
の「オルゴビクス」「マイフェンブ

リー」「ジェムテサ」の研究開発費が

大きな増加要因となっていました

が、これらが上市したことから、今後

は、ulotaront（SEP-363856）、

SEP-4199など現在の後期開発品

や再生・細胞医薬分野などにシフト

していきます。

　ただし、「ラツーダ」が米国で独占

販売期間終了（LOE）後の2023年

度以降は、研究開発投資総額を現

在の水準よりも縮小していかなけれ

ばなりません。限りある研究開発費

をより有効に活用するため、当社グ

ループの成長を支えるパイプライン

は何なのかをしっかりと見極めた

うえで、優先順位の高いパイプライ

財務方針：財務レバレッジによる戦略的投資を実施

● 5年間で3,000～6,000億円の戦略投資枠を確保 
● 2020年度までに約3,600億円の戦略投資を実施済

● 2022年度まで年間900億円以上の研究開発費を確保

　「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」では、財務方針として、積極的

な研究開発投資に加え、財務レバ

レッジにより2018年度から5年間

の戦略投資枠を3,000～6,000億

円に設定しました。

　この方針のもと、2019年度の

Roivant社との戦略的提携によって

約3,300億円の投資を実施し、その

後も後期開発品を中心とした研究

開発費等の拠出およびユーロバン

ト社の完全子会社化を合わせ2021

年度末までに合計約5,100億円の

投資を実行しました。この大型投資

によって、ポスト・ラツーダの成長

の道筋を明確化することができま

した。

　現時点ではこれ以外の大型投資

は考えていませんが、今後も開発

パイプライン獲得のための投資など

は実施する予定であり、早期に収益

に貢献できる品目や、現在の営業基

盤を有効活用できる品目などを導入

していきたいと考えています。

　一方、研究開発投資については、

本中計の5年間で4,500億円の投資

レベルを設定し、この方針のもと、

2021年度実績は940億円、2022

年度は930億円を計画しています。

これまではスミトバントグループ

ンから重点的に資金を配分してい

きます。基本的に自社研究から生ま

れた新薬候補を優先的に開発・

上市していく方針です。さらに、

大塚製薬株式会社との共同開発

のように戦略的パートナリングに

よって開発費用を軽減していくこ

とも検討していきます。

　資金調達については、調達コスト

や格付への影響などを踏まえ、財務

健全性を考慮した資金調達を実施

を金融機関の長期借入による借換

えを2020年度に行いました。これ

らにより、キャッシュフロー面で財

務健全性は維持していると考えて

います。

　今後、中長期的な財務健全性を

維持するために、2,701億円（2022

年3月末時点）の有利子負債を計画

的に削減していく方針です。

　2022年度は、長期借入金201億

円の返済により、2017年度に借り

入れた長期借入金が完済となり、残

る有利子負債の残高は、Roivant社

との戦略的提携にともない資金調

達を行った2,500億円のみとなる

予定です。

　さらに財務健全性の目安として、

運用資金から有利子負債を差し引

いたネットキャッシュの改善を重

視しています。

　事業利益の最大化を図るとと

もに投資有価証券の売却などに

よるキャッシュ創出で、2019年

度△1,700億円程度であったネッ

トキャッシュを2021年度は△350

億円程度まで改善しました。

　2022年度は減益によって悪化

する見通しですが、今後もグループ

全社でキャッシュフロー重視の経営

を推進することにより継続的な改善

を目指します。

　当社では、資本効率を意識した

経営を実行するために本中計の経

営目標にROICおよびROEを設定

しています。

　2022年度はROIC0.7％、ROE

3.6％へと低下する見通しです。

ROICの大幅な低下は、コア営業利

益が半減する一方、主な減益要因

が税効果のとれない北米子会社の

損益悪化によるものであるため、

法人所得税は大きく減少せず、税

引き後コア営業利益が大幅に減少

するためです。

　「ラツーダ」が米国でLOE後の

2023年度も厳しい状況が続くと予

想されますが、自社新製品の上市

などによる収益力強化やグロー

バルな経営効率の向上に努め、

2020年代後半にROE10％以上の

実現を目指します。

　最後に、株主還元方針ですが、

「安定的な配当に加えて、業績向上

に連動した増配を実施する」という

配当方針は変わりません。中期経営

計画の5年間平均の配当性向として

は20％以上を目安としています。

　この配当方針に基づき2022年度

（2023年3月期）は、中間配当、期末

配当とも2021年度と同額の1株に

つき14円、年間合計で28円（連結配

当性向50.6%）を予定しています。

運用資金の期末残高

2,214億円

1,276億円2019年度末

2020年度末

2,349億円2021年度末

Roivant社との戦略的提携
約3,300億円
ユーロバント社 完全子会社化
約300億円

M&A枠
3,000～6,000億円

保有キャッシュ

財務レバレッジ

していく方針です。2019年度の

Roivant社との戦略的提携では、

対価支払いのために短期借入による

2,700億円の資金調達をしました。

このうち1,200億円は資本性資金

の調達を目的としたハイブリッド

社債発行によって借換えを行うと

ともに、残りの1,500億円について

も、財務安定化を目的に1,250億円

自社新製品の上市などによる収益力強化と
グローバルな経営効率の向上を目指します。

財務方針（社長メッセージ）価値創造の戦略

優先順位の高い
パイプラインに
研究開発費を重点配分

中長期的な財務健全性を
維持するため、
有利子負債の削減、
ネットキャッシュの
改善に注力

940億円829億円 971億円926億円
2018年度 2020年度 2021年度

930億円（予想）
2022年度2019年度
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や再生・細胞医薬分野などにシフト

していきます。

　ただし、「ラツーダ」が米国で独占
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度以降は、研究開発投資総額を現
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ばなりません。限りある研究開発費
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計」）」では、財務方針として、積極的

な研究開発投資に加え、財務レバ
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投資を実行しました。この大型投資

によって、ポスト・ラツーダの成長

の道筋を明確化することができま

した。

　現時点ではこれ以外の大型投資

は考えていませんが、今後も開発

パイプライン獲得のための投資など

は実施する予定であり、早期に収益

に貢献できる品目や、現在の営業基
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　一方、研究開発投資については、
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レベルを設定し、この方針のもと、

2021年度実績は940億円、2022

年度は930億円を計画しています。

これまではスミトバントグループ

ンから重点的に資金を配分してい

きます。基本的に自社研究から生ま

れた新薬候補を優先的に開発・

上市していく方針です。さらに、

大塚製薬株式会社との共同開発

のように戦略的パートナリングに

よって開発費用を軽減していくこ

とも検討していきます。
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達を行った2,500億円のみとなる
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　さらに財務健全性の目安として、

運用資金から有利子負債を差し引

いたネットキャッシュの改善を重
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　事業利益の最大化を図るとと

もに投資有価証券の売却などに
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度△1,700億円程度であったネッ

トキャッシュを2021年度は△350

億円程度まで改善しました。

　2022年度は減益によって悪化
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全社でキャッシュフロー重視の経営

を推進することにより継続的な改善
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　当社では、資本効率を意識した
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益が半減する一方、主な減益要因
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実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報ガバナンスプロフィール

代表取締役社長

野村 博

価値創造の戦略
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