健康と豊かな生活

「高品質で特長のある製品を提供する」
「社会からの信頼

2017年度と比べて

を得る」
「一人ひとりが成長する」を確実に実践することで、

1株当たり6円の増配を予定

持続的な成長を成し遂げていきます。

企業が持続的に成長し、株主の皆さまへ価値を提供し

2018年8月

ていくためには、経営にかけたコスト以上の収益を上げ
る必要があります。当社の2017年度の経営効率を示す指

代表取締役社長

標であるROEは10.8％と当社資本コストを上回っており、
今後も高い価値創造を目指して取り組んでいきます。
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