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全般の概況
　当期（2022年3月期）の医薬品業界は、先発医薬品の価格
抑制や後発医薬品の使用促進、新薬開発の難易度の高ま
りおよび研究開発費の高騰に加え、予防・複合型ソリュー
ションの普及、異業種の参入などにより、事業の予見性が
さらに低下しています。
　このような状況のもと、当社グループは、事業環境の
変化を踏まえ、2021年5月に、2018年度を起点とする
５ヵ年の「中期経営計画2022」（以下「本中計」）の経営目
標の見直しを行い、新たな目標のもと事業活動を進めて
きました。当期においても、COVID-19によるさまざま
な影響が当社グループの事業活動に生じましたが、従業
員の感染防止を徹底しつつ、従来どおりの事業活動を継
続させ、医薬品の安定供給の責任を果たすことを最優先
に取り組みました。また、リモートワークの推進など、生産
性向上に向けた取り組みにも引き続き注力しました。
　日本においては、注力領域である精神神経領域および
糖尿病領域における製品価値の最大化に注力しました。
精神神経領域では、前期に上市した非定型抗精神病薬
「ラツーダ」の市場浸透を図り、糖尿病領域では、2型糖尿
病治療剤「トルリシティ」、「エクア」および「エクメット」の
販売拡大を図るとともに、当期に販売を開始した2型糖尿
病治療剤「ツイミーグ」の早期の市場浸透を図るべく、情報
提供活動に注力しました。
　北米においては、サノビオン・ファーマシューティカルズ・
インク（以下「サノビオン社」）が、グローバル戦略品である
「ラツーダ」の一層の売上拡大に引き続き取り組むととも
に、大塚製薬と当社を含む3社間で2021年9月に締結
した共同開発および販売に関するライセンス契約のもと、
精神神経領域における新薬候補化合物の開発を推進し
ました。
　スミトバント・バイオファーマ・リミテッド（以下「スミトバ
ント社」）においては、その子会社であるマイオバント社が、
米国において、前期に販売を開始した進行性前立腺がん
治療剤「オルゴビクス」および当期に販売を開始した子宮
筋腫治療剤「マイフェンブリー」について、Pfizer社との
コ・プロモーションのもと、早期の市場浸透に注力しました。
同じくスミトバント社の子会社であるユーロバント・サイエ
ンシズ・リミテッド（以下「ユーロバント社」）が、過活動膀胱

経営成績および財政状況の分析 治療剤「ジェムテサ」の販売を当期に米国で開始しました。
　中国においては、住友制葯（蘇州）有限公司が、前期の
COVID-19の影響による低迷から回復したカルバペネム
系抗生物質製剤「メロペン」に加え、「ラツーダ」等の売上
拡大に向けた販売活動に取り組みました。

経営成績
売上収益：5,600億円（前期比8.5％増）
　精神神経領域における大塚製薬との共同開発・販売
提携に伴う契約一時金を計上したことや、マイオバント社
およびユーロバント社の新製品の寄与により、北米セグメ
ントが増収となったことに加え、中国セグメントでも伸長し
たことにより、増収となりました。

コア営業利益：585億円（前期比15.9％減）
　増収により売上総利益は増加しましたが、マイオバント
社およびユーロバント社における販売活動の本格化や、
無形資産の償却費の増加等により、販売費及び一般管理費
が大きく増加したことから、コア営業利益は減益となりま
した。

営業利益：602億円（前期15.4％減）
　条件付対価公正価値の減少による費用の戻入がありま
したが、営業利益も減益となりました。

税引前当期利益：830億円（前期比6.6％増）
　当期末の円安による為替差益の計上により、金融収益
から金融費用を差し引いた金融損益が大幅な増益となった
ことから、税引前当期利益は増益となりました。

当期利益：406億円（前期比10.2％増）
　税引前当期利益が増益となったことにより、当期利益も
増益となりました。

親会社の所有者に帰属する当期利益：
564億円（前期比0.3％増）
　当期利益から、非支配持分に帰属する損失を控除した
親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期と比べて微
増となりました。
　なお、親会社の所有者に帰属する当期利益の売上収益
に対する比率は10.1％となりました。

財政状態
資産・負債および資本
〈資産〉
　非流動資産では、有価証券の評価の変動等によるその
他の金融資産の減少等により、前期末に比べ398億円減
少しました。
　流動資産は、営業債権及びその他の債権や現金及び現金
同等物の増加等により、前期末に比べ397億円増加しま
した。
　これらの結果、資産合計は前期末とほぼ同額の１兆
3,080億円となりました。

〈負債〉
　負債については、引当金の増加がありましたが、営業債
務及びその他の債務や未払法人所得税が減少した結果、
前期末に比べ255億円減少し、6,344億円となりました。
なお、社債及び借入金は合計で2,690億円となり、前期に
比べ48億円減少しました。

〈資本〉
　親会社の所有者に帰属する持分は、利益剰余金やその
他の資本の構成要素が増加したことにより、前期末に比べ
273億円増加し、6,079億円となりました。また、非支配持
分は、前期末に比べ19億円減少しました。
　これらの結果、資本合計は前期末に比べ254億円増加
し、6,736億円となりました。
　なお、当期末の親会社所有者帰属持分比率は46.5％
となりました。

キャッシュ・フローの状況
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉
　営業活動によるキャッシュ・フローは、312億円の収入
となりました。税引前当期利益は増加しましたが、営業
債務及びその他の債務、その他の金融負債の減少や前受
収益の減少等により、前期に比べ1,044億円収入が減少
しました。

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉
　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の取得による
支出や固定資産の取得による支出が、投資有価証券の売却
による収入を上回ったことなどにより、183億円の支出と

なりました。なお、前期は、旧茨木工場の売却に伴うキャッ
シュの増加要因があったため、前期に比べ272億円収入
が減少しました。

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉
　財務活動によるキャッシュ・フローは、214億円の支出
となりました。前期には、長期借入金への借り換えや社債
の発行による資金調達に伴い短期借入金の返済を実施
したことや、当期は非支配持分からの子会社持分取得による
支出が減少したことにより、前期に比べ358億円支出が
減少しました。

〈現金及び現金同等物〉
　上記の結果、当期末における現金及び現金同等物は
2,030億円となり、前期末に比べ93億円増加しました。

利益還元
　当社は、株主の皆さまへ常に適切な利益還元を行うこと
を最も重要な経営方針の一つとして位置付けています。
　当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回
を基本的な方針としています。配当の決定機関は、中間配当
は取締役会、期末配当は株主総会です。
　配当方針につきましては、業績に裏付けられた成果を
適切に配分することを重視しており、安定的な配当に加
えて、業績向上に連動した増配を行うこととしています。
また、企業価値のさらなる向上に向け、将来の成長のため
の積極的な投資を行いつつ、強固な経営基盤の確保と財
務内容の充実を図っており、2018年度（2019年3月期）
を起点とする2022年度（2023年3月期）までの本中計
では、5年間平均の配当性向として20％以上を目指して
います。
　当期の業績は、コア営業利益585億円、親会社の所有
者に帰属する当期利益564億円を計上しました。
　当期の期末配当については、配当方針および当期の業績
を踏まえ、1株につき14円、年間では1株につき28円の配
当を行いました。

　2023年3月期の業績は、当期比で減益となる見通しで
すが、2023年3月期の配当につきましては、安定的に配
当することを重視し、3株につき中間期に14円、期末に14
円とし、年間28円の配当を行うことを予定しています。 

経営成績および財政状況の分析、事業等のリスク
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価値創造の戦略 実践とパフォーマンス ガバナンスプロフィール

全般の概況
　当期（2022年3月期）の医薬品業界は、先発医薬品の価格
抑制や後発医薬品の使用促進、新薬開発の難易度の高ま
りおよび研究開発費の高騰に加え、予防・複合型ソリュー
ションの普及、異業種の参入などにより、事業の予見性が
さらに低下しています。
　このような状況のもと、当社グループは、事業環境の
変化を踏まえ、2021年5月に、2018年度を起点とする
５ヵ年の「中期経営計画2022」（以下「本中計」）の経営目
標の見直しを行い、新たな目標のもと事業活動を進めて
きました。当期においても、COVID-19によるさまざま
な影響が当社グループの事業活動に生じましたが、従業
員の感染防止を徹底しつつ、従来どおりの事業活動を継
続させ、医薬品の安定供給の責任を果たすことを最優先
に取り組みました。また、リモートワークの推進など、生産
性向上に向けた取り組みにも引き続き注力しました。
　日本においては、注力領域である精神神経領域および
糖尿病領域における製品価値の最大化に注力しました。
精神神経領域では、前期に上市した非定型抗精神病薬
「ラツーダ」の市場浸透を図り、糖尿病領域では、2型糖尿
病治療剤「トルリシティ」、「エクア」および「エクメット」の
販売拡大を図るとともに、当期に販売を開始した2型糖尿
病治療剤「ツイミーグ」の早期の市場浸透を図るべく、情報
提供活動に注力しました。
　北米においては、サノビオン・ファーマシューティカルズ・
インク（以下「サノビオン社」）が、グローバル戦略品である
「ラツーダ」の一層の売上拡大に引き続き取り組むととも
に、大塚製薬と当社を含む3社間で2021年9月に締結
した共同開発および販売に関するライセンス契約のもと、
精神神経領域における新薬候補化合物の開発を推進し
ました。
　スミトバント・バイオファーマ・リミテッド（以下「スミトバ
ント社」）においては、その子会社であるマイオバント社が、
米国において、前期に販売を開始した進行性前立腺がん
治療剤「オルゴビクス」および当期に販売を開始した子宮
筋腫治療剤「マイフェンブリー」について、Pfizer社との
コ・プロモーションのもと、早期の市場浸透に注力しました。
同じくスミトバント社の子会社であるユーロバント・サイエ
ンシズ・リミテッド（以下「ユーロバント社」）が、過活動膀胱

治療剤「ジェムテサ」の販売を当期に米国で開始しました。
　中国においては、住友制葯（蘇州）有限公司が、前期の
COVID-19の影響による低迷から回復したカルバペネム
系抗生物質製剤「メロペン」に加え、「ラツーダ」等の売上
拡大に向けた販売活動に取り組みました。

経営成績
売上収益：5,600億円（前期比8.5％増）
　精神神経領域における大塚製薬との共同開発・販売
提携に伴う契約一時金を計上したことや、マイオバント社
およびユーロバント社の新製品の寄与により、北米セグメ
ントが増収となったことに加え、中国セグメントでも伸長し
たことにより、増収となりました。

コア営業利益：585億円（前期比15.9％減）
　増収により売上総利益は増加しましたが、マイオバント
社およびユーロバント社における販売活動の本格化や、
無形資産の償却費の増加等により、販売費及び一般管理費
が大きく増加したことから、コア営業利益は減益となりま
した。

営業利益：602億円（前期15.4％減）
　条件付対価公正価値の減少による費用の戻入がありま
したが、営業利益も減益となりました。

税引前当期利益：830億円（前期比6.6％増）
　当期末の円安による為替差益の計上により、金融収益
から金融費用を差し引いた金融損益が大幅な増益となった
ことから、税引前当期利益は増益となりました。

当期利益：406億円（前期比10.2％増）
　税引前当期利益が増益となったことにより、当期利益も
増益となりました。

親会社の所有者に帰属する当期利益：
564億円（前期比0.3％増）
　当期利益から、非支配持分に帰属する損失を控除した
親会社の所有者に帰属する当期利益は、前期と比べて微
増となりました。
　なお、親会社の所有者に帰属する当期利益の売上収益
に対する比率は10.1％となりました。

財政状態
資産・負債および資本
〈資産〉
　非流動資産では、有価証券の評価の変動等によるその
他の金融資産の減少等により、前期末に比べ398億円減
少しました。
　流動資産は、営業債権及びその他の債権や現金及び現金
同等物の増加等により、前期末に比べ397億円増加しま
した。
　これらの結果、資産合計は前期末とほぼ同額の１兆
3,080億円となりました。

〈負債〉
　負債については、引当金の増加がありましたが、営業債
務及びその他の債務や未払法人所得税が減少した結果、
前期末に比べ255億円減少し、6,344億円となりました。
なお、社債及び借入金は合計で2,690億円となり、前期に
比べ48億円減少しました。

〈資本〉
　親会社の所有者に帰属する持分は、利益剰余金やその
他の資本の構成要素が増加したことにより、前期末に比べ
273億円増加し、6,079億円となりました。また、非支配持
分は、前期末に比べ19億円減少しました。
　これらの結果、資本合計は前期末に比べ254億円増加
し、6,736億円となりました。
　なお、当期末の親会社所有者帰属持分比率は46.5％
となりました。

キャッシュ・フローの状況
〈営業活動によるキャッシュ・フロー〉
　営業活動によるキャッシュ・フローは、312億円の収入
となりました。税引前当期利益は増加しましたが、営業
債務及びその他の債務、その他の金融負債の減少や前受
収益の減少等により、前期に比べ1,044億円収入が減少
しました。

〈投資活動によるキャッシュ・フロー〉
　投資活動によるキャッシュ・フローは、投資の取得による
支出や固定資産の取得による支出が、投資有価証券の売却
による収入を上回ったことなどにより、183億円の支出と

なりました。なお、前期は、旧茨木工場の売却に伴うキャッ
シュの増加要因があったため、前期に比べ272億円収入
が減少しました。

〈財務活動によるキャッシュ・フロー〉
　財務活動によるキャッシュ・フローは、214億円の支出
となりました。前期には、長期借入金への借り換えや社債
の発行による資金調達に伴い短期借入金の返済を実施
したことや、当期は非支配持分からの子会社持分取得による
支出が減少したことにより、前期に比べ358億円支出が
減少しました。

〈現金及び現金同等物〉
　上記の結果、当期末における現金及び現金同等物は
2,030億円となり、前期末に比べ93億円増加しました。

利益還元
　当社は、株主の皆さまへ常に適切な利益還元を行うこと
を最も重要な経営方針の一つとして位置付けています。
　当社の剰余金の配当は、中間配当および期末配当の年２回
を基本的な方針としています。配当の決定機関は、中間配当
は取締役会、期末配当は株主総会です。
　配当方針につきましては、業績に裏付けられた成果を
適切に配分することを重視しており、安定的な配当に加
えて、業績向上に連動した増配を行うこととしています。
また、企業価値のさらなる向上に向け、将来の成長のため
の積極的な投資を行いつつ、強固な経営基盤の確保と財
務内容の充実を図っており、2018年度（2019年3月期）
を起点とする2022年度（2023年3月期）までの本中計
では、5年間平均の配当性向として20％以上を目指して
います。
　当期の業績は、コア営業利益585億円、親会社の所有
者に帰属する当期利益564億円を計上しました。
　当期の期末配当については、配当方針および当期の業績
を踏まえ、1株につき14円、年間では1株につき28円の配
当を行いました。

　2023年3月期の業績は、当期比で減益となる見通しで
すが、2023年3月期の配当につきましては、安定的に配
当することを重視し、3株につき中間期に14円、期末に14
円とし、年間28円の配当を行うことを予定しています。 

財務情報／会社情報
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2023年3月期の見通し
　日本では、「ラツーダ」および「ツイミーグ」など新製品
の販売拡大に注力するものの、薬価改定や「リプレガル」
の販売終了、長期収載品の売上減少の影響を補いきれず
減収となる見込みです。
　北米では、「オルゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェム
テサ」など新製品の販売拡大に注力するものの、「ラツーダ」
「ブロバナ」の独占販売期間終了の影響や当期には大塚
製薬との提携による一時金収益があったことなどもあり、
ドルベースでは減収となる一方で、円安の影響もあり、円
ベースでは、増収となる見込みです。これらにより、連結
全体の売上収益は、当期実績に対して100億円減の
5,500億円となる見通しです。
　売上収益の減少に加え品目構成差により、売上総利益
は、売上の減少を上回る減少を見込んでいます。また、販売
費及び一般管理費は、北米における新製品の販売活動強化
による費用の増加に加えて、円安の影響により増加する
見込みであり、優先審査バウチャーの売却などによるその
他収益を見込むものの、コア営業利益は、当期実績に対
して285億円減の300億円、営業利益は362億円減の
240億円となる見込みです。また、当期に多額の為替差益
を計上したこともあり、親会社の所有者に帰属する当期
利益は、当期実績に対して344億円減の220億円となる
見通しです。

　為替レートは、１米ドル＝125円（当期実績112.4円）、
１中国元＝19.5円（同17.5円）を前提としています。

　当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・
フロー（以下「経営成績等」という。）に重要な影響を及ぼ
す可能性のある主なリスクには以下のようなものがあり
ます。当社は、これらのリスクが発生する可能性を認識し
たうえで、発生の防止または最小化に努めるとともに、
発生した場合の的確な対応に努めていく方針です。
　なお、文中の将来に関する事項は、当期末において当社
グループが判断したものであります。また、すべてのリスク
を網羅したものではなく、現時点では予見できないまたは
重要と見なされていないリスクの影響を将来的に受ける
可能性があります。
➡ バリューチェーンごとの機会とリスクはP.16をご覧ください。

新製品の研究開発に関わるリスク
　当社グループは、独創性の高い国際的に通用する有用
な新製品の開発に取り組んでいます。しかしながら、新薬
開発の難度が高まる中、開発が必ずしも計画どおりに進
み承認・発売に至るとは限らず、有効性や安全性の観点
から開発が遅延し、または開発を中止しなければならない
事態も起こり得ます。大型化を期待している研究開発品
目においてそのような事態が発生した場合には、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。

　当社グループでは研究開発リスクも踏まえつつ、精神
神経領域、がん領域および再生・細胞医薬分野を重点3
領域として研究開発に注力し、当該領域におけるパイプ
ラインの充実化を進めています。また、グローバルで運営
する開発体制とすることにより、戦略的な開発計画を策定
し、効率的な臨床開発を推進しています。当社では、開発
ステージの移行時期に合わせて計画修正の是非等を確認
する会議体などを通じて適宜研究開発方針を見直し、適切
にポートフォリオを管理しています。

連結売上収益における
比率の高い特定製品に関するリスク
　当社グループの収益の柱である、「ラツーダ」（ルラシドン
塩酸塩）の当期の北米での売上収益は、当社連結売上
収益の36％を占めています。「ラツーダ」の有力な競合品
の出現（これには先発医薬品メーカーによる競合品の上市
のほか、後発医薬品メーカーによる「ラツーダ」の競合品
の発売が含まれますが、これらに限りません。）または
原材料調達を含むサプライチェーンへの影響その他の予期
せぬ事情等により、売上収益が減少した場合には、当社
グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

　当社グループでは、「中期経営計画2022」のもと、成長
エンジンの確立に取り組んでいます。精神神経領域、がん
領域および再生・細胞医薬分野の重点３領域を中心とする
研究開発への注力に加え、戦略的投資によって早期の収益
に貢献することが期待できる後期開発品目の獲得を含む
パイプラインの充実化を図っています。また、自社医薬事
業とのシナジーが見込める領域を中心に、社会に新しい

価値を提供するヘルスケアソリューションの事業化に向
けたフロンティア事業の立ち上げにも取り組んでいます。
地域戦略においては、主力市場である日本および北米に
加え、中国を第３の柱として事業基盤の強化に取り組ん
でいます。

知的財産権に関わるリスク
　当社グループは研究開発において種々の知的財産権を
保有していますが、当社グループの技術を十分な範囲で
権利化できない場合、競合他社が当社グループの知的財
産権を回避した場合、または当社が厳格に管理している
ノウハウなどの営業秘密が予期せぬ事態により外部に流出
した場合には、競争上の優位性を確保できない可能性が
あります。また、当社グループの事業は多くの知的財産権
によって保護されていますが、保有する知的財産権が第
三者に侵害された場合のほか、知的財産権の有効性や帰属
を巡る係争が発生した場合には、競争上の優位性を十分
に保持できない可能性があります。これらのリスクが顕
在化した場合には、当社グループの経営成績等に重要な
影響を及ぼす可能性があります。他方、当社グループは、
事業活動に必要な知的財産権について適法に使用する
権限を有していると認識していますが、当該認識の範囲
外で第三者の知的財産権を侵害する可能性があります。

　当社グループでは、主となる物質特許のみならず、用
途、製法、製剤などの関連特許を含めたパテントポート
フォリオを構築し、製品および開発品の総合的な保護を
図っています。また、再生・細胞医薬分野の事業化を推進
するため、同分野における当社グループの技術を権利化
するにあたっての課題を検討し、権利化のための方策を
講じています。

医療制度改革について
　国内においては、急速に進展する少子高齢化等により
国家財政が悪化する中、先発医薬品の価格抑制や後発医
薬品の使用促進などの医療費抑制策が図られ、さらなる
医療制度改革の論議が続けられています。また、医療用
医薬品の最大市場である米国においても、連邦・州政府
および世論を通じたブランド薬の薬価引き下げ圧力が
年々高まっており、薬価抑制を企図した制度改革が決定・
導入される可能性があります。さらに、中国においても

政府による医薬品の集中購買制度の拡大をはじめとした
国民医療費抑制を企図する制度変更が推進されていま
す。これら各国の医療制度改革の方向性によっては当社
グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。当社グループは、医薬品会社として各国制度を
遵守し、制度に従って適切に対応を行います。

副作用に関わるリスク
　医薬品は開発段階において充分に安全性の試験を実
施し、世界各国の所轄官庁の厳しい審査を受けて承認さ
れていますが、市販後に新たな副作用が見つかることも
少なくありません。当社グループが販売する医薬品につ
いて市販後に予期せぬ副作用が発生した場合は、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。当社グループでは、国内外で収集された安全性情
報をデータベースで一元管理して評価し、医薬品の安全
性確保および適正使用のために必要な対策を立案し、
タイムリーな安全対策の実施につなげています。このような
活動は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律」や「医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の
基準に関する省令」を遵守した医薬品安全性監視活動と
して実践しています。

品質に関わるリスク
　当社グループは、厳格な品質管理のもと製品の製造お
よび委託製造を行っていますが、重大な品質問題が発生
した場合には、製品回収、行政処分、社会的信用の毀損
等により、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。当社製品のグローバルな製造及
び流通については、医薬品等の製造管理及び品質管理の
基準(GMP）や医薬品規制調和国際会議（ICH）ガイドラ
イン等の薬事関連法規に準拠しており、厚生労働省、米国
食品医薬品局（FDA）などの所管当局の厳しい査察を受け、
許可を得ています。また、これら製造所に対しては当社
グループにて定期的な監査を行い、重大な品質問題や法令
違反がないことを確認しています。さらにグローバル品の
製造所に対しては海外提携企業からの監査も受けており、
グローバルレベルの厳しい品質基準もクリアする高い設備
設計水準や品質保証体制を整えています。

経営成績および財政状況の分析、事業等のリスク

事業等のリスク
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2023年3月期の見通し
　日本では、「ラツーダ」および「ツイミーグ」など新製品
の販売拡大に注力するものの、薬価改定や「リプレガル」
の販売終了、長期収載品の売上減少の影響を補いきれず
減収となる見込みです。
　北米では、「オルゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェム
テサ」など新製品の販売拡大に注力するものの、「ラツーダ」
「ブロバナ」の独占販売期間終了の影響や当期には大塚
製薬との提携による一時金収益があったことなどもあり、
ドルベースでは減収となる一方で、円安の影響もあり、円
ベースでは、増収となる見込みです。これらにより、連結
全体の売上収益は、当期実績に対して100億円減の
5,500億円となる見通しです。
　売上収益の減少に加え品目構成差により、売上総利益
は、売上の減少を上回る減少を見込んでいます。また、販売
費及び一般管理費は、北米における新製品の販売活動強化
による費用の増加に加えて、円安の影響により増加する
見込みであり、優先審査バウチャーの売却などによるその
他収益を見込むものの、コア営業利益は、当期実績に対
して285億円減の300億円、営業利益は362億円減の
240億円となる見込みです。また、当期に多額の為替差益
を計上したこともあり、親会社の所有者に帰属する当期
利益は、当期実績に対して344億円減の220億円となる
見通しです。

　為替レートは、１米ドル＝125円（当期実績112.4円）、
１中国元＝19.5円（同17.5円）を前提としています。

　当社グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・
フロー（以下「経営成績等」という。）に重要な影響を及ぼ
す可能性のある主なリスクには以下のようなものがあり
ます。当社は、これらのリスクが発生する可能性を認識し
たうえで、発生の防止または最小化に努めるとともに、
発生した場合の的確な対応に努めていく方針です。
　なお、文中の将来に関する事項は、当期末において当社
グループが判断したものであります。また、すべてのリスク
を網羅したものではなく、現時点では予見できないまたは
重要と見なされていないリスクの影響を将来的に受ける
可能性があります。
➡ バリューチェーンごとの機会とリスクはP.16をご覧ください。

新製品の研究開発に関わるリスク
　当社グループは、独創性の高い国際的に通用する有用
な新製品の開発に取り組んでいます。しかしながら、新薬
開発の難度が高まる中、開発が必ずしも計画どおりに進
み承認・発売に至るとは限らず、有効性や安全性の観点
から開発が遅延し、または開発を中止しなければならない
事態も起こり得ます。大型化を期待している研究開発品
目においてそのような事態が発生した場合には、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。

　当社グループでは研究開発リスクも踏まえつつ、精神
神経領域、がん領域および再生・細胞医薬分野を重点3
領域として研究開発に注力し、当該領域におけるパイプ
ラインの充実化を進めています。また、グローバルで運営
する開発体制とすることにより、戦略的な開発計画を策定
し、効率的な臨床開発を推進しています。当社では、開発
ステージの移行時期に合わせて計画修正の是非等を確認
する会議体などを通じて適宜研究開発方針を見直し、適切
にポートフォリオを管理しています。

連結売上収益における
比率の高い特定製品に関するリスク
　当社グループの収益の柱である、「ラツーダ」（ルラシドン
塩酸塩）の当期の北米での売上収益は、当社連結売上
収益の36％を占めています。「ラツーダ」の有力な競合品
の出現（これには先発医薬品メーカーによる競合品の上市
のほか、後発医薬品メーカーによる「ラツーダ」の競合品
の発売が含まれますが、これらに限りません。）または
原材料調達を含むサプライチェーンへの影響その他の予期
せぬ事情等により、売上収益が減少した場合には、当社
グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。

　当社グループでは、「中期経営計画2022」のもと、成長
エンジンの確立に取り組んでいます。精神神経領域、がん
領域および再生・細胞医薬分野の重点３領域を中心とする
研究開発への注力に加え、戦略的投資によって早期の収益
に貢献することが期待できる後期開発品目の獲得を含む
パイプラインの充実化を図っています。また、自社医薬事
業とのシナジーが見込める領域を中心に、社会に新しい

価値を提供するヘルスケアソリューションの事業化に向
けたフロンティア事業の立ち上げにも取り組んでいます。
地域戦略においては、主力市場である日本および北米に
加え、中国を第３の柱として事業基盤の強化に取り組ん
でいます。

知的財産権に関わるリスク
　当社グループは研究開発において種々の知的財産権を
保有していますが、当社グループの技術を十分な範囲で
権利化できない場合、競合他社が当社グループの知的財
産権を回避した場合、または当社が厳格に管理している
ノウハウなどの営業秘密が予期せぬ事態により外部に流出
した場合には、競争上の優位性を確保できない可能性が
あります。また、当社グループの事業は多くの知的財産権
によって保護されていますが、保有する知的財産権が第
三者に侵害された場合のほか、知的財産権の有効性や帰属
を巡る係争が発生した場合には、競争上の優位性を十分
に保持できない可能性があります。これらのリスクが顕
在化した場合には、当社グループの経営成績等に重要な
影響を及ぼす可能性があります。他方、当社グループは、
事業活動に必要な知的財産権について適法に使用する
権限を有していると認識していますが、当該認識の範囲
外で第三者の知的財産権を侵害する可能性があります。

　当社グループでは、主となる物質特許のみならず、用
途、製法、製剤などの関連特許を含めたパテントポート
フォリオを構築し、製品および開発品の総合的な保護を
図っています。また、再生・細胞医薬分野の事業化を推進
するため、同分野における当社グループの技術を権利化
するにあたっての課題を検討し、権利化のための方策を
講じています。

医療制度改革について
　国内においては、急速に進展する少子高齢化等により
国家財政が悪化する中、先発医薬品の価格抑制や後発医
薬品の使用促進などの医療費抑制策が図られ、さらなる
医療制度改革の論議が続けられています。また、医療用
医薬品の最大市場である米国においても、連邦・州政府
および世論を通じたブランド薬の薬価引き下げ圧力が
年々高まっており、薬価抑制を企図した制度改革が決定・
導入される可能性があります。さらに、中国においても

政府による医薬品の集中購買制度の拡大をはじめとした
国民医療費抑制を企図する制度変更が推進されていま
す。これら各国の医療制度改革の方向性によっては当社
グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。当社グループは、医薬品会社として各国制度を
遵守し、制度に従って適切に対応を行います。

副作用に関わるリスク
　医薬品は開発段階において充分に安全性の試験を実
施し、世界各国の所轄官庁の厳しい審査を受けて承認さ
れていますが、市販後に新たな副作用が見つかることも
少なくありません。当社グループが販売する医薬品につ
いて市販後に予期せぬ副作用が発生した場合は、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。当社グループでは、国内外で収集された安全性情
報をデータベースで一元管理して評価し、医薬品の安全
性確保および適正使用のために必要な対策を立案し、
タイムリーな安全対策の実施につなげています。このような
活動は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性
の確保等に関する法律」や「医薬品、医薬部外品、化粧品、
医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の
基準に関する省令」を遵守した医薬品安全性監視活動と
して実践しています。

品質に関わるリスク
　当社グループは、厳格な品質管理のもと製品の製造お
よび委託製造を行っていますが、重大な品質問題が発生
した場合には、製品回収、行政処分、社会的信用の毀損
等により、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。当社製品のグローバルな製造及
び流通については、医薬品等の製造管理及び品質管理の
基準(GMP）や医薬品規制調和国際会議（ICH）ガイドラ
イン等の薬事関連法規に準拠しており、厚生労働省、米国
食品医薬品局（FDA）などの所管当局の厳しい査察を受け、
許可を得ています。また、これら製造所に対しては当社
グループにて定期的な監査を行い、重大な品質問題や法令
違反がないことを確認しています。さらにグローバル品の
製造所に対しては海外提携企業からの監査も受けており、
グローバルレベルの厳しい品質基準もクリアする高い設備
設計水準や品質保証体制を整えています。

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス ガバナンスプロフィール 財務情報／会社情報
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財務情報／
会社情報

主要な事業活動の前提となる事項について
　当社グループの主な事業は医療用医薬品事業であり、
国内においては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律」等の薬事に関する法令
に基づき、その研究開発および製造販売等を行うにあた
り、「第一種医薬品製造販売業」、「第二種医薬品製造販売
業」（いずれも有効期間5年）等の許可等を取得していま
す。また、海外においても医療用医薬品事業を行うにあ
たっては、当該国の薬事関連法規等の規制を受け、必要に
応じて許可等を取得しています。これらの許可等について
は、各法令で定める手続きを適切に実施しなければ効力
を失います。また各法令に違反した場合、許可等の取消し、
または期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止
等を命ぜられることがある旨が定められています。当社グ
ループは、現時点において、許可等の取消し等の事由とな
る事実はないものと認識していますが、将来、当該許可等
の取消し等を命ぜられた場合には、当社グループの経営
成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、コンプライアンスの推進をすべての事
業活動の土台と位置付け、法令および企業倫理の遵守に
努めています。当社では、「コンプライアンス行動基準」を
制定し、事業活動における具体的な行動の規範としてい
ます。また、当社および国内外におけるグループ会社のコ
ンプライアンスに関する事項を統括するコンプライアンス
担当執行役員を設置しています。コンプライアンス担当執
行役員は、当社のコンプライアンス委員会に加えて、国内
グループ会社コンプライアンス委員会および海外グルー
プ会社コンプライアンス委員会の委員長を務めるととも
に、各委員会の活動状況を取締役会に報告しています。

訴訟に関わるリスク
　当社グループの事業活動に関連して、医薬品の副作用、
製造物責任、公正取引等に関連し、訴訟を提起される可
能性があります。これらの訴訟およびその他の訴訟には性
質上不確実性があり、その動向によっては、当社グループ
の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

サプライチェーンマネジメントに関するリスク
　当社グループの工場や原材料調達先、外部製造委託先
などのサプライヤーが、品質や技術上の問題、火災、地震、

その他の災害、感染症拡大等により閉鎖または操業停止
となり、製品の供給が遅滞もしくは休止した場合、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。当社では、事業継続計画（BCP）の策定、製品在庫
の適正化、原材料調達先の複数化、サプライヤーとの連
携強化など、医薬品の安定供給体制を整備し、リスクの
低減を図っています。

非金融資産の減損損失リスク
　当社グループは、持続的成長のために、企業買収や開
発品の導入等を行っていますが、これに伴い、のれんや仕掛
研究開発等の無形資産を計上しています。開発の中止や
当初想定した利益の実現が見込めない等、期待する将来
利益の低下により、買収および導入等から見込まれる回収
可能価額が、のれんや無形資産の帳簿価額を下回ると
想定される場合、減損損失が発生し、当社グループの経営
成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社
グループは、定期的にこれらのれんや無形資産の減損テ
ストを通じて評価額を把握し、適切に処理しています。

金融資産に関わるリスク
　当社グループは、他社株式等の金融資産を保有してい
ます。これら保有する金融資産の市場価額または公正価値
が帳簿価額を下回った場合、当社グループの経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、企業
提携、重要な取引先との取引関係の構築・維持その他
事業上の必要性のある場合を除き、新たに他社の株式を
保有しないこととしています。また、定期的にこれらの
金融資産の減損テストを行い、評価額変動の把握および
必要な処理を行っています。

金融市況および為替変動による影響について
　金利動向によっては借入金等の支払利息が増加するほ
か、金融市況の悪化によっては退職給付制度債務が増加
するなど、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。また、為替相場の変動によって
は、外貨建て金融資産および連結子会社業績等の円換算
において、重要な影響を受ける可能性があります。当社グ
ループでは、為替リスクを回避する目的で必要に応じて
為替予約を行っています。

親会社との取引について
　当社と親会社である住友化学株式会社との間で、研究
所および工場の土地賃借、これらの事業所等で使用する
用役や主に原薬を製造する際に使用する原料の購入契
約を締結しています。当該契約等は、一般的な市場価格
を参考に双方協議のうえ合理的に価格が決定され、当事
者からの申し出がない限り1年ごとに自動更新されるも
のです。このほか、親会社から出向者の受入を行っており、
また、資金効率向上等の観点から親会社への短期貸付を
実施しています。今後も当該取引等を継続していく方針
ですが、同社との契約・取引内容等に変化が生じた場合
には、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす
可能性があります。
　当社が親会社と行う重要な取引等については、当社の
企業価値の向上の観点からその公正性および合理性を
確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会に
おいて承認を得ることとするなど、重要性に応じて適切に
監督しています。

海外事業展開、大規模災害・感染症等に関するリスク
　当社グループは、北米、中国を中心にグローバルな事業
活動を展開していますが、各国の規制・制度変更や外交関
係の悪化、政情不安、紛争等のリスクが内在しており、この
ようなリスクに直面した場合、当社グループの事業計画が
達成できず、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。また、大規模災害や感染症の大流行に直面した
場合、当社グループの事業計画が達成できず、経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社では、事業
活動に影響を及ぼすリスクに対応するため「リスクマネジ
メント規則」を制定し、社長がリスクマネジメントを統括する
ことを明確にするとともに、リスクごとにマネジメントを推進
する体制を整備しています。大規模災害発生・感染症の大
流行に際しては、直ちに対策本部を設置して全社的な対応
体制を構築するとともに、医薬品企業の使命として製品
供給を第一に考え、生産・供給体制を整備します。

情報管理に関するリスク
　当社グループは、各種情報システムを使用しているため、
システムの障害やコンピューターウィルス等により、業務が
阻害される可能性があります。また、個人情報を含め多く
の機密情報を保有していますが、これらが社外に漏洩した

場合には、損害賠償、行政処分、社会的信用の毀損等に
より、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可
能性があります。当社では記録・情報の取扱いおよびITセ
キュリティに関する社内ルールを制定し、継続的に社員教
育を実施し、適切な運用に努めています。サイバーセキュ
リティ事象に対しては、全社的な対応体制(CSIRT：
Computer Security Incident Response Team)を設置
し、迅速かつ適切な対応が実施できるようにしています。

環境保全に関するリスク
　当社グループは、研究開発および製品製造のために
種々の化学物質を使用しており、重大な環境問題が発生
した場合には、操業停止、行政処分、社会的信用の毀損
等により、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。また、将来の環境関連法規制等
の強化、環境負荷低減の追加的な義務等による環境保全
に関連する費用が増加した場合、当社グループの経営成
績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。さらには、
地球規模の課題である気候変動およびそれに関連する
水リスクに関して、大型台風や集中豪雨等の自然災害の
増加が国内外事業所および調達先での操業に影響した
場合や炭素税導入などの規制強化によって原材料・用役
コストが増加した場合にも、当社グループの経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、種々の環境関連法規制等を遵守して
事業活動を行っており、国内工場および蘇州工場（中国）
では環境マネジメントシステムに関する国際規格である
ISO14001認証を取得しています。また、グリーン製品
開発、グリーン設備設計およびグリーン物流ガイドライン
を運用し、製品のライフサイクルを通じた環境保全の取り
組みを継続しています。
　当社は、2021年11月に気候関連財務情報開示タスク
フォース（TCFD：Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures）への賛同を表明し、気候変動に関するリスク
と機会について、TCFD提言に沿った取り組みを進め、情報
開示を行いました。今後もステークホルダーとの対話を
推進し、気候変動への備えをより確かなものとしていきます。

　なお、上記以外にもさまざまなリスクがあり、ここに記載さ
れたものが当社グループのすべてのリスクではありません。

経営成績および財政状況の分析、事業等のリスク
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主要な事業活動の前提となる事項について
　当社グループの主な事業は医療用医薬品事業であり、
国内においては、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及
び安全性の確保等に関する法律」等の薬事に関する法令
に基づき、その研究開発および製造販売等を行うにあた
り、「第一種医薬品製造販売業」、「第二種医薬品製造販売
業」（いずれも有効期間5年）等の許可等を取得していま
す。また、海外においても医療用医薬品事業を行うにあ
たっては、当該国の薬事関連法規等の規制を受け、必要に
応じて許可等を取得しています。これらの許可等について
は、各法令で定める手続きを適切に実施しなければ効力
を失います。また各法令に違反した場合、許可等の取消し、
または期間を定めてその業務の全部もしくは一部の停止
等を命ぜられることがある旨が定められています。当社グ
ループは、現時点において、許可等の取消し等の事由とな
る事実はないものと認識していますが、将来、当該許可等
の取消し等を命ぜられた場合には、当社グループの経営
成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、コンプライアンスの推進をすべての事
業活動の土台と位置付け、法令および企業倫理の遵守に
努めています。当社では、「コンプライアンス行動基準」を
制定し、事業活動における具体的な行動の規範としてい
ます。また、当社および国内外におけるグループ会社のコ
ンプライアンスに関する事項を統括するコンプライアンス
担当執行役員を設置しています。コンプライアンス担当執
行役員は、当社のコンプライアンス委員会に加えて、国内
グループ会社コンプライアンス委員会および海外グルー
プ会社コンプライアンス委員会の委員長を務めるととも
に、各委員会の活動状況を取締役会に報告しています。

訴訟に関わるリスク
　当社グループの事業活動に関連して、医薬品の副作用、
製造物責任、公正取引等に関連し、訴訟を提起される可
能性があります。これらの訴訟およびその他の訴訟には性
質上不確実性があり、その動向によっては、当社グループ
の経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。

サプライチェーンマネジメントに関するリスク
　当社グループの工場や原材料調達先、外部製造委託先
などのサプライヤーが、品質や技術上の問題、火災、地震、

その他の災害、感染症拡大等により閉鎖または操業停止
となり、製品の供給が遅滞もしくは休止した場合、当社グ
ループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性があり
ます。当社では、事業継続計画（BCP）の策定、製品在庫
の適正化、原材料調達先の複数化、サプライヤーとの連
携強化など、医薬品の安定供給体制を整備し、リスクの
低減を図っています。

非金融資産の減損損失リスク
　当社グループは、持続的成長のために、企業買収や開
発品の導入等を行っていますが、これに伴い、のれんや仕掛
研究開発等の無形資産を計上しています。開発の中止や
当初想定した利益の実現が見込めない等、期待する将来
利益の低下により、買収および導入等から見込まれる回収
可能価額が、のれんや無形資産の帳簿価額を下回ると
想定される場合、減損損失が発生し、当社グループの経営
成績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社
グループは、定期的にこれらのれんや無形資産の減損テ
ストを通じて評価額を把握し、適切に処理しています。

金融資産に関わるリスク
　当社グループは、他社株式等の金融資産を保有してい
ます。これら保有する金融資産の市場価額または公正価値
が帳簿価額を下回った場合、当社グループの経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、企業
提携、重要な取引先との取引関係の構築・維持その他
事業上の必要性のある場合を除き、新たに他社の株式を
保有しないこととしています。また、定期的にこれらの
金融資産の減損テストを行い、評価額変動の把握および
必要な処理を行っています。

金融市況および為替変動による影響について
　金利動向によっては借入金等の支払利息が増加するほ
か、金融市況の悪化によっては退職給付制度債務が増加
するなど、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。また、為替相場の変動によって
は、外貨建て金融資産および連結子会社業績等の円換算
において、重要な影響を受ける可能性があります。当社グ
ループでは、為替リスクを回避する目的で必要に応じて
為替予約を行っています。

親会社との取引について
　当社と親会社である住友化学株式会社との間で、研究
所および工場の土地賃借、これらの事業所等で使用する
用役や主に原薬を製造する際に使用する原料の購入契
約を締結しています。当該契約等は、一般的な市場価格
を参考に双方協議のうえ合理的に価格が決定され、当事
者からの申し出がない限り1年ごとに自動更新されるも
のです。このほか、親会社から出向者の受入を行っており、
また、資金効率向上等の観点から親会社への短期貸付を
実施しています。今後も当該取引等を継続していく方針
ですが、同社との契約・取引内容等に変化が生じた場合
には、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす
可能性があります。
　当社が親会社と行う重要な取引等については、当社の
企業価値の向上の観点からその公正性および合理性を
確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会に
おいて承認を得ることとするなど、重要性に応じて適切に
監督しています。

海外事業展開、大規模災害・感染症等に関するリスク
　当社グループは、北米、中国を中心にグローバルな事業
活動を展開していますが、各国の規制・制度変更や外交関
係の悪化、政情不安、紛争等のリスクが内在しており、この
ようなリスクに直面した場合、当社グループの事業計画が
達成できず、経営成績等に重要な影響を及ぼす可能性が
あります。また、大規模災害や感染症の大流行に直面した
場合、当社グループの事業計画が達成できず、経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社では、事業
活動に影響を及ぼすリスクに対応するため「リスクマネジ
メント規則」を制定し、社長がリスクマネジメントを統括する
ことを明確にするとともに、リスクごとにマネジメントを推進
する体制を整備しています。大規模災害発生・感染症の大
流行に際しては、直ちに対策本部を設置して全社的な対応
体制を構築するとともに、医薬品企業の使命として製品
供給を第一に考え、生産・供給体制を整備します。

情報管理に関するリスク
　当社グループは、各種情報システムを使用しているため、
システムの障害やコンピューターウィルス等により、業務が
阻害される可能性があります。また、個人情報を含め多く
の機密情報を保有していますが、これらが社外に漏洩した

場合には、損害賠償、行政処分、社会的信用の毀損等に
より、当社グループの経営成績等に重要な影響を及ぼす可
能性があります。当社では記録・情報の取扱いおよびITセ
キュリティに関する社内ルールを制定し、継続的に社員教
育を実施し、適切な運用に努めています。サイバーセキュ
リティ事象に対しては、全社的な対応体制(CSIRT：
Computer Security Incident Response Team)を設置
し、迅速かつ適切な対応が実施できるようにしています。

環境保全に関するリスク
　当社グループは、研究開発および製品製造のために
種々の化学物質を使用しており、重大な環境問題が発生
した場合には、操業停止、行政処分、社会的信用の毀損
等により、当社グループの経営成績等に重要な影響を及
ぼす可能性があります。また、将来の環境関連法規制等
の強化、環境負荷低減の追加的な義務等による環境保全
に関連する費用が増加した場合、当社グループの経営成
績等に重要な影響を及ぼす可能性があります。さらには、
地球規模の課題である気候変動およびそれに関連する
水リスクに関して、大型台風や集中豪雨等の自然災害の
増加が国内外事業所および調達先での操業に影響した
場合や炭素税導入などの規制強化によって原材料・用役
コストが増加した場合にも、当社グループの経営成績等
に重要な影響を及ぼす可能性があります。

　当社グループは、種々の環境関連法規制等を遵守して
事業活動を行っており、国内工場および蘇州工場（中国）
では環境マネジメントシステムに関する国際規格である
ISO14001認証を取得しています。また、グリーン製品
開発、グリーン設備設計およびグリーン物流ガイドライン
を運用し、製品のライフサイクルを通じた環境保全の取り
組みを継続しています。
　当社は、2021年11月に気候関連財務情報開示タスク
フォース（TCFD：Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures）への賛同を表明し、気候変動に関するリスク
と機会について、TCFD提言に沿った取り組みを進め、情報
開示を行いました。今後もステークホルダーとの対話を
推進し、気候変動への備えをより確かなものとしていきます。

　なお、上記以外にもさまざまなリスクがあり、ここに記載さ
れたものが当社グループのすべてのリスクではありません。
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