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I. Summary of FY2015 Results
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Sales, Income (Consolidated)
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FY2014 FY2015 FY2015 (Forecast)*

Amount
% of 
Sales Amount

% of 
Sales

YOY

Amount
Achieved

(％)Amount %

Net Sales 35,118 100.0 35,602 100.0 483 1.4 36,600 97.3

Cost of sales 18,352 52.3 18,803 52.8 450 2.5 

0.5p

SG&A expenses 13,480 38.4 13,653 38.3 173 1.3 

(0.1p)

Operating income 3,285 9.4 3,145 8.8 (140) (4.3) 2,800 112.3

Net income 1,899 5.4 1,961 5.5 61 3.3 1,700 115.4

Net income attributable to 
owners of the parent 1,899 5.4 1,961 5.5 61 3.3 1,700 115.4

(¥mn)

*As of May 11, 2015



Pharmaceutical Sales (Consolidated)
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FY2014 FY2015
Amount % of Sales Amount % of Sales YOY (%)

Total （① + ②） 30,800 100.0 31,937 100.0 3.7
① Generics 27,400 89.0 29,016 90.9 5.9 

To medical institutions 25,079 27,404 9.3 
To other makers* 2,321 1,612 (30.6) 

Amlodipine 3,011 3,159 4.9
Lansoprazole 1,935 2,182 12.8
Limaprost Alfadex 1,509 1,487 (1.4) 
Rabeprazole 1,595 1,737 8.9 
Donepezil 1,704 1,712 0.5 
Pravastatine 1,273 1,260 (1.0)
Voglibose 1,013 1,004 (0.9)
Others 15,357 16,471 7.3

② Proprietary products 3,400 11.0 2,920 9.1 (14.1)
Uralyt 1,975 1,723 (12.8)
Soleton 1,134 928 (18.2)
Calvan 290 268 (7.5)

(¥mn)

Total（① + ③） 28,918 ― 30,243 ― 4.6
③ Generics (ODM) 1,518 ― 1,226 ― (19.2) 

* Includes export



Generics Sales by Launch Year (Consolidated)
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(¥mn)
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Fiscal Year Total
Sales to Medical 

Institutions
2015 ― ―

2014 10.0 101.8

2013 22.4 27.1

2012 4.6 5.9

2011 8.1 6.8

2010 6.3 9.9

2009 7.6 7.6

2008 and before (0.6) 0.3



Sales Breakdown: Pharmaceuticals (Consolidated)
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Composition of Generics Sales by Destination
(Non-consolidated)

70% of 57,000 dispensing pharmacies sell Chemiphar generics

FY2013 FY2014 FY2015

Distrib. Distrib. YOY (%) Distrib. YOY (%)

Hospitals (100 beds or more) 13 13 4.9 14 19.5

Clinics (less than 100 beds) 15 12 (10.1) 12 2.5

Pharmacies 71 74 9.6 73 8.8

Other 1 1 (19.5) 1 (11.0)

Total 100 100 5.7 100 9.2

Of which, DPC hospitals ― ― 14.5 ― 24.9



Balance Sheet (Consolidated)
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(¥mn)

FY2014 FY2015 Change

Cash, deposits 1,342 
Notes, accounts receivable―trade 1,442 

Inventories (147)

Buildings (268)

Machinery, equipment, vehicles (424)

Construction in progress 687 

Total assets 41,428 43,644 2,215 

Notes, accounts payable―trade 1,198 

Loans payable 388 

Net assets 15,626 16,041 415 Retained earnings 1,516 
   Equity ratio (%) 37.7 36.7 Treasury stock (594)

Liabilities, net assets 41,428 43,644 2,215 

Liabilities 25,801 27,602 1,800 

Components

Current assets 24,844 27,378 2,533 

Non-current assets 16,583 16,263 (319)


Sheet1

				FY2014		FY2015		Change				Components

		Current assets		24,844		27,378		2,533				Cash, deposits		1,342

												Notes, accounts receivable―trade		1,442

												Inventories		(147)

		Non-current assets		16,583		16,263		(319)				Buildings		(268)

												Machinery, equipment, vehicles		(424)

												Construction in progress		687

		Total assets		41,428		43,644		2,215

		Liabilities		25,801		27,602		1,800				Notes, accounts payable―trade		1,198

				0		0						Loans payable		388

		Net assets		15,626		16,041		415				Retained earnings		1,516

		   Equity ratio (%)		37.7		36.7						Treasury stock		(594)

		Liabilities, net assets		41,428		43,644		2,215









Cash Flow
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FY2014 FY2015 Change
Net income before taxes 3,093 2,945 (147)
Depreciation and amortization 1,200 1,178 (22)
Notes, accounts receivable―trade (1,075) (1,442) (367)
Notes, accounts payable―trade (822) 1,198 2,020
Income taxes paid (1,010) (1,252) (241)
Others 1,052 (177) (1,229)
Net cash provided by operating activities 2,438 2,450 12 

Purchases of property, plant and equipment (2,065) (857) 1,207
Others (6) 706 713
Net cash used in investing activities (2,072) (151) 1,921 

Net decrease in short-term loans payable (104) 24 128
Net decrease in long-term loans payable 782 364 (417)
Cash dividends paid (403) (403) 0
Others (412) (921) (508)
Net cash used in financing activities (137) (935) (797)

(¥mn)


Sheet1

				FY2014		FY2015		Change

		Net income before taxes		3,093		2,945		(147)

		Depreciation and amortization		1,200		1,178		(22)

		Notes, accounts receivable―trade		(1,075)		(1,442)		(367)

		Notes, accounts payable―trade		(822)		1,198		2,020

		Income taxes paid		(1,010)		(1,252)		(241)

		Others		1,052		(177)		(1,229)

		Net cash provided by operating activities		2,438		2,450		12



		Purchases of property, plant and equipment		(2,065)		(857)		1,207

		Others		(6)		706		713

		Net cash used in investing activities		(2,072)		(151)		1,921



		Net decrease in short-term loans payable		(104)		24		128

		Net decrease in long-term loans payable		782		364		(417)

		Cash dividends paid		(403)		(403)		0

		Others		(412)		(921)		(508)

		Net cash used in financing activities		(137)		(935)		(797)
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Ⅱ. FY2016 Forecasts
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Sales, Income （Consolidated)
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Amount % of 
Sales

Amount % of 
Sales

YOY 
(%)

35,602 100.0 38,000 100.0 6.7

Pharmaceuticals 31,937 34,180 7.0
     Generics 29,016 31,680 9.2
     Proprietary products 2,920 2,500 (14.4)

3,145 8.8 2,800 7.4 (11.0)

1,961 5.5 1,850 4.9 (5.7)

1,961 5.5 1,850 4.9 (5.7)
Net income attributable to 
owners of the parent

　

FY2015 FY2016 (Forecast) 

Net Sales

Operating income

Net income

(¥mn)


自社品リストH22.11.19

		-2		薬事法対応 ヤクジホウ タイオウ		H19.3

				全規格対応 ゼン キカク タイオウ		H24.3



		承認数 ショウニン スウ		製品名 セイヒンメイ		製造販売元 セイゾウ ハンバイ モト		一般名 イッパンメイ		発売年月 ハツバイ ネンゲツ		先発発売年月 センパツ ハツバイ ネンゲツ				追加（昨年は製品一覧にあった薬剤） ツイカ サクネン セイヒン イチラン ヤクザイ

		7		アスコンプ顆粒50％ カリュウ		日本ケミファ ニッポン		アルジオキサ		7/1/75		9/1/01				クノラミンＬ錠10mg

		8		アスコンプ細粒25％		日本ケミファ ニッポン		アルジオキサ		8/1/90		10/1/87				クノラミンＬ錠20mg

		9		アデコック錠30mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オキサトミド		7/1/98		6/1/87				イノキテンカプセル5mg

		17		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		11/1/09		2008年7月
2006年7月 ネン ツキ ネン ツキ				イノキテン顆粒1%

		18		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		11/1/09		2008年7月
2006年7月 ネン ツキ ネン ツキ				イノキテン錠10mg ジョウ

		15		アムロジピン錠2.5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		7/4/08		12/1/93				クノラミンＬ錠10mg

		16		アムロジピン錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		7/4/08		12/1/93				クノラミンＬ錠20mg

		21		アルカドールカプセル0.25		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		1/1/81				コスモベック錠

		22		アルカドールカプセル0.5		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		9/1/81				ニコビタ-Ｅ		前期の集計時、すでに販売中止しており、自社カウントから除外。 ゼンキ シュウケイ ジ ハンバイ チュウシ ジシャ ジョガイ

		23		アルカドールカプセル1.0		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		1/1/81				ベルテッサカプセル1mg

		24		アルカドールカプセル3.0		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール				1/1/81

		25		アレジオテック錠10		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		エピナスチン塩酸塩 エンサン エン		5/1/10		6/1/94

		26		アレジオテック錠20		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		エピナスチン塩酸塩 エンサン エン		7/1/02		6/1/94

		28		アロプリノール錠50mg「ケミファ」 ジョウ		日本ケミファ ニッポン		アロプリノール				7/1/02

		29		アンジーフ錠100mg ジョウ		日本ケミファ ニッポン		アロプリノール		2/1/78		1/1/69

		34		ウラリット-Ｕ配合散 ハイゴウ サン		日本ケミファ ニッポン		クエン酸ｶﾘｳﾑ･クエン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物
クエン酸ナトリウム サン スイワ ブツ		4/1/88		―

		35		ウラリット配合錠 ジョウ		日本ケミファ ニッポン		クエン酸ｶﾘｳﾑ･クエン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物
クエン酸ナトリウム サン スイワ ブツ		6/1/92		―

		39		エバスチンOD錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		2005"年"7"月"

		38		エバスチンOD錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		2005"年"7"月"

		37		エバスチン錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		1996"年"6"月"

		36		エバスチン錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		1996"年"6"月"

		42		オキミナス錠60mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ロキソプロフェンナトリウム水和物 スイワ ブツ		4/1/04		7/1/86

		43		オザグロン注20		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/03		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		44		オザグロン注40		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/03		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		45		オザグロン注80		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/06		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		51		カルバン錠100		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		49		カルバン錠25		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		50		カルバン錠50		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		54		カロデリン細粒１０％ サイリュウ		日本ケミファ ニッポン		ピレンゼピン塩酸塩水和物 エンサン エン スイワ ブツ		11/1/09		8/1/84

		53		カロデリン細粒５％		日本ケミファ ニッポン		ピレンゼピン塩酸塩水和物 エンサン エン スイワ ブツ		9/1/90		8/1/84

		62		クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		7/1/06		1991"年"6"月"

		61		クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 ジョウ ショウニヨウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		7/1/06		1991"年"10"月"

		63		グリメピリド錠1mg「ケミファ」		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		グリメピリド		11/1/10		2000"年"4"月"

		64		グリメピリド錠3mg「ケミファ」		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		グリメピリド		11/1/10		2000"年"4"月"

		67		グリンクール錠15mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アンブロキソール塩酸塩 エンサン エン		4/1/04		1984"年"3"月"

		69		サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 エンサン エン		11/1/09		1993"年"10"月"

		68		サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 エンサン エン		11/1/09		1993"年"10"月"

		80		セチリジン塩酸塩錠10mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 エンサン エン		11/1/07		1998"年"9"月"

		79		セチリジン塩酸塩錠5mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 エンサン エン		11/1/07		1998"年"9"月"

		83		ソファリン錠２５ｍｇ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ジクロフェナクナトリウム		1978"年"3"月"		1974"年"2"月"

		84		ソレトン錠80		日本ケミファ ニッポン		ザルトプロフェン		1993"年"9"月"		―

		87		タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2010"年"11"月"		2005"年"6"月"

		88		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2010"年"11"月"		2005"年"6"月"

		96		テルビナール錠125mg ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1997"年"9"月"

		102		ハルタムカプセル0.1mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2005"年"7"月"		2005"年"6"月"

		103		ハルタムカプセル0.2mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2005"年"7"月"		2005"年"6"月"

		107		ピコルーラカプセル2.5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ピコスルファートナトリウム水和物 スイワ ブツ		1990"年"7"月"		1990"年"8"月"

		116		プラバスタン錠10		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		プラバスタチンナトリウム		2003"年"7"月"		1991"年"12"月"

		115		プラバスタン錠5		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		プラバスタチンナトリウム		2003"年"7"月"		1989"年"10"月"

		122		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注液0.2mg「ｹﾐﾌｧ」 ジョウ エキ エキ		日本ケミファ ニッポン		フルマゼニル		2010"年"11"月"		1992"年"4"月"

		123		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注液0.5mg「ｹﾐﾌｧ」 ジョウ エキ エキ		日本ケミファ ニッポン		フルマゼニル		2010"年"11"月"		1992"年"4"月"

		125		プレスタゾール錠100		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		シロスタゾール		2000"年"7"月"		1988"年"4"月"

		124		プレスタゾール錠50		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		シロスタゾール		2000"年"7"月"		1988"年"4"月"

		132		ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」 エンサンエン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1991"年"11"月"

		133		ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」 エンサンエン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1991"年"11"月"

		134		ベニジピン塩酸塩錠8mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2008"年"7"月"		1991"年"11"月"

		137		ボグシール錠0.2 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ボグリボース		2005"年"7"月"		1994"年"9"月"

		138		ボグシール錠0.3 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ボグリボース		2005"年"7"月"		1994"年"9"月"

		141		メサラジン錠250mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		メサラジン		2008"年"11"月"		1996"年"7"月"

		146		メロキシカム錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛｷｼｶﾑ		2008"年"7"月"		2001"年"2"月"

		145		メロキシカム錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛｷｼｶﾑ		2008"年"7"月"		2001"年"2"月"

		147		メロペネム点滴静注用０．２５ｇ｢ケミファ｣ テンテキ ジョウ チュウ ヨウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 スイワ ブツ		2009"年"11"月"		1995"年"9"月"

		148		メロペネム点滴静注用０．５ｇ｢ケミファ｣ テンテキ ジョウ チュウ ヨウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 スイワ ブツ		2009"年"11"月"		1995"年"9"月"

		149		モトナリン錠1mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		チザニジン塩酸塩 エンサン エン		1997"年"10"月"		1988"年"5"月"

		154		ラタノプロスト点眼液0.005%｢ｹﾐﾌｧ｣ テンガン エキ		日本ケミファ ニッポン		ラタノプロスト		2010"年"5"月"		1999"年"5"月"

		155		ラベプラゾールナトリウム錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		2010"年"11"月"		1997"年"12"月"

		156		ラベプラゾールナトリウム錠20mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		2010"年"11"月"		1997"年"12"月"

		167		レバミピド錠100mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		レバミピド		2009"年"11"月"		1990"年"12"月"

		170		レビンベース錠10mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		2010"年"11"月"		1986"年"7"月"

		168		レビンベース錠2.5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		2010"年"11"月"		1986"年"7"月"

		169		レビンベース錠5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		1990"年"7"月"		1986"年"7"月"



		30		自社製品 ジシャ セイヒン

		143		導入品 ドウニュウヒン



		9		先発(自社6,導入3） セン ハツ ジシャ ドウニュウ

		164		GE品(自社24,導入140) ヒン ジシャ ドウニュウ
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NPI MR荷離れ



		日本薬品工業株式会社MR　品目別販売実績 ニチヤク ヒンモク ベツ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン

						H22年度 ネンド														H23年度 ネンド								品目別集計 ヒンモク ベツ シュウケイ

		製品名		他社品 タシャ ヒン		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		年度合計 ネンド ゴウケイ		2Q累計
（値引前） ルイケイ ネビ マエ		2Q
値引按分後 ネビ アンブン ゴ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計
（値引前） ルイケイ ネビ マエ		2Q
値引按分後 ネビ アンブン ゴ		前2Q ゼン		今2Q コン		発売開始年月 ハツバイ カイシ ネン ガツ

		アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」				2,027		1,631		1,795		1,658		7,111		3,658		3,375		1,820		1,905		3,725		3,344						11/1/09

		アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」    				11,230		13,237		15,224		14,984		54,675		24,467		22,574		14,897		14,770		29,667		26,630						11/1/09

		アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」    				3,869		4,296		4,557		4,294		17,016		8,165		7,533		4,138		4,897		9,035		8,110		アムロジピン				7/1/08

		アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」        				29,724		30,769		32,881		30,542		123,916		60,493		55,812		32,055		31,895		63,950		57,403		89,294		95,486		7/1/08

		アレジオテック錠１０                    				23		40		51		91		205		63		58		86		57		143		128						6/1/10

		アレジオテック錠２０                    				18,708		16,529		19,866		28,829		83,932		35,237		32,511		22,668		19,319		41,987		37,688						7/1/02

		ウリキュア錠１０ｍｇ                    				198		(56)		0		0		142		142		131		0		0		0		0

		オキミナス錠６０ｍｇ                    				2,481		2,442		2,655		2,491		10,069		4,923		4,542		2,472		2,252		4,724		4,240						1998/7

		オスペイン錠２００                      		1		865		903		807		680		3,255		1,768		1,631		684		752		1,436		1,289						2002/7

		クノラミンＬ錠１０ｍｇ                  				319		60		28		2		409		379		350		0		0		0		0						1992/7

		クノラミンＬ錠２０ｍｇ                  				427		98		34		10		569		525		484		5		0		5		4						1994/7

		クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」				9,698		7,823		11,257		10,449		39,227		17,521		16,165		10,486		8,081		18,567		16,666						2006/7

		クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用      				1,636		1,298		1,990		2,048		6,972		2,934		2,707		2,145		1,466		3,611		3,241						2006/7

		グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」        				0		0		1,120		1,342		2,462		0		0		1,748		1,818		3,566		3,201						2010/11

		グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」        				0		0		855		931		1,786		0		0		918		1,157		2,075		1,863						2010/11

		コフノールＬカプセル４５                		1		3,622		3,312		3,193		3,175		13,302		6,934		6,397		3,098		2,917		6,015		5,399						2002/7

		サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミ				2,086		2,884		3,121		2,965		11,056		4,970		4,585		2,615		2,860		5,475		4,914						2009/11

		サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ケミフ				176		176		279		336		967		352		325		52		336		388		348						2009/11

		シンスタチン錠                          		1		2,497		2,795		2,910		2,286		10,488		5,292		4,883		2,364		2,891		5,255		4,717						2004/12

		スタンゾームＯＤ錠１５                  		1		9,219		10,647		12,389		10,531		42,786		19,866		18,329		11,737		11,797		23,534		21,125		ランソプラゾール				2008/4

		スタンゾームＯＤ錠３０                  		1		2,214		2,469		2,828		2,288		9,799		4,683		4,321		1,967		2,167		4,134		3,711		22,650		24,835		2008/4

		セシリノールカプセル１００ｍｇ          				73		36		29		8		146		109		101		0		0		0		0						1990/8

		セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ              				1,959		1,626		2,096		3,257		8,938		3,585		3,308		2,499		1,744		4,243		3,809						2007/11

		セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ                				45		51		32		54		182		96		89		54		64		118		106						2007/11

		ソーパー１００ｍｇ錠                    				1,025		1,017		1,046		795		3,883		2,042		1,884		739		206		945		848						1996/7

		ゾビクロビル錠２００                    				334		308		341		322		1,305		642		592		297		306		603		541						2000/7

		ゾビクロビル錠４００                    				614		488		468		468		2,038		1,102		1,017		434		461		895		803						2001/7

		タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミ				0		0		66		189		255		0		0		59		34		93		83						2010/11

		タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミ				0		0		1,646		1,951		3,597		0		0		1,867		2,230		4,097		3,678						2010/11

		テルビナール錠１２５ｍｇ                				8,161		9,830		8,723		5,947		32,661		17,991		16,599		7,909		9,914		17,823		15,998						2006/7

		ハルタムカプセル０．１                  				848		887		787		711		3,233		1,735		1,601		716		848		1,564		1,404						2005/7

		ハルタムカプセル０．２                  				12,852		13,245		13,496		11,805		51,398		26,097		24,078		13,227		12,291		25,518		22,905						2005/7

		ファモガスト錠１０                      		1		3,443		2,922		3,602		3,265		13,232		6,365		5,873		2,990		3,422		6,412		5,756						2004/4

		ファモガスト錠２０                      		1		5,693		5,173		6,220		4,975		22,061		10,866		10,025		5,032		5,634		10,666		9,574						2004/4

		プラバスタン錠１０ｍｇ                  				19,087		18,676		20,049		18,262		76,074		37,763		34,841		19,081		18,876		37,957		34,071		プラバスタチン				2003/7

		プラバスタン錠５ｍｇ                    				5,854		5,806		6,104		5,774		23,538		11,660		10,758		5,027		5,711		10,738		9,639		45,599		43,710		2003/7

		プレスタゾール錠１００                  				5,588		5,629		7,323		6,263		24,803		11,217		10,349		7,321		8,893		16,214		14,554						2000/7

		プレスタゾール錠５０                    				2,279		2,667		3,467		3,638		12,051		4,946		4,563		3,652		4,165		7,817		7,017						2000/7

		ベニジピン塩酸塩２ｍｇ「ＮＰＩ」        				1,131		1,296		1,206		1,055		4,688		2,427		2,239		1,011		1,125		2,136		1,917						2006/7

		ベニジピン塩酸塩４ｍｇ「ＮＰＩ」        				6,308		5,986		6,060		5,643		23,997		12,294		11,343		5,511		5,693		11,204		10,057						2006/7

		ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」      				226		292		381		351		1,250		518		478		393		428		821		737						2008/7

		ベルデッサカプセル１ｍｇ                				150		103		49		23		325		253		233		0		0		0		0						1990/10

		ボグシール錠０．２                      				5,197		4,902		5,018		4,416		19,533		10,099		9,318		4,264		4,267		8,531		7,658		ボグリボース				2005/7

		ボグシール錠０．３                      				4,276		4,645		4,673		3,712		17,306		8,921		8,231		3,918		4,415		8,333		7,480		17,548		15,137		2005/7

		メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」        				2,407		2,112		2,148		1,799		8,466		4,519		4,169		1,771		1,873		3,644		3,271						2008/7

		メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」          				2,526		2,226		2,531		2,394		9,677		4,752		4,384		2,414		2,902		5,316		4,772						2008/7

		モトナリン錠１ｍｇ                      				1,094		806		1,186		842		3,928		1,900		1,753		923		972		1,895		1,701						2000/4

		ラニチザン錠１５０                      		1		1,528		1,495		1,499		1,283		5,805		3,023		2,789		1,170		1,119		2,289		2,055						2001/7

		ラニチザン錠７５                        		1		387		366		368		300		1,421		753		695		318		319		637		572						2001/7

		ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミ				0		0		6,299		10,975		17,274		0		0		13,113		15,030		28,143		25,262						2010/11

		ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ケミ				0		0		629		562		1,191		0		0		771		874		1,645		1,477						2010/11

		リーメント錠１００ｍｇ                  				279		55		12		(2)		344		334		308		0		5		5		4						1992/7

		レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」        				6,225		6,429		7,524		7,900		28,078		12,654		11,675		7,324		6,834		14,158		12,709						2009/11

		レビンベース錠１０ｍｇ                  				0		0		259		430		689		0		0		699		798		1,497		1,344						2010/11

		レビンベース錠２．５ｍｇ                				0		0		35		151		186		0		0		121		131		252		226						2010/11

		レビンベース錠５ｍｇ                    				8,935		9,570		8,999		7,845		35,349		18,505		17,073		8,132		8,080		16,212		14,552						2000/7

		レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」  		1		807		2,335		3,913		3,692		10,747		3,142		2,899		3,172		2,525		5,697		5,114						2010/6

		値引                                    				(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)		(32,705)				(25,215)		(24,481)		(49,696)

		総計				195,645		194,332		222,912		215,996		828,885		389,977		389,977		216,669		219,045		435,714		435,714

				他社品 タシャ ヒン														57841								59310

				自社品 ジシャ ヒン														332,136								376,404





NPI品目別導出実績

																								10/20/11

		日本薬品工業株式会社　品目別導出等実績 ニチヤク ヒンモク ベツ ドウシュツ トウ ジッセキ

																										単位：千円 タンイ センエン

				H22年度 ネンド														H23年度 ネンド

		製品名		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計 ルイケイ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		年度合計 ネンド ゴウケイ		前年同期
合計 ゼンネン ドウキ ゴウケイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計 ルイケイ

		アデコック錠30mg　1000T		1,690		2,094		3,784		1,716		1,751		7,251		3,784		3,230		3,520						6,750

		アデコック錠30mg　100T		87		0		87		44		0		131		87		106		0						106

		オキミナス錠60mg　(B)1000T		10		5		15		0		10		25		15		0		0						0

		オキミナス錠60mg　1000T		514		343		857		538		290		1,685		857		328		276						604

		オキミナス錠60mg　100T		0		0		0		0		3		3		0		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　(B)1000T		(8)		(8)		(16)		0		0		(16)		(16)		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　1000T		6		(8)		(2)		0		0		(2)		(2)		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　100T		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		クノラミンＬ錠20mg　(B)1000T		6		(3)		3		0		0		3		3		0		0						0

		クノラミンＬ錠20mg　1000T		16		(3)		13		0		0		13		13		0		0						0

		セシリノールカプセル100mg　100p		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		セシリノールカプセル100mg　1000p		30		0		30		0		0		30		30		0		0						0

		ゾビクロビル錠200　100T		61		22		83		89		55		227		83		72		6						78

		ゾビクロビル錠400　100T		12		157		169		106		102		377		169		82		94						176

		ベルテッサカプセル1mg　100p		1		3		4		1		0		5		4		0		0						0

		ベルテッサカプセル1mg　500p		28		24		52		0		(2)		50		52		(8)		0						(8)

		メサラジン錠250mg「サワイ」100T 沢井仕様		7,781		2,959		10,740		0		3,391		14,131		10,740		3,335		0						3,335						2009/5

		メサラジン錠250mg「サワイ」500T 沢井仕様		5,027		3,660		8,687		0		0		8,687		8,687		2,933		0						2,933						2009/5

		メサラジン錠500mg「サワイ」100T 沢井仕様						0						0		0		5,236		0						5,236						2009/5

		メサラジン錠500mg「サワイ」製剤見本 セイザイ ミホン						0						0		0		399		0						399						2009/5

		リーメント錠100mg　(B)1000T		(113)		4		(109)		0		0		(109)		(109)		0		0						0

		リーメント錠100mg　1000T		(56)		0		(56)		0		0		(56)		(56)		0		0						0

		リーメント錠100mg　100T		4		2		6		0		0		6		6		0		0						0

		メロキシカム錠5mg　マイラン 100T ジョウ		0		0		0		0		95		95		0		0		0						0						2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 100T ジョウ		0		0		0		0		566		566		0		595		0						595		NPI導出 ドウシュツ				2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 500T ジョウ		0		0		0		0		892		892		0		848		0						848		前2Q ゼン		今2Q コン		2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 1000T ジョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		24,347		21,052		2008/7

		アデコック錠30mg　100T　FFP仕様		251		0		251		0		0		251		251		0		0						0

		プレスタゾール錠100 100T FFP仕様		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		プレスタゾール錠100 500T FFP仕様		0		0		0		0		4,525		4,525		0		0								0

		プレスタゾール錠100 製剤見本 FFP仕様		0		83		83		0		0		83		83		0		0						0

		プレスタゾール錠50　100T　FFP仕様		2,425		0		2,425		0		4,838		7,263		2,425		0		0						0

		プレスタゾール錠50　500T　FFP仕様		0		0		0		0		3,638		3,638		0		0		0						0

		プレスタゾール錠50 製剤見本 FFP仕様		0		76		76		0		0		76		76		0		0						0

		オザグロン注80　10A　輸出仕様		6,713		0		6,713		0		0		6,713		6,713		0		0						0

		他社導出　計 タシャ ドウシュツ ケイ		24,485		9,410		33,895		2,494		20,154		56,543		33,895		17,156		3,896		0		0		21,052

		NC導出 ドウシュツ		955,778		747,028		1,702,806		888,451		754,362		3,345,619		1,702,806		834,850		647,459						1,482,309

		導出　総計 ドウシュツ ソウケイ		980,263		756,438		1,736,701		890,945		774,516		3,402,162		1,736,701		852,006		651,355		0		0		1,503,361

		RS1 100T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				13,164		13,563		26,727		0		41,138		83,719						124,857

		RS2 100T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				0		4,391		4,391		0		4,473		7,011						11,484

		RS1 140T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				6,706		0		6,706		0		14,001		13,501						27,502

		FG1 100T (NC仕様)		0		0				3,360		3,267		6,627		0		0		0						0

		FG1 140T (NC仕様)		0		0				186		0		186		0		0		0						0

		FG1 BL500T (NC仕様)		0		0				258		323		581		0		0		0						0

		FG2 100T (NC仕様)		0		0				4,361		1,019		5,380		0		0		0						0

		FG2 BL500T (NC仕様)		0		0				509		570		1,079		0		0		0						0

		ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞ小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.05%-100g充填品		0		0				65		0		65		0		0		0						0

		RD1 100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				14,561		13,797		28,358		0		1,336		3,046						4,382

		RD1 140T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				5,749		2,814		8,563		0		7,460		607						8,067

		RD1 500T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				9,748		2,410		12,158		0		6,025		3,013						9,038

		RD1 ﾊﾞﾗ100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				475		354		829		0		547		121						668

		RD1 製剤見本 (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				2,296		0		2,296		0		0		0						0

		RD1 臨床用100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				121		0		121		0		0		0						0

		RD2 100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				3,371		2,458		5,829		0		0		0						0

		RD2 140T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				1,968		1,880		3,848		0		0		0						0

		RD2 製剤見本 (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				2,063		0		2,063		0		0		0						0

		RD2 臨床用100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				242		0		242		0		0		0						0

		サラチンカプセル1mg-100Pピロー品		0		1,153				0		0		1,153		1,153		0		0						0

		セブオーレ-100Tピロー品		8,887		12,199				12,270		13,259		46,615		21,086		8,897		0						8,897

		セブスキット-60Tピロー品		4,179		4,201				0		0		8,380		8,380		3,972		0						3,972

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg「TCK」-140P		0		0				0		761		761		0		1,088		0						1,088

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg「TCK」-140P		0		0				0		1,225		1,225		0		2,168		0						2,168

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg「TCK」-560P		0		0				0		1,793		1,793		0		0		0						0

		ネハゼトール-100Tピロー品		1,113		1,113				1,117		1,108		4,451		2,226		2,230		0						2,230

		ユビデカレノンカプセル5mg 100P 東和仕様		0		0				972		1,683		2,655		0		0		0						0

		ペリゼリン錠10mg-（B)1000T 日医工仕様												0		0				91						91

		ペリゼリン錠10mg-1000T 日医工仕様												0		0				525						525

		ペリゼリン錠10mg-100T 日医工仕様												0		0				4,126						4,126

		他社医薬品委受託　計 タシャ イヤクヒン イ ジュタク ケイ		14,179		18,666				83,562		66,675		183,082		32,845		93,335		115,760		0		0		209,095

		NC医薬品委受託 イヤクヒン イジュタク		55,551		48,623				454,618		384,962		943,754		104,174		404,684		356,655						761,339

		医薬品委受託　総計 イヤクヒン イ ジュタク ソウケイ		69,730		67,289				538,180		451,637		1,126,836		137,019		498,019		472,415		0		0		970,434

		DHA&EPA 90粒 ツブ												0		0		3,240		2,006						5,246

		ウコン　180粒 ツブ														0		2,915		1,881						4,796

		カルシウム　180粒 ツブ														0		2,575		1,670						4,245

		コラーゲン　180粒 ツブ														0		2,971		1,886						4,857

		ブルーベリー 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		0				2,854		0		2,854		0		0		2,865						2,865

		マルチミネラル　180粒 ツブ														0		2,942		1,875						4,817

		亜鉛　180粒 アエン ツブ														0		2,933		1,885						4,818

		FPPHC100Pガゼット品		0		360				505		236		1,101		360		572		101						673

		βプラセンタ30000　100p		365		806				630		684		2,485		1,171		270		1,026						1,296

		アイデアルC　210粒		4,133		2,066				2,066		2,066		10,331		6,199		2,066		2,066						4,132

		アイブライト-S　500P														0		263		0						263

		インナークイーン　180粒		0		0				816		0		816		0		0		0						0

		カルコンシウム　240粒		0		245				0		0		245		245		0		255						255

		クエン酸・アミノ酸 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		1,775				0		0		1,775		1,775		0		0						0

		グリーンビーズ　300粒		1,910		0				0		1,910		3,820		1,910		0		1,910						1,910

		コスミック　2.2gx90包		122		610				610		1,169		2,511		732		0		0						0

		コスミック　2.2g分包品		64		0				0		0		64		64		0		0						0

		コンシウムH　280粒		0		0				4,133		4,133		8,266		0		4,133		2,066						6,199

		コンシウムＨ　打錠品		2,632		2,634				0		0		5,266		5,266		0		0						0

		ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ・ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		560		2,355				2,799		0		5,714		2,915		2,799		0						2,799

		ドクタープラセン EX100ﾌﾟﾗﾁﾅ　100粒入		0		0				228		0		228		0		0		0						0

		ドクタープラセン ｴｷｽﾄﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ　120粒入		0		0				55		0		55		0		0		0						0

		ノーカツ　2gx30包		3,830		3,830				3,830		3,830		15,320		7,660		3,830		5,746						9,576

		プラセンタ30000－マイショウ　100p		73		182				182		0		437		255		0		0						0

		プラセンタカプセルＭＤ　120p		4,059		3,654				2,619		2,622		12,954		7,713		5,089		2,640						7,729

		マルチビタミン 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		1,811				0		0		1,811		1,811		0		0						0

		メノポリンPカプセル　100P														0		114		0						114

		運賃		1		2				8		0		11		3		0		3						3

		松源　1.8gx30包		0		234				177		270		681		234		0		220						220

		特販課扱い製品(売上のみ)		10		169				0		0		179		179		0		0						0

		葉酸・鉄　180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		1,471		0				0		0		1,471		1,471		728		805						1,533

		健康食品委受託　総計 ケンコウ ショクヒン イ ジュタク ソウケイ		19,230		20,733				21,512		16,920		78,395		39,963		37,440		30,906		0		0		68,346

		雑売上		0		15				17		23		55		15		49		65						114

		特販課扱い製品(売上のみ)		11		0				0		0		11		11		(169)		0						(169)

		運賃		37		0				0		0		37		37		0		0						0

		その他売上　総計 ホカ ウリアゲ ソウケイ		48		15				17		23		103		63		(120)		65		0		0		(55)

		MR売上 ウリアゲ		200,472		188,508				229,375		220,600		838,955		388,980		206,759		207,505						414,264		←MR売上の送品計 ウリアゲ ソウヒン ケイ

		総計		1,269,743		1,032,983				1,680,029		1,463,696		5,446,451		2,302,726		1,594,104		1,362,246		0		0		2,956,350



受託加工（製販を持たない）ため除外



NC品目検証（2Q）

		SKBN		自社フラグ		SEI1		SEN1		2011年3月期2Q累計 ネン ガツ キ ルイケイ		2012年３月期2Q累計 ネン ガツ キ ルイケイ						SEI1		自社フラグ ジシャ		SEN1

		A		1		319		ｳﾗﾘｯﾄ-U		507736135		474111345						319		1		ｳﾗﾘｯﾄ-U 

		A		1		674		ｳﾗﾘｯﾄｼﾞｮｳ		1072569810		1065533860						674		1		ｳﾗﾘｯﾄｼﾞｮｳ 

		A		1		679		ｿﾚﾄﾝ 80		1084560690		929885630						679		1		ｿﾚﾄﾝ 80 

		A		1		686		ｶﾙﾊﾞﾝ 25		5629890		5510370						686		1		ｶﾙﾊﾞﾝ 25 

		A		1		687		ｶﾙﾊﾞﾝ 50		158337920		138935680						687		1		ｶﾙﾊﾞﾝ 50 

		A		1		688		ｶﾙﾊﾞﾝ100		50270400		44323200						688		1		ｶﾙﾊﾞﾝ100 

		B		0		120		ﾗｽｶﾙﾄﾝ20		8759140		8759140						120		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ20 

		B		0		121		ﾗｽｶﾙﾄﾝ10		1994300		1678600						121		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ10 

		B		0		122		ﾗｽｶﾙﾄﾝ40		997020		822255						122		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ40 

		B		0		123		ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾗ-ｾﾞ		37548000		45276000						123		0		ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾗ-ｾﾞ 

		B		0		124		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｲﾝ 20		28363568		24625792						124		0		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｲﾝ 20 

		B		0		127		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ500		7001050		7338450						127		0		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ500 

		B		0		136		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ1G		36857700		32622480						136		0		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ1G 

		B		0		137		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ2G		41839900		37155100						137		0		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ2G 

		B		0		138		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝﾁｭｳ		51137280		53959680						138		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝﾁｭｳ 

		B		0		139		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ100		131596800		106950000						139		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ100 

		B		0		140		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ1		66491040		64998010						140		0		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ1 

		B		0		141		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ 5		58777026		56107590						141		0		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ 5 

		B		0		142		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ10		279871050		258585850						142		0		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ10 

		B		1		143		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ20		12727040		11729480						143		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ20 

		B		1		144		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ40		71104230		61478370						144		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ40 

		B		0		146		ﾌﾙﾀﾝｿﾞｰﾙ0.2  50		1389450		1075450						146		0		ﾌﾙﾀﾝｿﾞｰﾙ0.2 50 

		B		0		150		ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ		198533140		217013160						150		0		ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ 

		B		0		151		ﾓﾍﾞﾝｿﾞｼﾝ		113412600		110067300						151		0		ﾓﾍﾞﾝｿﾞｼﾝ 

		B		0		152		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.5		200234200		197791600						152		0		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.5 

		B		1		153		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ80		31037930		35091320						153		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ80 

		B		0		156		ﾌﾞｾﾛﾝ10		2373360		3048480						156		0		ﾌﾞｾﾛﾝ10 

		B		0		157		ﾌﾞｾﾛﾝ50		10122000		14130000						157		0		ﾌﾞｾﾛﾝ50 

		B		0		159		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ1MG		58800		51450						159		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ1MG 

		B		0		160		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MG		11437200		7112950						160		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MG 

		B		0		161		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ25MG		5596150		5460650						161		0		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ25MG 

		B		0		162		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ2mg		303600		527175						162		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ2MG 

		B		0		163		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ10mg		10842005		10872640						163		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ10MG 

		B		0		164		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ200		2724800		3170200						164		0		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ200 

		B		0		165		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ300		94281000		81444000						165		0		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ300 

		B		0		166		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ75		6072000		3912000						166		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ75 

		B		0		167		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.25		3536280		4715040						167		0		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.25 

		B		0		168		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ0.5		587510		458150						168		0		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ0.5 

		B		0		169		ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ200MG		69466800		84106800						169		0		ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ200MG 

		B		1		170		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.25		468470		770900						170		1		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.25 

		B		1		171		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.5		51084000		69858000						171		1		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.5 

		B		0		172		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ100MG		15945100		20572700						172		0		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ100MG 

		B		0		173		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MGﾊﾞｯｸﾞ		5030250		3688850						173		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MGﾊﾞｯｸﾞ 

		B		0		174		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ25MG		84000		280000						174		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ25MG 

		B		0		175		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ200		13485000		16203750						175		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ200 

		B		0		176		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ25mg		5743150		11455800						176		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ25MG 

		B		1		178		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.2MG		0		4309760						178		1		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.2MG 

		B		1		179		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5		0		16700000						179		1		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5 

		C		0		339		ﾍﾊﾟｱｸﾄ		62241900		66720990						339		0		ﾍﾊﾟｱｸﾄ 

		C		0		341		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ1MG		639600		482160						341		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ1MG 

		C		0		342		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ2MG		8493280		8868240						342		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ2MG 

		C		1		506		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ 5		166289750		163099750						506		1		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ 5 

		C		1		507		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ10		472113400		472028600						507		1		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ10 

		C		0		508		ｼﾝｽﾀﾁﾝ		55470150		54556740						508		0		ｼﾝｽﾀﾁﾝ 

		C		0		509		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ10		17525835		16059905						509		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ10 

		C		0		510		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ20		36789480		34329960						510		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ20 

		C		1		524		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.2		78207330		63731000						524		1		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.2 

		C		1		525		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.3		94276000		80723640						525		1		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.3 

		C		0		527		ｷﾈｸﾞﾙｺ		121425240		119439200						527		0		ｷﾈｸﾞﾙｺ 

		C		0		528		ﾒﾄﾘｵﾝ		41888850		30749600						528		0		ﾒﾄﾘｵﾝ 

		C		0		530		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD10		48844560		53693670						530		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD10 

		C		0		531		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD20		134384040		140752080						531		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD20 

		C		0		534		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ10		59071040		67247310						534		0		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ10 

		C		0		535		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ20		56448000		65189600						535		0		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ20 

		C		1		540		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50		9672000		10386240						540		1		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50 

		C		1		541		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200		63928000		64153320						541		1		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200 

		C		1		542		ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ		47718030		37398960						542		1		ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ 

		C		0		543		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ10		6793560		5763000						543		0		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ10 

		C		0		544		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ20		2987640		2840580						544		0		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ20 

		C		0		545		ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ		436952880		505597680						545		0		ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ 

		C		0		546		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.2MG		138398700		138307720						546		0		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.2MG 

		C		0		547		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.3MG		246688050		255091795						547		0		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.3MG 

		C		0		548		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD15		488323960		531152190						548		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD15 

		C		0		549		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD30		136871000		130837000						549		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD30 

		C		1		553		ｾﾁﾘｼﾞﾝ5		1623710		2166010						553		1		ｾﾁﾘｼﾞﾝ5 

		C		1		554		ｾﾁﾘｼﾞﾝ10		23397780		29794620						554		1		ｾﾁﾘｼﾞﾝ10 

		C		1		555		ｴﾊﾞｽﾁﾝ5MG		9267560		9856750						555		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝ5MG 

		C		1		556		ｴﾊﾞｽﾁﾝ10MG		17338200		19610200						556		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝ10MG 

		C		1		557		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD5MG		3233900		5019190						557		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD5MG 

		C		1		558		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD10MG		15570300		21371000						558		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD10MG 

		C		1		562		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5MG		158717055		172925835						562		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5MG 

		C		1		563		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5MG		828321795		844494285						563		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5MG 

		C		0		565		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ2.5		1680330		2021610						565		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ2.5 

		C		0		566		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ5		23591900		28140300						566		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ5 

		C		0		567		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ10		5881200		6091800						567		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ10 

		C		1		568		ﾒｻﾗｼﾞﾝ250		18351200		16396600						568		1		ﾒｻﾗｼﾞﾝ250 

		C		0		571		ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ100MG		109297580		108284115						571		0		ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ100MG 

		C		0		572		ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞｼﾞｮｳ80MG		166849330		218652250						572		0		ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞｼﾞｮｳ80MG 

		C		0		573		ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ5MG		20769280		19425980						573		0		ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ5MG 

		C		1		574		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD2.5MG		32923030		44873250						574		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD2.5MG 

		C		1		575		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD5MG		195293445		252525180						575		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD5MG 

		C		1		576		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ50		1551000		1954260						576		1		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ50 

		C		1		577		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ100		67614410		83131720						577		1		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ100 

		C		1		578		ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ100		91943200		125153700						578		1		ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ100 

		C		1		580		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.1M		0		2164080						580		1		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.1M 

		C		1		581		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.2M		0		40423050						581		1		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.2M 

		C		1		582		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ2.5		0		67950						582		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ2.5 

		C		1		583		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ10		0		46620						583		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ10 

		C		1		584		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ1MG		0		29632610						584		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ1MG 

		C		1		585		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ3MG		0		14068750						585		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ3MG 

		C		1		586		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ10M		0		316207920						586		1		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ10M 

		C		1		587		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ20M		0		19177460						587		1		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ20M 

		C		1		588		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD1MG		0		6002730						588		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD1MG 

		C		1		589		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD3MG		0		4726150						589		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD3MG 

		C		1		595		ﾒｻﾗｼﾞﾝ500		0		1407880						595		1		ﾒｻﾗｼﾞﾝ500 

		C		1		649		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ20		167771290		183997800						649		1		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ20 

		C		1		650		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ10		473100		1459200						650		1		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ10 

		C		1		697		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ5		45866800		41703200						697		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ5 

		C		1		698		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ 50		47981440		79780240						698		1		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ 50 

		C		1		699		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ100		100844240		167026020						699		1		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ100 

		C		0		711		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ0.5		1504200		1386480						711		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ0.5 

		C		0		712		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ1		5398500		4510550						712		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ1 

		C		0		713		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ2		35661940		35827100						713		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ2 

		C		1		715		ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ		17108280		20314440						715		1		ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 

		C		0		839		ｲﾄﾗｰﾄ		149343855		143881645						839		0		ｲﾄﾗｰﾄ 

		C		1		840		ﾊﾙﾀﾑ0.1		14706600		12242800						840		1		ﾊﾙﾀﾑ0.1 

		C		1		841		ﾊﾙﾀﾑ0.2		124618420		102086240						841		1		ﾊﾙﾀﾑ0.2 

		C		0		844		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ15		20032980		20112990						844		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ15 

		C		0		845		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ30		8953000		6188000						845		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ30 

		D		1		177		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30		0		6411860						177		1		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30 

		D		1		183		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30ﾊﾞｯｸﾞ		0		33024480						183		1		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30ﾊﾞｯｸﾞ 

		E		1		304		ｱｽｺﾝﾌﾟ50		37273360		30490600						304		1		ｱｽｺﾝﾌﾟ50 

		E		1		305		ｱｽｺﾝﾌﾟ25		13710060		6732580						305		1		ｱｽｺﾝﾌﾟ25 

		E		0		323		ﾆｮｳPH ﾄｰﾖｰ		615980		640680						323		0		ﾆｮｳPH ﾄｰﾖｰ 

		E		0		326		ｶﾙﾎﾞｸﾘﾝ		48756245		36559445						326		0		ｶﾙﾎﾞｸﾘﾝ 

		E		1		328		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ		4622640		3718240						328		1		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ 

		E		0		338		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝｶﾘｭｳ		3855480		2967420						338		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝｶﾘｭｳ 

		E		0		340		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｻｲﾘｭｳ		3537216		3619096						340		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｻｲﾘｭｳ 

		E		1		343		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ10		469200		1473900						343		1		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ10 

		E		1		502		ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ		4100000		4089000						502		1		ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ 

		E		1		511		ｵｷﾐﾅｽ		8276400		8272200						511		1		ｵｷﾐﾅｽ 

		E		0		522		ｶｽﾞﾏﾘﾝ1MG		8291340		8543920						522		0		ｶｽﾞﾏﾘﾝ1MG 

		E		0		523		ｶｽﾞﾏﾘﾝ2MG		21404580		22832060						523		0		ｶｽﾞﾏﾘﾝ2MG 

		E		0		529		ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ		7204280		8363500						529		0		ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ 

		E		0		532		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ10		22664400		21562200						532		0		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ10 

		E		0		533		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ20		10085460		9914520						533		0		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ20 

		E		1		536		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ2MG		5460400		5297710						536		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ2MG 

		E		1		537		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ4MG		46320140		46856360						537		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ4MG 

		E		0		550		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ0.5MG		8312832		8897856						550		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ0.5MG 

		E		0		551		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ1MG		3750475		4381635						551		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ1MG 

		E		0		552		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ2MG		3418537		4165500						552		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ2MG 

		E		1		559		ﾒﾛｷｼｶﾑ5MG		577300		702800						559		1		ﾒﾛｷｼｶﾑ5MG 

		E		1		560		ﾒﾛｷｼｶﾑ10MG		10221120		11378640						560		1		ﾒﾛｷｼｶﾑ10MG 

		E		1		561		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ8MG		2064650		2427600						561		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ8MG 

		E		0		564		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ3MG		475950		485970						564		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ3MG 

		E		1		579		ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ50		0		424400						579		1		ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ50 

		E		0		601		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ200		5145340		5409580						601		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ200 

		E		0		636		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS25		47037100		44873400						636		0		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS25 

		E		0		637		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS50		63740180		64375150						637		0		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS50 

		E		1		638		ｱﾝｼﾞ-ﾌ100		39535600		42493100						638		1		ｱﾝｼﾞ-ﾌ100 

		E		0		648		ﾌﾟﾛﾙﾅｰ20		41186600		38843300						640		1		ｿﾌｧﾘﾝ25M 

		E		0		659		ﾒﾁｸｰﾙ500		46716280		55886480						648		0		ﾌﾟﾛﾙﾅｰ20 

		E		0		664		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ 25M		11114400		12067000						659		0		ﾒﾁｸｰﾙ500 

		E		0		669		ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ		23617980		25101900						664		0		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ 25M 

		E		0		689		ﾆｺﾗﾝﾏ-ﾄ		29767140		34415940						669		0		ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ 

		E		0		690		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL		9265120		10503890						673		0		ｱｲﾛﾒｰﾄ 

		E		0		691		ﾘｽﾋﾟﾝR		5168250		5400000						689		0		ﾆｺﾗﾝﾏ-ﾄ 

		E		1		692		ﾓﾄﾅﾘﾝ1M		24320340		24260700						690		0		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL 

		E		0		694		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ2		11737440		11941380						691		0		ﾘｽﾋﾟﾝR 

		E		1		695		ｱﾃﾞｺｯｸ		4123700		4246250						692		1		ﾓﾄﾅﾘﾝ1M 

		E		0		707		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ﾅﾝ		11077000		11068520						694		0		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ2 

		E		0		708		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ｸﾘ		1653600		1855000						695		1		ｱﾃﾞｺｯｸ 

		E		0		709		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ40		51893940		56261660						707		0		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ﾅﾝ 

		E		0		710		ｱｽﾞｶﾞｸﾞﾙ		14663880		13677840						708		0		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ｸﾘ 

		E		0		714		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ20		76906150		67631190						709		0		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ40 

		E		0		820		ﾘｽﾋﾟﾝ100MG		26022200		23425500						710		0		ｱｽﾞｶﾞｸﾞﾙ 

		E		1		825		ﾋﾟｺﾙｰﾗ		10520620		9419780						714		0		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ20 

		E		1		830		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.25		4913810		4803770						820		0		ﾘｽﾋﾟﾝ100MG 

		E		1		831		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.5		15012570		14161280						825		1		ﾋﾟｺﾙｰﾗ 

		E		1		832		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ1.0		22805910		23585490						830		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.25 

		E		0		833		ﾌﾟﾛｴｽﾀ		22731520		25572960						831		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.5 

		E		0		846		ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ15MG		21300158		22976202						832		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ1.0 

		E		0		848		ﾘｽﾋﾟﾝ50MG		206400		412800						833		0		ﾌﾟﾛｴｽﾀ 

		E		1		849		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0		0		55530						846		0		ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ15MG 

		F		0		128		ｱｾﾗ-ﾄ1		118017		0						848		0		ﾘｽﾋﾟﾝ50MG 

		F		0		129		ｱｾﾗ-ﾄ2		146250		-975						849		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 

		F		0		131		ｾﾌｧﾋﾟｺｰﾙ1G		27720000		79200						128		0		ｱｾﾗ-ﾄ1 

		F		1		314		ｲﾉｷﾃﾝｶﾘﾕｳ1%		181280		-1760						129		0		ｱｾﾗ-ﾄ2 

		F		0		315		ﾌｽﾀｺﾃﾞｲﾝ		-27935		0						131		0		ｾﾌｧﾋﾟｺｰﾙ1G 

		F		0		333		ｾｸﾛﾀﾞﾝ100		86840		0						314		1		ｲﾉｷﾃﾝｶﾘﾕｳ1% 

		F		0		334		ｾｸﾛﾀﾞﾝ200		437900		0						315		0		ﾌｽﾀｺﾃﾞｲﾝ 

		F		0		336		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ ｻｲ		200340		0						333		0		ｾｸﾛﾀﾞﾝ100 

		F		1		514		ｸﾉﾗﾐﾝL10		101700		0						334		0		ｾｸﾛﾀﾞﾝ200 

		F		1		515		ｸﾉﾗﾐﾝL20		142000		0						336		0		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ ｻｲ 

		F		1		517		ﾍﾞﾙﾃｯｻ		11050		-850						514		1		ｸﾉﾗﾐﾝL10 

		F		0		519		ﾘｰﾒﾝﾄ		-480		0						515		1		ｸﾉﾗﾐﾝL20 

		F		0		608		ﾘｺﾁｵﾝ		0		0						517		1		ﾍﾞﾙﾃｯｻ 

		F		0		611		ｽﾊﾟﾝﾄ-ﾙ		-500		0						519		0		ﾘｰﾒﾝﾄ 

		F		1		640		ｿﾌｧﾘﾝ25M		9859200		9103640						608		0		ﾘｺﾁｵﾝ 

		F		1		646		ｲﾉｷﾃﾝ		1741920		-570						611		0		ｽﾊﾟﾝﾄ-ﾙ 

		F		0		673		ｱｲﾛﾒｰﾄ		23870880		23129920						646		1		ｲﾉｷﾃﾝ 

		F		0		678		ｱｻｼｵﾝ		21838200		4802400						678		0		ｱｻｼｵﾝ 

		F		1		681		ｺｽﾓﾍﾞｯｸ		1578960		-13760						681		1		ｺｽﾓﾍﾞｯｸ 

		F		0		809		ﾆｺﾋﾞﾀE		-1500		-500						809		0		ﾆｺﾋﾞﾀE 

		F		1		813		ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5MG		230360		0						813		1		ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5MG 





連結損益の概況

		　　　　　　　　 		2015年3月期				2016年3月期								業績予想

				金額 		構成比 		金額 		構成比 		前期比 				金額 キンガク		(達成率) タッセイ

												（増減額） 		(増減率)

		 売上高 		35,118		100.0%		35,602		100.0%		+483		+1.4%		36,600		97.3%

		　売上原価 		18,352		52.3%		18,803		52.8%		+450		+2.5%

		[原価率増減P]								[+0.5p]

		　販売管理費 		13,480		38.4%		13,653		38.3%		+173		+1.3%

		[販管費率増減P]								[△0.1p]

		 　営業利益 		3,285		9.4%		3,145		8.8%		△ 140		△ 4.3%		2,800		112.0%

		 　経常利益 		3,217		9.2%		2,945		8.3%		△ 271		△ 8.4%		2,700		109.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益  トウキ		1,899		5.4%		1,961		5.5%		61		+3.3%		1,700		115.4%

																						連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ				2015年3月期				2016年3月期								2016年3月期(予想) ヨソウ

																										第4四半期		構成比 コウセイヒ		第4四半期		構成比 コウセイヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率(%) ゾウゲン リツ		通期 ツウキ		達成率(%)

																						売上高 ウリアゲ ダカ				35,118,637,737		100.0%		35,602,159,658		100.0%		483,521,921		1.4%		36,600,000,000		97.3%

																								医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ		34,168,968,287		97.3%		34,509,820,045		96.9%		340,851,758		1.0%

																								その他 タ		949,669,450		2.7%		1,092,339,613		3.1%		142,670,163		15.0%

																						売上原価※ ウリアゲ ゲンカ				18,352,856,790		52.3%		18,803,421,408		52.8%		450,564,618		2.5%

																						販管費 ハンカンヒ				13,480,102,814		38.4%		13,653,286,931		38.3%		173,184,117		1.3%

																						　内、研究開発費 ウチ ケンキュウ カイハツ ヒ				1,755,397,119		5.0%		1,889,222,941		5.3%		133,825,822		7.6%		2,100,000,000		90.0%

																						営業利益 エイギョウ リエキ				3,285,678,133		9.4%		3,145,451,319		8.8%		(140,226,814)		-4.3%		2,800,000,000		112.3%

																						経常利益 ケイジョウ リエキ				3,217,533,734		9.2%		2,945,917,646		8.3%		(271,616,088)		-8.4%		2,700,000,000		109.1%

																						税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ				3,093,615,598		8.8%		2,945,917,646		8.3%		(147,697,952)		-4.8%

																						親会社株主に帰属する当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,899,549,295		5.4%		1,961,442,807		5.5%		61,893,512		3.3%		1,700,000,000		115.4%







																						主要財務指標 シュヨウ ザイム シヒョウ				2015年3月期				2016年3月期								2016年3月期(予想) ヨソウ

																										第4四半期				第4四半期						増減P ゾウゲン		通期 ツウキ

																						売上高原価率 ウリアゲ ダカ ゲンカ リツ				52.3%				52.8%						0.5558034593

																						売上高販管費率 ウリアゲ ダカ ハンカンヒ リツ				38.4%				38.3%						-0.0348664455

																						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				9.4%				8.8%						-0.5209370137		7.7%

																						売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ				9.2%				8.3%						-0.8873503062		7.4%

																						売上高当期純利益率 ウリアゲ ダカ トウキ ジュンリエキ リツ				5.4%				5.5%						0.1003873276		4.6%





医療用医薬品の状況

				2015年3月期				2016年3月期

				金額		構成比		金額		構成比		増減率

		医療用医薬品荷離（①+②）		30,800		100.0%		31,937		100.0%		+3.7%

		　　①ジェネリック医薬品荷離		27,400		89.0%		29,016		90.9%		+5.9%

		うち自社販売		25,079				27,404				+9.3%

		うち導出・輸出 ユシュツ		2,321				1,612				△ 30.6%

		　　　　アムロジピン		3,011				3,159				+4.9%

		　　　　ランソプラゾール		1,935				2,182				+12.8%

		　　　　リマプロストアルファデクス		1,509				1,487				△ 1.4%

		　　　　ラベブラゾール		1,595				1,737				+8.9%

		　　　　ドネペジル		1,704				1,712				+0.5%

		　　　　プラバスタチン		1,273				1,260				△ 1.0%

		　　　　ボグリボース		1,013				1,004				△ 0.9%

		　　　　その他		15,357				16,471				+7.3%

		　　②主力品		3,400		11.0%		2,920		9.1%		△ 14.1%

		　　　　ウラリット		1,975				1,723				△ 12.8%

		　　　　ソレトン		1,134				928				△ 18.2%

		　　　　カルバン		290				268				△ 7.5%



		ジェネリック医薬品事業（①+③）		28,918		―		30,243		―		+4.6%

		　　③ジェネリック医薬品受託		1,518		―		1,226		―		△ 19.2%







連結発売年度別

				2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		増減率 ゾウゲン リツ

		2009年3月期以前 ネン ガツキ イゼン		15,246		15,150		△ 0.6%

		2010年3月期		2,507		2,697		+7.6%

		2011年3月期		2,462		2,617		+6.3%

		2012年3月期		2,157		2,331		+8.1%

		2013年3月期		1,447		1,513		+4.6%

		2014年3月期		2,256		2,761		+22.4%

		2015年3月期		1,322		1,454		+10.0%

		2016年3月期		0		490		

		総計		27,400		29,016		+5.9%

















2009年3月期以前	2015年3月期	2016年3月期	15246	15150	2010年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2507	2697	2011年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2462	2617	2012年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2157	2331	2013年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1447	1513	201	4年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2256	2761	2015年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1322	1454	2016年3月期	2015年3月期	2016年3月期	0	490	



発売年度別増減率

				発売年度 ハツバイ ネンド		連結荷離 レンケツ ニ バナ				うち自社販売 ジシャ ハンバイ

				2016年3月期		（今期発売） コンキ ハツバイ								―

				2015年3月期		+10.0%				+101.8%				0.0998752343		1.0182714055

				2014年3月期		+22.4%				+27.1%				0.2239359094		0.2714723665

				2013年3月期		+4.6%				+5.9%				0.0455428182		0.0590642083

				2012年3月期		+8.1%				+6.8%				0.0808140259		0.0684774854

				2011年3月期		+6.3%				+9.9%				0.0627614089		0.0986541501

				2010年3月期		+7.6%				+7.6%				0.0756326135		0.0756326135

				2009年3月期以前		△ 0.6%				+0.3%				-0.0062792191		0.0032381522

																0.0032381522

																0.0756326135

																0.0986541501

																0.0684774854

																0.0590642083

																0.2714723665

																1.0182714055

																

														





連結発売年度別 (英語版)

		連結発売年度別売上　（荷離） レンケツ ハツバイ ネンド ベツ ウリアゲ ニ バナ																						（百万円） ヒャクマンエン

						2011年3月期2Q ネン ガツキ								2012年3月期2Q ネン ガツキ								前年同期間比 ゼンネン ドウキ カン ヒ

		月期表記 ガツキ ヒョウキ		年度表記 ネンド ヒョウキ		ケミファ		NPI		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		ケミファ		NPI		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク		YOY

		既存品 キソン ヒン				2,720		158.7031427882		2,879		33.1%		2,698		162.7313554686		2,861		30.0%		△ 18		99.4%

		2005年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		16年度 ネンド		241		0		241		2.8%		242		0		242		2.5%		1		100.4%

		2006年3月期発売品 ネン		17年度		1,401		43.2268286892		1,444		16.6%		1,377		39.4468334892		1,416		14.8%		△ 28		98.1%

		2007年3月期発売品 ネン		18年度		736		49.0532058593		785		9.0%		799		47.8799787273		847		8.9%		62		107.9%

		2008年3月期発売品 ネン		19年度		1,103		3.396182797		1,106		12.7%		1,152		3.9145232978		1,156		12.1%		50		104.5%

		2009年3月期発売品 ネン		20年度		1,280		114.4536893125		1,394		16.0%		1,331		112.4738298263		1,443		15.1%		49		103.5%

		2010年3月期発売品 ネン		21年度		783		42.5339372791		826		9.5%		978		47.9446074082		1,026		10.7%		200		124.3%

		2011年3月期発売品 ネン		22年度		17		2.9570132748		20		0.2%		473		42.3748717826		515		5.4%		495		2582.4%

		2012年3月期発売品 ネン		23年度		0		0		0		0.0%		39		0		39		0.4%		39

		合計 ゴウケイ				8,281		414.324		8,695		100.0%		9,089		456.766		9,546		100.0%		850		109.8%

				2Q FY2010		2Q FY2011

		既存品 キゾン ヒン		3,109		3,103		-0.2%

		2006年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,448		1,416		-2.2%

		2007年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		790		847		7.2%

		2008年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,131		1,156		2.2%

		2009年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,377		1,443		4.8%

		2010年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		823		1,026		24.7%

		2011年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		17		515		2931.6%

		2012年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		0		39		-

		合計 ゴウケイ		8,695		9,546		9.8%





既存品	

2Q FY2010	2Q FY2011	3109	3103	2006年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1448	1416.4468334892154	2007年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	790	846.87997872726146	2008年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1131	1155.9145232978308	2009年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1377	1443.4738298263323	2010年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	823	1025.9446074081704	2011年3月期発売品	

2Q FY2	010	2Q FY2011	17	515.37487178261676	2012年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	0	39	





自社品比率集計

		↓グラフ作成用に変形 サクセイ ヨウ ヘンケイ								↓自社品比率より貼付 ジシャ ヒン ヒリツ ハ ツ

				2016年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ				連結合計 ゴウケイ		2015'3月期		2016'3月期

		他社 タシャ		35.6%		36.2%				自社 ジシャ		0.6380624447		0.6441342627

		自社 ジシャ		64.4%		63.8%				他社 タシャ		0.3619375553		0.3558657373

										合計 ゴウケイ		1		1





自社	

2016年3月期	2015年3月期	0.64413426267046237	0.63806244471788587	他社	

2016年3月期	2015年3月期	0.35586573732953763	0.36193755528211413	



GE売上比率（連結）





								2016年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ

						ジェネリック医薬品 イヤクヒン		90.9%		89.0%

						主力品 シュリョク ヒン		9.1%		11.0%

















2016年3月期	2015年3月期	0.90856929204613979	0.8896047693996596	

2016年3月期	2015年3月期	9.1430707953860157E-2	0.11039523060034037	



業態別売上比

				　　　　　　　　 				2014年3月期 ネン ガツキ				2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ



								売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ

				病　　院（100床以上） ヤマイ イン ショウイジョウ				13		△ 11.8%		13		+4.9%		14		+19.5%

				診 療 所（100床未満） ミ リョウ ショ ショウ ミマン				15		△ 1.2%		12		△ 10.1%		12		+2.5%

				保険薬局 ホケン ヤッキョク				71		+10.9%		74		+9.6%		73		+8.8%

				その他 タ				1		+11.0%		1		△ 19.5%		1		△ 11.0%

				合　　計 ア ケイ				100		+5.3%		100		+5.7%		100		+9.2%



						　うちDPC病院 ビョウイン		－		？		－		+14.5%		－		+24.9%





薬局実績推移

				保険薬局むけGE売上推移 ホケン ヤッキョク ウリアゲ スイイ

						金額 キンガク		2011年3月期を
100とした実績推移 ネン ガツキ ジッセキ スイイ		ジェネリック医薬品
売上に占める構成比 イヤクヒン ウリアゲ シ コウセイヒ		医薬荷離 イヤク ニ バナレ

				2011年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		4,730		100		57.3%		8,261

				2012年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		5,443		115.1		60.0%		9,068		110.8%

				2013年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		6,850		144.8		66.8%		10,247		110.9%

				2014年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		7,589		160.5		70.3%		10,788

				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		8,413		177.9		73.9%		11,387



2011年3月期を	
100とした実績推移	2011年3月期	
第2四半期	2012年3月期	
第2四半期	2013年3月期	
第2四半期	2014年3月期	
第2四半期	2015年3月期	
第2四半期	100	115.08758098593151	144.83355002349037	160.45700921145439	177.87870523825924	ジェネリック医薬品	
売上に占める構成比	2011年3月期	
第2四半期	2012年3月期	
第2四半期	2013年3月期	
第2四半期	2014年3月期	
第2四半期	2015年3月期	
第2四半期	0.57252918862280988	0.60027957538558996	0.66844758470526255	0.7034749849770805	0.73879951583721959	

連結BS（表）

				項目		2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		増減		主な増減項目

				流動資産		24,844		27,378		+2,533		　現金及び預金		+1,342

												　受取手形及び売掛金		+1,442

												　棚卸資産		△ 147

				固定資産		16,583		16,263		△ 319		　建物及び構築物		△ 268

												　機械装置及び運搬具		△ 424

												　建設仮勘定 ケンセツ カリカンジョウ		+687

				資産合計		41,428		43,644		+2,215

				負債合計 ゴウケイ		25,801		27,602		+1,800		　支払手形及び買掛金		+1,198

						0		0				　借入金		+388

				純資産合計 ゴウケイ		15,626		16,041		+415		　利益剰余金		+1,516

				（自己資本比率）		37.7%		36.7%				　自己株式 ジコ カブシキ		△ 594

				負債純資産合計		41,428		43,644		+2,215









連結BS貼付（円）

						 平成28年3月期　連結貸借対照表 ツキ																																0

																																 				平成28年5月12日 管理部（単位：円） ヘイセイ ネン ツキ ヒ カンリブ

								ｹﾐﾌｧ(A)		日本薬品		ｳｴﾙﾗｲﾌ		ｼｬﾌﾟﾛ		NC技研		健康科学		化合物		日薬 ヒ ヤク		NC-VN社 シャ		MSS		J.ｿﾌｧﾙｼﾑ		ｼﾞｪｰｴｽﾘｻｰﾁ		関係会社計		ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計				連結仕訳				連結財務諸表(B)		差引(B)-(A)				平成27年3月期 ヘイセイ ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン				平成24年9月期 ヘイセイ ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

		（資産の部）

		流動資産		現金及び預金				4,269,147,305						8,529,186						189,410,786		2,287,706,809		468,445,248						0		2,954,092,029		7,223,239,334								7,223,239,334		2,954,092,029				5,880,847,686		1342391648				6863046277		360193057

				受取手形及び売掛金				12,339,031,602												176,445,290		1,543,586,773								0		1,720,032,063		14,059,063,665				(569,381,149)				13,489,682,516		1,150,650,914				12,418,263,881		1071418635				11559813512		1929869004

				電子記録債権 デンシ キロク サイケン				167,215,617														2,440,695,788								0		2,440,695,788		2,607,911,405				(1,856,344,900)				751,566,505		584,350,888				380,264,558		371301947				0		751566505

				たな卸資産 オロシ シサン																										0												0		0				0		0				0		0

				商品及び製品 ショウヒン オヨ セイヒン				3,260,435,981														597,135,712										597,135,712		3,857,571,693				(204,750,828)				3,652,820,865		392,384,884				3,367,343,588		285477277				3517440842		135380023

				原材料 ゲンザイリョウ																																														0				0		0

				仕掛品 シカカリ ヒン				41,554,510												151,390,308		487,128,292										638,518,600		680,073,110				(666,628)				679,406,482		637,851,972				861,339,966		-181933484				604891392		74515090

				原材料及び貯蔵品 ゲンザイリョウ オヨ チョゾウヒン				219,698,399														623,532,579										623,532,579		843,230,978								843,230,978		623,532,579				1,094,170,123		-250939145				593032445		250198533

				前払費用				67,729,789												4,119,314		13,178,432		7,682,653						0		24,980,399		92,710,188				(1,688,708)				91,021,480		23,291,691				107,019,826		-15998346				106592712		-15571232

				金銭の信託 キンセン シンタク																												0		0								0		0				0		0				0		0

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン				422,811,802														73,152,336										73,152,336		495,964,138				73,645,353				569,609,491		146,797,689				700,050,766		-130441275				767176142		-197566651

				その他				50,620,542												205,600		56,714,963		4,147,471						0		61,068,034		111,688,576				(34,175,249)				77,513,327		26,892,785				36,537,512		40975815				29769034		47744293

				貸倒引当金																										0		0		0								0		0				(1,065,461)		1065461				-1050070		1050070

				流動資産合計				20,838,245,547						8,529,186						521,571,298		8,122,831,684		480,275,372						0		9,133,207,540		29,971,453,087				(2,593,362,109)				27,378,090,978		6,539,845,431				24,844,772,445		2533318533				24040712286		3337378692

		固定資産		（有形固定資産）																																														0						0

				建物				884,865,515												485,334,718		3,023,894,113										3,509,228,831		4,394,094,346				(1,650,919)				4,392,443,427		3,507,577,912				4,647,024,193		-254580766				3185028497		1207414930

				構築物				10,283,898												83,456,732		45,009,828										128,466,560		138,750,458								138,750,458		128,466,560				152,782,059		-14031601				201116138		-62365680

				機械装置及び運搬具				62,435,405														1,678,764,375										1,678,764,375		1,741,199,780				(5,462,119)				1,735,737,661		1,673,302,256				2,160,345,116		-424607455				1003955987		731781674

				工具器具備品				152,043,828												6,118,980		113,604,811										119,723,791		271,767,619				(488,916)				271,278,703		119,234,875				259,070,448		12208255				250983343		20295360

				土地				5,092,785,350												283,903,800		122,239,981										406,143,781		5,498,929,131				(50,157,611)				5,448,771,520		355,986,170				5,460,368,320		-11596800				5550269284		-101497764

				リース資産 シサン				156,610,706												22,217,343		71,337,500										93,554,843		250,165,549				(8,623,055)				241,542,494		84,931,788				260,311,321		-18768827				423220126		-181677632

				建設仮勘定 ケンセツ カリ カンジョウ																2,030,400		540,877,784		146,074,052								688,982,236		688,982,236								688,982,236		688,982,236				1,302,030		687680206				3782500		685199736

				（無形固定資産）																																														0						0

				のれん																																						0		0				21,219,747		-21219747				432643150		-432643150

				リース資産 シサン				8,963,540												10,554,145												10,554,145		19,517,685								19,517,685		10,554,145				38,811,617		-19293932				85925867		-66408182

				ソフトウエア																526,500		23,298,273										23,824,773		23,824,773								23,824,773		23,824,773				17,421,105		6403668				16219683		7605090

																																																								0

				電話加入権 デンワ カニュウケン				17,934,697												579,844		1,510,744										2,090,588		20,025,285								20,025,285		2,090,588				20,025,285		0				20025285		0

				有形無形固定資産合計				6,385,922,939												894,722,462		5,620,537,409		146,074,052						0		6,661,333,923		13,047,256,862				(66,382,620)				12,980,874,242		6,594,951,303				13,038,681,241		-57806999				11173169860		1807704382

		投資等		投資有価証券				7,135,748,684														962,772,306						14,203,560				976,975,866		8,112,724,550				(5,809,771,888)				2,302,952,662		(4,832,796,022)				2,428,758,093		-125805431				1034148387		1268804275

				長期貸付金				121,403,656																								0		121,403,656				(118,150,000)				3,253,656		(118,150,000)				3,767,356		-513700				7187556		-3933900

				長期前払費用 チョウキ マエバラ ヒヨウ				14,421,742												258,398		16,339,512		279,648,943								296,246,853		310,668,595				1,838,522				312,507,117		298,085,375				24,626,936		287880181				12710051		299797066

				敷金及び保証金				91,919,082												2,706,721		840,000		240,953								3,787,674		95,706,756				(840,000)				94,866,756		2,947,674				97,702,356		-2835600				108004746		-13137990

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン																		67,574,185										67,574,185		67,574,185				201,021,167				268,595,352		268,595,352				5,938,794		262656558				313173450		-44578098

				長期預金 チョウキ ヨキン																												0		0								0		0				700,000,000		-700000000				800000000		-800000000

				その他				357,568,902														728,000										728,000		358,296,902								358,296,902		728,000				341,060,551		17236351				307137062		51159840

				貸倒引当金				(57,503,750)																								0		(57,503,750)								(57,503,750)		0				(57,503,750)		0				-60798750		3295000

				投資等合計				7,663,558,316												2,965,119		1,048,254,003		279,889,896				14,203,560		0		1,345,312,578		9,008,870,894				(5,725,902,199)				3,282,968,695		(4,380,589,621)				3,544,350,336		-261381641				2521562502		761406193

		繰延資産		社債発行費 シャサイ ハッコウ ヒ																2,190,706												2,190,706		2,190,706								2,190,706		2,190,706				649,159		1541547				11402704		-9211998

				繰延資産合計																2,190,706										0		2,190,706		2,190,706								2,190,706		2,190,706				649,159		1541547				11402704		-9211998

		      資    産    合   計						34,887,726,802						8,529,186						1,421,449,585		14,791,623,096		906,239,320				14,203,560		0		17,142,044,747		52,029,771,549				(8,385,646,928)				43,644,124,621		8,756,397,819				41,428,453,181		2215671440				37746847352		5897277269





								ｹﾐﾌｧ(A)		日本薬品		ｳｴﾙﾗｲﾌ		ｼｬﾌﾟﾛ		NC技研		健康科学		化合物		日薬 ヒ ヤク		NC-VN社 シャ		MSS		J.ｿﾌｧﾙｼﾑ		ｼﾞｪｰｴｽﾘｻｰﾁ		関係会社計		ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計				連結仕訳				連結財務諸表(B)		差引(B)-(A)				連結財務諸表(B)		増減 ゾウゲン				連結財務諸表(B)		増減 ゾウゲン

		（負債の部）

		流動負債		支払手形及び買掛金				1,887,019,596												75,998,645		681,579,382								0		757,578,027		2,644,597,623				(556,715,062)				2,087,882,561		200,862,965				3,974,934,305		-1887051744				6197532205		-4109649644

				電子記録債務 デンシ キロク サイム				5,615,419,930														1,542,647,649										1,542,647,649		7,158,067,579				(2,036,344,900)				5,121,722,679		(493,697,251)				2,036,587,600		3085135079

				短期借入金				260,000,000														60,000,000								0		60,000,000		320,000,000				180,000,000				500,000,000		240,000,000				476,000,000		24000000				680000000		-180000000

				一年内償還予定社債 １ ネンナイ ショウカン ヨテイ シャサイ																												0		0								0		0				95,000,000		-95000000				370000000		-370000000

				一年内返済予定長期借入金 イチネン ナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン				3,389,664,000														170,000,000										170,000,000		3,559,664,000								3,559,664,000		170,000,000				2,523,104,000		1036560000				3258792000		300872000

				リース債務 サイム				76,039,995												19,776,587		32,285,516										52,062,103		128,102,098								128,102,098		52,062,103				143,610,900		-15508802				140151174		-12049076

				未払金				21,063,737														44,015,724								0		44,015,724		65,079,461								65,079,461		44,015,724				166,582,709		-101503248				162644055		-97564594

				未払法人税				119,630,537												11,840,400		151,207,900								0		163,048,300		282,678,837								282,678,837		163,048,300				752,693,426		-470014589				1032327736		-749648899

				未払費用				2,231,055,673												37,061,738		252,857,434		8,457,029						0		298,376,201		2,529,431,874				(46,691,522)				2,482,740,352		251,684,679				2,335,991,409		146748943				2206347340		276393012

				預り金				33,353,651												1,634,252		33,211,124								0		34,845,376		68,199,027				(840,000)				67,359,027		34,005,376				66,559,927		799100				101989235		-34630208

				前受収益 マエウ シュウエキ																												0		0								0		0				0		0				0		0

				返品調整引当金 ヘンピン チョウセイ ヒキアテ キン				2,203,000														538,000										538,000		2,741,000								2,741,000		538,000				3,719,000		-978000				3960000		-1219000

				販売促進引当金 ハンバイ ソクシン ヒキアテ キン				400,000,000														18,606,717										18,606,717		418,606,717								418,606,717		18,606,717				442,236,824		-23630107				323291229		95315488

				未払消費税等				52,524,452												9,248,300		148,332,000								0		157,580,300		210,104,752				148,000				210,252,752		157,728,300				547,098,192		-336845440				124597927		85654825

				その他				82,613,411												116,004,122		532,089,445								0		648,093,567		730,706,978				(1,780,172)				728,926,806		646,313,395				374,911,526		354015280				854676192		-125749386

				流動負債合計				14,170,587,982												271,564,044		3,667,370,891		8,457,029						0		3,947,391,964		18,117,979,946				(2,462,223,656)				15,655,756,290		1,485,168,308				13,939,029,818		1716726472				15456309093		199447197

		固定負債		社債 シャサイ																200,000,000										0		200,000,000		200,000,000								200,000,000		200,000,000				0		200000000				550000000		-350000000

				長期借入金				7,384,980,000												368,150,000		1,105,000,000								0		1,473,150,000		8,858,130,000				(118,150,000)				8,739,980,000		1,355,000,000				9,411,594,000		-671614000				7449535000		1290445000

				リース債務 サイム				154,797,315												15,346,290		45,576,615										60,922,905		215,720,220								215,720,220		60,922,905				261,038,301		-45318081				401335314		-185615094

				退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン				316,796,381												62,262,486		187,391,820								0		249,654,306		566,450,687				(566,450,687)				0		(316,796,381)				0		0				815898054		-815898054

				退職慰労引当金				310,360,000												9,359,225		55,132,500								0		64,491,725		374,851,725								374,851,725		64,491,725				374,004,500		847225				312583900		62267825

				退職給付に係る負債 タイショク キュウフ カカ フサイ																																		1,162,203,593				1,162,203,593		1,162,203,593				544,454,012		617749581

				受入敷金及び保証金 ウケイレ シキキン オヨ ホショウキン				9,600,000																										9,600,000								9,600,000		0				9,600,000		0				9600000		0

				繰延税金負債 クリノベ ゼイキン フサイ				48,668,318																										48,668,318				26,820,786				75,489,104		26,820,786				28,043,714		47445390

				再評価に係る繰延税金負債				1,168,550,061																						0				1,168,550,061								1,168,550,061		0				1,234,190,365		-65640304				1391937854		-223387793

				預り保証金																										0				0								0		0				0		0				0		0

				その他（持分法適用負債） タ モチブン ホウ テキヨウ フサイ																																						0		0				0		0				0		0

				固定負債合計				9,393,752,075												655,118,001		1,393,100,935								0		2,048,218,936		11,441,971,011				504,423,692				11,946,394,703		2,552,642,628				11,862,924,892		83469811				10930890122		1015504581

				負債合計				23,564,340,057												926,682,045		5,060,471,826		8,457,029						0		5,995,610,900		29,559,950,957				(1,957,799,964)				27,602,150,993		4,037,810,936				25,801,954,710		1800196283				26387199215		1214951778

		（少数株主持分）																																																0						0

				少数株主持分小計																										1		0		0								0		0				0		0				0		0

																																																		0						0

		（純資産の部） ジュン シサン ブ																																																						0

		株主資本 カブヌシ シホン		資本金 シホンキン				4,304,576,888						120,000,000						250,400,000		160,000,000		911,606,989								1,442,006,989		5,746,583,877				(1,442,006,989)				4,304,576,888		0				4,304,576,888		0				4,304,576,888		0

				（資本剰余金） シホン ジョウヨ キン																																														0						0

				   資本剰余金 シホン ジョウヨキン				1,297,930,385														1,617,540,688										1,617,540,688		2,915,471,073				(1,613,688,250)				1,301,782,823		3,852,438				1,298,620,226		3,162,597				1,297,280,098		4502725

				（利益剰余金） リエキ ジョウヨキン																																																				0

				   利益準備金 リエキ ジュンビ キン				197,851,032												1,000,000		40,000,000										41,000,000		238,851,032								238,851,032		41,000,000				195,977,216		42,873,816				81,603,393		157247639

				   繰越利益剰余金 クリコシ リエキ ジョウヨキン				3,654,313,857						(111,470,814)						243,367,540		7,882,450,469		(6,090,711)				14,203,560				8,022,460,044		11,676,773,901				(2,872,911,999)				8,803,861,902		5,149,548,045				7,330,286,271		1,473,575,631				3,890,518,425		4913343477

				（親会社株主に帰属する当期純利益） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				(1,049,547,441)						(-916)						(25,626,423)		(1,138,479,195)		(-6,090,711)				(14,203,560)				(1,172,217,551)		(2,221,764,992)				(-260,322,185)				(1,961,442,807)		911,895,366				(1,899,549,295)		61,893,512				1,343,896,196		617546611

				自己株式 ジコ カブシキ				(1,501,381,187)																								0		(1,501,381,187)				(78,872,403)				(1,580,253,590)		(78,872,403)				-985,419,328		(594,834,262)				(476,221,814)		-1104031776

				株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ				7,953,290,975						8,529,186						494,767,540		9,699,991,157		905,516,278				14,203,560				11,123,007,721		19,076,298,696				(6,007,479,641)				13,068,819,055		5,115,528,080				12,144,041,273		924,777,782				9,097,756,990		3971062065

		包括利益 ホウカツ リエキ		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン				728,737,711														31,160,113										31,160,113		759,897,824				(11,120,786)				748,777,038		20,039,327				829,360,069		(80,583,031)				23,342,072		725434966

		　累計額 ルイケイ ガク		繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ																												0		0								0		0				719,558		(719,558)

				土地再評価差額金 トチ サイヒョウカ サガク キン				2,633,123,799																								0		2,633,123,799								2,633,123,799		0				2,526,840,295		106,283,504				2,230,413,305		402710494

				為替換算調整勘定 カワセ カンサン チョウセイ カンジョウ																				(7,733,987)								(7,733,987)		(7,733,987)				4,086,829				(3,647,158)		(3,647,158)						(3,647,158)

				退職給付に係る調整累計額 タイショク キュウフ カカ チョウセイ ルイケイガク																												0		0				(413,333,366)				(413,333,366)		(413,333,366)				119,242,148		(532,575,514)						-413333366

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク ゴウケイ				3,361,861,510														31,160,113		(7,733,987)								23,426,126		3,385,287,636				(420,367,323)				2,964,920,313		(396,941,197)				3,476,162,070		(511,241,757)				2,253,755,377		711164936

		新株予約権 シンカブ ヨヤク ケン						8,234,260																										8,234,260								8,234,260		0				6,295,128		1,939,132				8,135,770		98490

		非支配株主持分（少数株主持分） ヒ シハイ カブヌシ モチブン ショウスウ カブヌシ モチブン																																0								0		0				0		0				0		0

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				11,323,386,745						8,529,186						494,767,540		9,731,151,270		897,782,291				14,203,560				11,146,433,847		22,469,820,592				(6,427,846,964)				16,041,973,628		4,718,586,883				15,626,498,471		415,475,157				11,359,648,137		4682325491

		負債、純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						34,887,726,802						8,529,186						1,421,449,585		14,791,623,096		906,239,320				14,203,560				17,142,044,747		52,029,771,549				(8,385,646,928)				43,644,124,621		8,756,397,819				41,428,453,181		2,215,671,440				37,746,847,352		5897277269

																																						0





		（資産の部）

		流動資産		現金及び預金																										0		0		0								0		0				2751385730		-2751385730

				受取手形及び売掛金																										0		0		0								0		0				4109644335		-4109644335

				有価証券				0																0		0		0		0		0		0				0				0		0				0		0

				商品 ショウヒン																										0		0		0								0		0				1764812231		-1764812231

				製品 セイヒン																												0		0								0		0				230470405		-230470405

				原材料 ゲンザイリョウ																												0		0								0		0				158140484		-158140484

				仕掛品 シカカリ ヒン																												0		0								0		0				147835390		-147835390

				貯蔵品 チョゾウヒン																												0		0								0		0				10157771		-10157771

				前払費用																										0		0		0								0		0				185385348		-185385348

				短期貸付金 タンキ カシツケ キン																														0								0		0						0

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン																												0		0								0		0				374110412		-374110412

				その他																										0		0		0								0		0				167502766		-167502766

				貸倒引当金																										0		0		0								0		0				-724181		724181

				流動資産合計				0		0				0		0		0		0										0		0		0				0				0		0				9898720691		-9898720691





キャッシュフロー

				2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		差異 サイ		備考 ビコウ				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ		2016年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ

		　　税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		3,093		2,945		△ 147						3,093,615,598		2,945,917,646

		　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,200		1,178		△ 22						1200973427		1178961943

		　　売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲンガク		△ 1,075		△ 1,442		△ 367						(1,075,581,307)		(1,442,720,582)

		　　仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲンガク		△ 822		1,198		2,020						(822,597,537)		1,198,083,335

		　　法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		△ 1,010		△ 1,252		△ 241						(1,010,629,936)		(1,252,288,017)

		　　その他 タ		1,052		△ 177		△ 1,229						1,052,406,467		(177,011,686)

		　営業キャッシュ・フロー エイギョウ		2,438		2,450		12						2,438,186,712		2,450,942,639



		　　固定資産の取得による支出 コテイ シサン シュトク シシュツ		△ 2,065		△ 857		1,207		　前期：つくば3号棟機械設備 ゼンキ ゴウトウ キカイ セツビ				(2,065,986,710)		(857,988,538)

		　　その他 タ		△ 6		706		713						(6,654,783)		706,629,192

		　投資キャッシュ・フロー トウシ		△ 2,072		△ 151		1,921						(2,072,641,493)		(151,359,346)



		　　短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		△ 104		24		128						(104,000,000)		24,000,000

		　　長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		782		364		△ 417						782,064,000		364,946,000

		　　配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 403		△ 403		0						(403,094,521)		(403,094,521)

		　　その他 タ		△ 412		△ 921		△ 508		 自己株式取得△603 ジコ カブシキ シュトク				(412,359,853)		(921,076,142)

		　財務キャッシュ・フロー ザイム		△ 137		△ 935		△ 797						(137,390,374)		(935,224,663)



		フリーキャッシュ・フロー		365		2,299		1,934						365,545,219		2,299,583,293











		　EBTDA		4,577		4,277		△ 300



				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ		2016年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ

		税引き前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,093,615,598		2,945,917,646

		特別利益 トクベツ リエキ		4,964,000		0

		特別損失 トクベツ ソンシツ		128,882,136		0

		支払利息 シハライ リソク		158,994,119		152,339,523

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,200,973,427		1,178,961,943

				4,577,501,280		4,277,219,112





キャッシュ・フローⅡ

						2012年3月期 ネン ガツ キ		2013年3月期 ネン ガツ キ		2014年3月期 ネン ガツ キ		2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ

				営業C/F エイギョウ		1,753		1,912		1,892		2,438		2,450

				投資C/F トウシ		△ 227		△ 1,422		△ 2,499		△ 2,072		△ 151

		　		財務C/F ザイム		63		△ 713		△ 205		△ 137		△ 935

				フリーC/F（右軸）※ ミギ ジク		1,526		490		△ 606		365		2,299





営業C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1753	1912	1892	2438	2450	投資C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	-227	-1422	-2499	-2072	-151	財務C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	63	-713	-205	-137	-935	フリーC/F（右軸）※	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1526	490	-606	365	2299	







フリーC/F（右軸）※	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1526	490	-606	365	2299	



NPI業態別販売実績

																								4/18/11

		日本薬品工業株式会社MR　業態別（納入ベース）販売実績 ニチヤク ギョウタイ ベツ ノウニュウ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド										NC計算 ケイサン

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ		H21		H22

		1（病院） ビョウイン		9,484		11,278		11,852		10,814		43,428		6.1%		11,549		10,932		11,534		10,934		44,949		41		41

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		79,247		80,675		88,025		79,299		327,246				92,669		90,813		104,759		104,588		392,829		306		358

		7（薬局） ヤッキョク		77,301		82,829		94,784		85,295		340,209				106,129		110,588		129,832		125,466		472,015		318		430

		（値引） ネビキ		(9,353)		(12,132)		(11,616)		(13,272)		(46,373)		(2,833)		(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)

		総計		156,679		162,650		183,045		162,136		664,510		40,595		195,642		194,333		222,913		215,997		828,885



		日本薬品工業株式会社MR　業態別（納入ベース）販売軒数 ニチヤク ギョウタイ ベツ ノウニュウ ハンバイ ケンスウ

																								単位：軒 タンイ ケン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ

		1（病院） ビョウイン		87		85		81		81		107				82		72		69		65		88

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		406		416		414		384		540				378		357		357		356		490

		7（薬局） ヤッキョク		1,073		1,112		1,194		1,199		1,743				1,260		1,199		1,215		1,279		1,890

		（値引=MR数） ネビキ カズ		18		18		19		18		18				17		17		17		17		17

		総計		1,584		1,631		1,708		1,682		2,408				1,737		1,645		1,658		1,717		2,485

		日本薬品工業株式会社MR　業態別（集計ベース）販売実績 ニチヤク ギョウタイ ベツ シュウケイ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド										NC計算 ケイサン

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ		H21		H22

		1（病院） ビョウイン		17,776		18,980		21,195		19,132		77,083				23,206		23,287		26,406		24,822		97,721		72		89

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		140,692		148,229		162,685		146,993		598,599				172,691		174,529		192,889		188,568		728,677		592		740

		7（薬局） ヤッキョク		7,564		7,573		10,781		9,283		35,201				14,450		14,517		26,830		27,598		83,395

		（値引） ネビキ		(9,353)		(12,132)		(11,616)		(13,272)		(46,373)				(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)

		総計		156,679		162,650		183,045		162,136		664,510				195,642		194,333		222,913		215,997		828,885





GE薬効別連結売上

		連結売上　薬効別(送品) レンケツ ウリアゲ ヤッコウ ベツ ソウヒン																（百万円） ヒャクマンエン

				2010年3月期 ネン ガツキ								2011年3月期 ネン ガツキ

				全品目 ゼンヒンモク		主力品 シュリョク ヒン		GE		GE構成比 コウセイヒ		全品目 ゼンヒンモク		主力品 シュリョク ヒン		GE		構成比 コウセイヒ

		循環器・呼吸器官 ジュンカンキ コキュウキ カン		6,106		588		5,518		38.0%		7,317		516		6,801		46.8%

		抗生物質・抗ウイルス剤 コウセイ ブッシツ コウ ザイ		2,843				2,843		19.6%		3,072				3,072		19.6%

		消化器官 ショウカ キカン		1,834				1,834		12.6%		2,957				2,957		12.6%

		代謝性医薬品 タイシャセイ イヤクヒン		5,379		3,222		2,157		14.8%		5,806		3,097		2,709		14.8%

		その他 タ		1,490				1,490		10.2%		1,875				1,875		10.2%

		抗腫瘍剤 コウ シュヨウ ザイ		470				470		3.2%		539				539		3.2%

		神経・感覚器官 シンケイ カンカク キカン		3,161		2,934		227		1.6%		2,801		2,478		323		1.6%

		合計 ゴウケイ		21,283		6,744		14,539		100.0%		21,283		6,091		18,276		100.0%

				2010年3月期 ネン ガツキ		2011年3月期 ネン ガツキ

		循環器・呼吸器官 ジュンカンキ コキュウキ カン		38.0%		46.8%

		抗生物質・抗ウイルス剤 コウセイ ブッシツ コウ ザイ		19.6%		19.6%

		消化器官 ショウカ キカン		12.6%		12.6%

		代謝性医薬品 タイシャセイ イヤクヒン		14.8%		14.8%

		その他 タ		10.2%		10.2%

		抗腫瘍剤 コウ シュヨウ ザイ		3.2%		3.2%

		神経・感覚器官 シンケイ カンカク キカン		1.6%		1.6%



循環器・呼吸器官	2010年3月期	2011年3月期	0.3795309168443497	0.46777632574454914	抗生物質・抗ウイルス剤	2010年3月期	2011年3月期	0.19554302221610839	0.19554302221610839	消化器官	2010年3月期	2011年3月期	0.12614347616754934	0.12614347616754934	代謝性医薬品	2010年3月期	2011年3月期	0.14835958456565101	0.14835958456565101	その他	2010年3月期	2011年3月期	0.1024829768209643	0.1024829768209643	抗腫瘍剤	2010年3月期	2011年3月期	3.2326845037485383E-2	3.2326845037485383E-2	神経・感覚器官	2010年3月期	2011年3月期	1.5613178347891877E-2	1.5613178347891877E-2	

連結業績予想



				　　　　　　　　				FY2015				FY2016 (Forecast) 

								Amount		% of 
Sales		Amount		% of 
Sales		YOY 
(%)

				Net Sales				35,602		100.0		38,000		100.0		6.7

						Pharmaceuticals		31,937				34,180				7.0

						     Generics		29,016				31,680				9.2

						     Proprietary products		2,920				2,500				(14.4)

				Operating income				3,145		8.8		2,800		7.4		(11.0)

				Net income				1,961		5.5		1,850		4.9		(5.7)

				Net income attributable to owners of the parent				1,961		5.5		1,850		4.9		(5.7)

																		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ				2016年3月期 ネン ガツキ						2017年3月期業績予想 ネン ガツキ ギョウセキ ヨソウ

																						第4四半期 ダイ シハンキ		百万円 ヒャクマンエン		構成比 コウセイ ヒ		通期 ツウキ		構成比 コウセイ ヒ		増減率 ゾウゲン リツ

																		売上高 ウリアゲ ダカ				35602159658		35602		1		38000000000		1		1.06735098

																				医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ		34509820045		34509		0.9693181643

																				その他 タ		1092339613		1092		0.0306818357

																		売上原価※ ウリアゲ ゲンカ				18803421408		18803		0.5281539544

																		販管費 ハンカンヒ				13653286931		13653		0.3834960312

																		　内、研究開発費 ウチ ケンキュウ カイハツ ヒ				1889222941		1889		0.053064841				0

																		営業利益 エイギョウ リエキ				3145451319		3145		0.0883500144		2800000000		0.0736842105		0.8901743235

																		経常利益 ケイジョウ リエキ				2945917646		2945		0.082745476		2700000000		0.0710526316		0.916522566

																		親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ トウキ ジュンリエキ				1961442807		1961		0.0550933658		1850000000		0.0486842105		0.9431832493



																						2016年3月期				2017年3月期				YOY

														連結開示案 レンケツ カイジ アン								実績 ジッセキ		（円単位）		通期予想 ツウキ ヨソウ		開示案 カイジ アン		増減額 ゾウゲン ガク		%

																医療用医薬品 イリョウヨウ イヤクヒン						31937		31937.00956		33834		34180		2243		0.0702316989

																		ジェネリック				29016		29016.986166		31315		31680		2664		0.0917743083

																				(内、自社販売） ウチ ジシャ ハンバイ		27404		27404.893366		29980		30080		2676		0.0976141961

																				(内、導出） ウチ ドウシュツ		1612		1612.0928		1335		1600		-12		-0.0075013051

																				ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ		3159		3159.7226818509		3046		3060		-99		-0.0315605804

																				ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		2182		2182.4857456307		2461		2460		278		0.127155128

																				ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ		1487		1487.627211		1572		1570		83		0.0553719295

																				ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		1737		1737.6409770782		1720		1740		3		0.0013576009

																				ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		1712		1712.9370997968		1940		1940		228		0.1325576405

																				ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ		1260		1260.5287670155		1262		1270		10		0.0075136984

																				ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		1004		1004.3316608278		1039		1040		36		0.0355145024

																				その他		16471		16471.7120228		18271		18600		2129		0.1292086684

																		主力品				2920		2920.023394		2519		2500		-420		-0.1438424757

																				ｳﾗﾘｯﾄ		1723		1723.318647		1505		1500		-223		-0.1295863927

																				ｿﾚﾄﾝ		928		928.155444		753		740		-188		-0.2027197548

																				ｶﾙﾊﾞﾝ		268		268.549303		261		260		-8		-0.0318351338



																						2016年3月期				2017年3月期				YOY

														ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ								実績 ジッセキ		（円単位）		計画 ケイカク		計画 ケイカク		金額 キンガク		%

																ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ						30242		30243.369649		62630		33040		2796.630351		0.0924708584

																ジェネリック医薬品（荷離） イヤクヒン ニ バナレ						29016		29016.986166		31315		31680		2663.013834		0.0917743083

																受託 ジュタク						1226		1226.383483		31315		1360		133.616517		0.1089516606





業績予想（医療用医薬品）

				2016年3月期				2017年3月期予想 ヨソウ																		2016年3月期				2017年3月期				YOY

				金額		構成比		金額		構成比		増減率						連結開示案 レンケツ カイジ アン								実績 ジッセキ		（円単位）		通期予想 ツウキ ヨソウ		開示案 カイジ アン		増減額 ゾウゲン ガク		%

		医療用医薬品荷離（①+②）		31,937		100.0%		34,180		100.0%		+7.0%								医療用医薬品 イリョウヨウ イヤクヒン						31937		31937.00956		33834		34180		2243		0.0702316989

		　　①ジェネリック医薬品荷離		29,016		90.9%		31,680		92.7%		+9.2%										ジェネリック				29016		29016.986166		31315		31680		2664		0.0917743083

		うち自社販売		27,404				30,080				+9.8%												(内、自社販売） ウチ ジシャ ハンバイ		27404		27404.893366		29980		30080		2676		0.0976141961

		うち導出・輸出 ユシュツ		1,612				1,600				△ 0.8%												(内、導出） ウチ ドウシュツ		1612		1612.0928		1335		1600		-12		-0.0075013051

		　　　　アムロジピン		3,159				3,060				△ 3.2%												ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ		3159		3159.7226818509		3046		3060		-99		-0.0315605804

		　　　　ランソプラゾール		2,182				2,460				+12.7%												ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		2182		2182.4857456307		2461		2460		278		0.127155128

		　　　　リマプロストアルファデクス		1,487				1,570				+5.5%												ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ		1487		1487.627211		1572		1570		83		0.0553719295

		　　　　ラベブラゾール		1,737				1,740				+0.1%												ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		1737		1737.6409770782		1720		1740		3		0.0013576009

		　　　　ドネペジル		1,712				1,940				+13.3%												ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		1712		1712.9370997968		1940		1940		228		0.1325576405

		　　　　プラバスタチン		1,260				1,270				+0.8%												ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ		1260		1260.5287670155		1262		1270		10		0.0075136984

		　　　　ボグリボース		1,004				1,040				+3.6%												ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		1004		1004.3316608278		1039		1040		36		0.0355145024

		　　　　その他		16,471				18,600				+12.9%												その他		16471		16471.7120228		18271		18600		2129		0.1292086684

		　　②主力品		2,920		9.1%		2,500		7.3%		△ 14.4%										主力品				2920		2920.023394		2519		2500		-420		-0.1438424757

		　　　　ウラリット		1,723				1,500				△ 13.0%												ｳﾗﾘｯﾄ		1723		1723.318647		1505		1500		-223		-0.1295863927

		　　　　ソレトン		928				740				△ 20.3%												ｿﾚﾄﾝ		928		928.155444		753		740		-188		-0.2027197548

		　　　　カルバン		268				260				△ 3.2%												ｶﾙﾊﾞﾝ		268		268.549303		261		260		-8		-0.0318351338



		ジェネリック医薬品事業（①+③）		30,242		100.0%		33,040		100.0%		+9.2%														2016年3月期				2017年3月期				YOY

		　　③ジェネリック医薬品受託		1,226		4.1%		1,360		4.1%		+10.9%						ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ								実績 ジッセキ		（円単位）		計画 ケイカク		計画 ケイカク		金額 キンガク		%

																				ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ						30242		30243.369649		62630		33040		2796.630351		0.0924708584

																				ジェネリック医薬品（荷離） イヤクヒン ニ バナレ						29016		29016.986166		31315		31680		2663.013834		0.0917743083

																				受託 ジュタク						1226		1226.383483		31315		1360		133.616517		0.1089516606







Pharmaceutical Sales（Consolidated）

14

Amount Distrib.(％） Amount Distrib.(％） YOY（％）

Total（①+②） 31,937 100.0 34,180 100.0 7.0
　　①Generics 29,016 90..9 31,680 92.7 9.2

       To medical institutions 27,404 30,080 9.8
 To other markers* 1,612 1,600 (0.8)

         Amlodipine 3,159 3,060 (3.2)
　　　　Lansoprazole 2,182 2,460 12.7
　　　　Limaprost Alfadex 1,487 1,570 5.5
　　　　Rabeprazole 1,737 1,740 0.1
　　　　Donepezil 1,712 1,940 13.3
　　　　Pravastatine 1,260 1,270 0.8
　　　　Voglibose 1,004 1,040 3.6
　　　　Others 16,471 18,600 12.9
　　②Proprietary products 2,920 9.1 2,500 7.3 (14.4)
　　　　Uralyt 1,723 1,500 (13.0)
　　　　Soleton 928 740 (20.3)
　　　　Calvan 268 260 (3.2)

Total（①+③） 30,243 100.0 33,040 100.0 9.2
　　③Generics (ODM) 1,226 4.1 1,360 4.1 10.9

FY2015 FY2016 (Forecast)
(¥mn)

* Includes export


自社品リストH22.11.19

		-2		薬事法対応 ヤクジホウ タイオウ		H19.3

				全規格対応 ゼン キカク タイオウ		H24.3



		承認数 ショウニン スウ		製品名 セイヒンメイ		製造販売元 セイゾウ ハンバイ モト		一般名 イッパンメイ		発売年月 ハツバイ ネンゲツ		先発発売年月 センパツ ハツバイ ネンゲツ				追加（昨年は製品一覧にあった薬剤） ツイカ サクネン セイヒン イチラン ヤクザイ

		7		アスコンプ顆粒50％ カリュウ		日本ケミファ ニッポン		アルジオキサ		7/1/75		9/1/01				クノラミンＬ錠10mg

		8		アスコンプ細粒25％		日本ケミファ ニッポン		アルジオキサ		8/1/90		10/1/87				クノラミンＬ錠20mg

		9		アデコック錠30mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オキサトミド		7/1/98		6/1/87				イノキテンカプセル5mg

		17		アムロジピンOD錠2.5mg「ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		11/1/09		2008年7月
2006年7月 ネン ツキ ネン ツキ				イノキテン顆粒1%

		18		アムロジピンOD錠5mg「ケミファ」 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		11/1/09		2008年7月
2006年7月 ネン ツキ ネン ツキ				イノキテン錠10mg ジョウ

		15		アムロジピン錠2.5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		7/4/08		12/1/93				クノラミンＬ錠10mg

		16		アムロジピン錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝﾍﾞｼﾙ酸塩 サン エン		7/4/08		12/1/93				クノラミンＬ錠20mg

		21		アルカドールカプセル0.25		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		1/1/81				コスモベック錠

		22		アルカドールカプセル0.5		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		9/1/81				ニコビタ-Ｅ		前期の集計時、すでに販売中止しており、自社カウントから除外。 ゼンキ シュウケイ ジ ハンバイ チュウシ ジシャ ジョガイ

		23		アルカドールカプセル1.0		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール		7/1/90		1/1/81				ベルテッサカプセル1mg

		24		アルカドールカプセル3.0		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アルファカルシドール				1/1/81

		25		アレジオテック錠10		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		エピナスチン塩酸塩 エンサン エン		5/1/10		6/1/94

		26		アレジオテック錠20		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		エピナスチン塩酸塩 エンサン エン		7/1/02		6/1/94

		28		アロプリノール錠50mg「ケミファ」 ジョウ		日本ケミファ ニッポン		アロプリノール				7/1/02

		29		アンジーフ錠100mg ジョウ		日本ケミファ ニッポン		アロプリノール		2/1/78		1/1/69

		34		ウラリット-Ｕ配合散 ハイゴウ サン		日本ケミファ ニッポン		クエン酸ｶﾘｳﾑ･クエン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物
クエン酸ナトリウム サン スイワ ブツ		4/1/88		―

		35		ウラリット配合錠 ジョウ		日本ケミファ ニッポン		クエン酸ｶﾘｳﾑ･クエン酸ﾅﾄﾘｳﾑ水和物
クエン酸ナトリウム サン スイワ ブツ		6/1/92		―

		39		エバスチンOD錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		2005"年"7"月"

		38		エバスチンOD錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		2005"年"7"月"

		37		エバスチン錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		1996"年"6"月"

		36		エバスチン錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		エバスチン		7/1/08		1996"年"6"月"

		42		オキミナス錠60mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ロキソプロフェンナトリウム水和物 スイワ ブツ		4/1/04		7/1/86

		43		オザグロン注20		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/03		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		44		オザグロン注40		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/03		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		45		オザグロン注80		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		オザグレルナトリウム		7/1/06		2005年8月[2002年8月] ネン ガツ

		51		カルバン錠100		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		49		カルバン錠25		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		50		カルバン錠50		日本ケミファ ニッポン		ベバントロール塩酸塩 エンサン エン		6/1/95		―

		54		カロデリン細粒１０％ サイリュウ		日本ケミファ ニッポン		ピレンゼピン塩酸塩水和物 エンサン エン スイワ ブツ		11/1/09		8/1/84

		53		カロデリン細粒５％		日本ケミファ ニッポン		ピレンゼピン塩酸塩水和物 エンサン エン スイワ ブツ		9/1/90		8/1/84

		62		クラリスロマイシン錠200mg「NPI」 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		7/1/06		1991"年"6"月"

		61		クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」 ジョウ ショウニヨウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ		7/1/06		1991"年"10"月"

		63		グリメピリド錠1mg「ケミファ」		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		グリメピリド		11/1/10		2000"年"4"月"

		64		グリメピリド錠3mg「ケミファ」		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		グリメピリド		11/1/10		2000"年"4"月"

		67		グリンクール錠15mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		アンブロキソール塩酸塩 エンサン エン		4/1/04		1984"年"3"月"

		69		サルポグレラート塩酸塩錠100mg｢ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 エンサン エン		11/1/09		1993"年"10"月"

		68		サルポグレラート塩酸塩錠50mg｢ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ塩酸塩 エンサン エン		11/1/09		1993"年"10"月"

		80		セチリジン塩酸塩錠10mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 エンサン エン		11/1/07		1998"年"9"月"

		79		セチリジン塩酸塩錠5mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｾﾁﾘｼﾞﾝ塩酸塩 エンサン エン		11/1/07		1998"年"9"月"

		83		ソファリン錠２５ｍｇ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ジクロフェナクナトリウム		1978"年"3"月"		1974"年"2"月"

		84		ソレトン錠80		日本ケミファ ニッポン		ザルトプロフェン		1993"年"9"月"		―

		87		タムスロシン塩酸塩OD錠0.1mg「ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2010"年"11"月"		2005"年"6"月"

		88		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「ケミファ」 エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2010"年"11"月"		2005"年"6"月"

		96		テルビナール錠125mg ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ﾃﾙﾋﾞﾅﾌｨﾝ塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1997"年"9"月"

		102		ハルタムカプセル0.1mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2005"年"7"月"		2005"年"6"月"

		103		ハルタムカプセル0.2mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		タムスロシン塩酸塩 エンサン エン		2005"年"7"月"		2005"年"6"月"

		107		ピコルーラカプセル2.5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ピコスルファートナトリウム水和物 スイワ ブツ		1990"年"7"月"		1990"年"8"月"

		116		プラバスタン錠10		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		プラバスタチンナトリウム		2003"年"7"月"		1991"年"12"月"

		115		プラバスタン錠5		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		プラバスタチンナトリウム		2003"年"7"月"		1989"年"10"月"

		122		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注液0.2mg「ｹﾐﾌｧ」 ジョウ エキ エキ		日本ケミファ ニッポン		フルマゼニル		2010"年"11"月"		1992"年"4"月"

		123		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙ静注液0.5mg「ｹﾐﾌｧ」 ジョウ エキ エキ		日本ケミファ ニッポン		フルマゼニル		2010"年"11"月"		1992"年"4"月"

		125		プレスタゾール錠100		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		シロスタゾール		2000"年"7"月"		1988"年"4"月"

		124		プレスタゾール錠50		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		シロスタゾール		2000"年"7"月"		1988"年"4"月"

		132		ベニジピン塩酸塩錠2mg「NPI」 エンサンエン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1991"年"11"月"

		133		ベニジピン塩酸塩錠4mg「NPI」 エンサンエン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2006"年"7"月"		1991"年"11"月"

		134		ベニジピン塩酸塩錠8mg｢NPI｣ エンサン エン ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ベニジピン塩酸塩 エンサン エン		2008"年"7"月"		1991"年"11"月"

		137		ボグシール錠0.2 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ボグリボース		2005"年"7"月"		1994"年"9"月"

		138		ボグシール錠0.3 ジョウ		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ボグリボース		2005"年"7"月"		1994"年"9"月"

		141		メサラジン錠250mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		メサラジン		2008"年"11"月"		1996"年"7"月"

		146		メロキシカム錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛｷｼｶﾑ		2008"年"7"月"		2001"年"2"月"

		145		メロキシカム錠5mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛｷｼｶﾑ		2008"年"7"月"		2001"年"2"月"

		147		メロペネム点滴静注用０．２５ｇ｢ケミファ｣ テンテキ ジョウ チュウ ヨウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 スイワ ブツ		2009"年"11"月"		1995"年"9"月"

		148		メロペネム点滴静注用０．５ｇ｢ケミファ｣ テンテキ ジョウ チュウ ヨウ		日本ケミファ ニッポン		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ水和物 スイワ ブツ		2009"年"11"月"		1995"年"9"月"

		149		モトナリン錠1mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		チザニジン塩酸塩 エンサン エン		1997"年"10"月"		1988"年"5"月"

		154		ラタノプロスト点眼液0.005%｢ｹﾐﾌｧ｣ テンガン エキ		日本ケミファ ニッポン		ラタノプロスト		2010"年"5"月"		1999"年"5"月"

		155		ラベプラゾールナトリウム錠10mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		2010"年"11"月"		1997"年"12"月"

		156		ラベプラゾールナトリウム錠20mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ		2010"年"11"月"		1997"年"12"月"

		167		レバミピド錠100mg｢ケミファ｣ ジョウ		日本ケミファ ニッポン		レバミピド		2009"年"11"月"		1990"年"12"月"

		170		レビンベース錠10mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		2010"年"11"月"		1986"年"7"月"

		168		レビンベース錠2.5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		2010"年"11"月"		1986"年"7"月"

		169		レビンベース錠5mg		日本薬品工業 ニッポン ヤクヒン コウギョウ		ｴﾅﾗﾌﾟﾘﾙﾏﾚｲﾝ酸塩 サン エン		1990"年"7"月"		1986"年"7"月"



		30		自社製品 ジシャ セイヒン

		143		導入品 ドウニュウヒン



		9		先発(自社6,導入3） セン ハツ ジシャ ドウニュウ

		164		GE品(自社24,導入140) ヒン ジシャ ドウニュウ

























&22全製品各種対応一覧	&D




NPI MR荷離れ



		日本薬品工業株式会社MR　品目別販売実績 ニチヤク ヒンモク ベツ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン

						H22年度 ネンド														H23年度 ネンド								品目別集計 ヒンモク ベツ シュウケイ

		製品名		他社品 タシャ ヒン		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		年度合計 ネンド ゴウケイ		2Q累計
（値引前） ルイケイ ネビ マエ		2Q
値引按分後 ネビ アンブン ゴ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計
（値引前） ルイケイ ネビ マエ		2Q
値引按分後 ネビ アンブン ゴ		前2Q ゼン		今2Q コン		発売開始年月 ハツバイ カイシ ネン ガツ

		アムロジピンＯＤ錠２．５ｍｇ「ケミファ」				2,027		1,631		1,795		1,658		7,111		3,658		3,375		1,820		1,905		3,725		3,344						11/1/09

		アムロジピンＯＤ錠５ｍｇ「ケミファ」    				11,230		13,237		15,224		14,984		54,675		24,467		22,574		14,897		14,770		29,667		26,630						11/1/09

		アムロジピン錠２．５ｍｇ「ケミファ」    				3,869		4,296		4,557		4,294		17,016		8,165		7,533		4,138		4,897		9,035		8,110		アムロジピン				7/1/08

		アムロジピン錠５ｍｇ「ケミファ」        				29,724		30,769		32,881		30,542		123,916		60,493		55,812		32,055		31,895		63,950		57,403		89,294		95,486		7/1/08

		アレジオテック錠１０                    				23		40		51		91		205		63		58		86		57		143		128						6/1/10

		アレジオテック錠２０                    				18,708		16,529		19,866		28,829		83,932		35,237		32,511		22,668		19,319		41,987		37,688						7/1/02

		ウリキュア錠１０ｍｇ                    				198		(56)		0		0		142		142		131		0		0		0		0

		オキミナス錠６０ｍｇ                    				2,481		2,442		2,655		2,491		10,069		4,923		4,542		2,472		2,252		4,724		4,240						1998/7

		オスペイン錠２００                      		1		865		903		807		680		3,255		1,768		1,631		684		752		1,436		1,289						2002/7

		クノラミンＬ錠１０ｍｇ                  				319		60		28		2		409		379		350		0		0		0		0						1992/7

		クノラミンＬ錠２０ｍｇ                  				427		98		34		10		569		525		484		5		0		5		4						1994/7

		クラリスロマイシン錠２００ｍｇ「ＮＰＩ」				9,698		7,823		11,257		10,449		39,227		17,521		16,165		10,486		8,081		18,567		16,666						2006/7

		クラリスロマイシン錠５０ｍｇ小児用      				1,636		1,298		1,990		2,048		6,972		2,934		2,707		2,145		1,466		3,611		3,241						2006/7

		グリメピリド錠１ｍｇ「ケミファ」        				0		0		1,120		1,342		2,462		0		0		1,748		1,818		3,566		3,201						2010/11

		グリメピリド錠３ｍｇ「ケミファ」        				0		0		855		931		1,786		0		0		918		1,157		2,075		1,863						2010/11

		コフノールＬカプセル４５                		1		3,622		3,312		3,193		3,175		13,302		6,934		6,397		3,098		2,917		6,015		5,399						2002/7

		サルポグレラート塩酸塩錠１００ｍｇ「ケミ				2,086		2,884		3,121		2,965		11,056		4,970		4,585		2,615		2,860		5,475		4,914						2009/11

		サルポグレラート塩酸塩錠５０ｍｇ「ケミフ				176		176		279		336		967		352		325		52		336		388		348						2009/11

		シンスタチン錠                          		1		2,497		2,795		2,910		2,286		10,488		5,292		4,883		2,364		2,891		5,255		4,717						2004/12

		スタンゾームＯＤ錠１５                  		1		9,219		10,647		12,389		10,531		42,786		19,866		18,329		11,737		11,797		23,534		21,125		ランソプラゾール				2008/4

		スタンゾームＯＤ錠３０                  		1		2,214		2,469		2,828		2,288		9,799		4,683		4,321		1,967		2,167		4,134		3,711		22,650		24,835		2008/4

		セシリノールカプセル１００ｍｇ          				73		36		29		8		146		109		101		0		0		0		0						1990/8

		セチリジン塩酸塩錠１０ｍｇ              				1,959		1,626		2,096		3,257		8,938		3,585		3,308		2,499		1,744		4,243		3,809						2007/11

		セチリジン塩酸塩錠５ｍｇ                				45		51		32		54		182		96		89		54		64		118		106						2007/11

		ソーパー１００ｍｇ錠                    				1,025		1,017		1,046		795		3,883		2,042		1,884		739		206		945		848						1996/7

		ゾビクロビル錠２００                    				334		308		341		322		1,305		642		592		297		306		603		541						2000/7

		ゾビクロビル錠４００                    				614		488		468		468		2,038		1,102		1,017		434		461		895		803						2001/7

		タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．１ｍｇ「ケミ				0		0		66		189		255		0		0		59		34		93		83						2010/11

		タムスロシン塩酸塩ＯＤ錠０．２ｍｇ「ケミ				0		0		1,646		1,951		3,597		0		0		1,867		2,230		4,097		3,678						2010/11

		テルビナール錠１２５ｍｇ                				8,161		9,830		8,723		5,947		32,661		17,991		16,599		7,909		9,914		17,823		15,998						2006/7

		ハルタムカプセル０．１                  				848		887		787		711		3,233		1,735		1,601		716		848		1,564		1,404						2005/7

		ハルタムカプセル０．２                  				12,852		13,245		13,496		11,805		51,398		26,097		24,078		13,227		12,291		25,518		22,905						2005/7

		ファモガスト錠１０                      		1		3,443		2,922		3,602		3,265		13,232		6,365		5,873		2,990		3,422		6,412		5,756						2004/4

		ファモガスト錠２０                      		1		5,693		5,173		6,220		4,975		22,061		10,866		10,025		5,032		5,634		10,666		9,574						2004/4

		プラバスタン錠１０ｍｇ                  				19,087		18,676		20,049		18,262		76,074		37,763		34,841		19,081		18,876		37,957		34,071		プラバスタチン				2003/7

		プラバスタン錠５ｍｇ                    				5,854		5,806		6,104		5,774		23,538		11,660		10,758		5,027		5,711		10,738		9,639		45,599		43,710		2003/7

		プレスタゾール錠１００                  				5,588		5,629		7,323		6,263		24,803		11,217		10,349		7,321		8,893		16,214		14,554						2000/7

		プレスタゾール錠５０                    				2,279		2,667		3,467		3,638		12,051		4,946		4,563		3,652		4,165		7,817		7,017						2000/7

		ベニジピン塩酸塩２ｍｇ「ＮＰＩ」        				1,131		1,296		1,206		1,055		4,688		2,427		2,239		1,011		1,125		2,136		1,917						2006/7

		ベニジピン塩酸塩４ｍｇ「ＮＰＩ」        				6,308		5,986		6,060		5,643		23,997		12,294		11,343		5,511		5,693		11,204		10,057						2006/7

		ベニジピン塩酸塩錠８ｍｇ「ＮＰＩ」      				226		292		381		351		1,250		518		478		393		428		821		737						2008/7

		ベルデッサカプセル１ｍｇ                				150		103		49		23		325		253		233		0		0		0		0						1990/10

		ボグシール錠０．２                      				5,197		4,902		5,018		4,416		19,533		10,099		9,318		4,264		4,267		8,531		7,658		ボグリボース				2005/7

		ボグシール錠０．３                      				4,276		4,645		4,673		3,712		17,306		8,921		8,231		3,918		4,415		8,333		7,480		17,548		15,137		2005/7

		メロキシカム錠１０ｍｇ「ＮＰＩ」        				2,407		2,112		2,148		1,799		8,466		4,519		4,169		1,771		1,873		3,644		3,271						2008/7

		メロキシカム錠５ｍｇ「ＮＰＩ」          				2,526		2,226		2,531		2,394		9,677		4,752		4,384		2,414		2,902		5,316		4,772						2008/7

		モトナリン錠１ｍｇ                      				1,094		806		1,186		842		3,928		1,900		1,753		923		972		1,895		1,701						2000/4

		ラニチザン錠１５０                      		1		1,528		1,495		1,499		1,283		5,805		3,023		2,789		1,170		1,119		2,289		2,055						2001/7

		ラニチザン錠７５                        		1		387		366		368		300		1,421		753		695		318		319		637		572						2001/7

		ラベプラゾールナトリウム錠１０ｍｇ「ケミ				0		0		6,299		10,975		17,274		0		0		13,113		15,030		28,143		25,262						2010/11

		ラベプラゾールナトリウム錠２０ｍｇ「ケミ				0		0		629		562		1,191		0		0		771		874		1,645		1,477						2010/11

		リーメント錠１００ｍｇ                  				279		55		12		(2)		344		334		308		0		5		5		4						1992/7

		レバミピド錠１００ｍｇ「ＮＰＩ」        				6,225		6,429		7,524		7,900		28,078		12,654		11,675		7,324		6,834		14,158		12,709						2009/11

		レビンベース錠１０ｍｇ                  				0		0		259		430		689		0		0		699		798		1,497		1,344						2010/11

		レビンベース錠２．５ｍｇ                				0		0		35		151		186		0		0		121		131		252		226						2010/11

		レビンベース錠５ｍｇ                    				8,935		9,570		8,999		7,845		35,349		18,505		17,073		8,132		8,080		16,212		14,552						2000/7

		レボフロキサシン錠１００ｍｇ「ＫＲＭ」  		1		807		2,335		3,913		3,692		10,747		3,142		2,899		3,172		2,525		5,697		5,114						2010/6

		値引                                    				(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)		(32,705)				(25,215)		(24,481)		(49,696)

		総計				195,645		194,332		222,912		215,996		828,885		389,977		389,977		216,669		219,045		435,714		435,714

				他社品 タシャ ヒン														57841								59310

				自社品 ジシャ ヒン														332,136								376,404





NPI品目別導出実績

																								10/20/11

		日本薬品工業株式会社　品目別導出等実績 ニチヤク ヒンモク ベツ ドウシュツ トウ ジッセキ

																										単位：千円 タンイ センエン

				H22年度 ネンド														H23年度 ネンド

		製品名		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計 ルイケイ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		年度合計 ネンド ゴウケイ		前年同期
合計 ゼンネン ドウキ ゴウケイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		2Q累計 ルイケイ

		アデコック錠30mg　1000T		1,690		2,094		3,784		1,716		1,751		7,251		3,784		3,230		3,520						6,750

		アデコック錠30mg　100T		87		0		87		44		0		131		87		106		0						106

		オキミナス錠60mg　(B)1000T		10		5		15		0		10		25		15		0		0						0

		オキミナス錠60mg　1000T		514		343		857		538		290		1,685		857		328		276						604

		オキミナス錠60mg　100T		0		0		0		0		3		3		0		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　(B)1000T		(8)		(8)		(16)		0		0		(16)		(16)		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　1000T		6		(8)		(2)		0		0		(2)		(2)		0		0						0

		クノラミンＬ錠10mg　100T		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		クノラミンＬ錠20mg　(B)1000T		6		(3)		3		0		0		3		3		0		0						0

		クノラミンＬ錠20mg　1000T		16		(3)		13		0		0		13		13		0		0						0

		セシリノールカプセル100mg　100p		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		セシリノールカプセル100mg　1000p		30		0		30		0		0		30		30		0		0						0

		ゾビクロビル錠200　100T		61		22		83		89		55		227		83		72		6						78

		ゾビクロビル錠400　100T		12		157		169		106		102		377		169		82		94						176

		ベルテッサカプセル1mg　100p		1		3		4		1		0		5		4		0		0						0

		ベルテッサカプセル1mg　500p		28		24		52		0		(2)		50		52		(8)		0						(8)

		メサラジン錠250mg「サワイ」100T 沢井仕様		7,781		2,959		10,740		0		3,391		14,131		10,740		3,335		0						3,335						2009/5

		メサラジン錠250mg「サワイ」500T 沢井仕様		5,027		3,660		8,687		0		0		8,687		8,687		2,933		0						2,933						2009/5

		メサラジン錠500mg「サワイ」100T 沢井仕様						0						0		0		5,236		0						5,236						2009/5

		メサラジン錠500mg「サワイ」製剤見本 セイザイ ミホン						0						0		0		399		0						399						2009/5

		リーメント錠100mg　(B)1000T		(113)		4		(109)		0		0		(109)		(109)		0		0						0

		リーメント錠100mg　1000T		(56)		0		(56)		0		0		(56)		(56)		0		0						0

		リーメント錠100mg　100T		4		2		6		0		0		6		6		0		0						0

		メロキシカム錠5mg　マイラン 100T ジョウ		0		0		0		0		95		95		0		0		0						0						2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 100T ジョウ		0		0		0		0		566		566		0		595		0						595		NPI導出 ドウシュツ				2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 500T ジョウ		0		0		0		0		892		892		0		848		0						848		前2Q ゼン		今2Q コン		2008/7

		メロキシカム錠10mg　マイラン 1000T ジョウ		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0		24,347		21,052		2008/7

		アデコック錠30mg　100T　FFP仕様		251		0		251		0		0		251		251		0		0						0

		プレスタゾール錠100 100T FFP仕様		0		0		0		0		0		0		0		0		0						0

		プレスタゾール錠100 500T FFP仕様		0		0		0		0		4,525		4,525		0		0								0

		プレスタゾール錠100 製剤見本 FFP仕様		0		83		83		0		0		83		83		0		0						0

		プレスタゾール錠50　100T　FFP仕様		2,425		0		2,425		0		4,838		7,263		2,425		0		0						0

		プレスタゾール錠50　500T　FFP仕様		0		0		0		0		3,638		3,638		0		0		0						0

		プレスタゾール錠50 製剤見本 FFP仕様		0		76		76		0		0		76		76		0		0						0

		オザグロン注80　10A　輸出仕様		6,713		0		6,713		0		0		6,713		6,713		0		0						0

		他社導出　計 タシャ ドウシュツ ケイ		24,485		9,410		33,895		2,494		20,154		56,543		33,895		17,156		3,896		0		0		21,052

		NC導出 ドウシュツ		955,778		747,028		1,702,806		888,451		754,362		3,345,619		1,702,806		834,850		647,459						1,482,309

		導出　総計 ドウシュツ ソウケイ		980,263		756,438		1,736,701		890,945		774,516		3,402,162		1,736,701		852,006		651,355		0		0		1,503,361

		RS1 100T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				13,164		13,563		26,727		0		41,138		83,719						124,857

		RS2 100T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				0		4,391		4,391		0		4,473		7,011						11,484

		RS1 140T (ｻﾝﾄﾞ仕様)		0		0				6,706		0		6,706		0		14,001		13,501						27,502

		FG1 100T (NC仕様)		0		0				3,360		3,267		6,627		0		0		0						0

		FG1 140T (NC仕様)		0		0				186		0		186		0		0		0						0

		FG1 BL500T (NC仕様)		0		0				258		323		581		0		0		0						0

		FG2 100T (NC仕様)		0		0				4,361		1,019		5,380		0		0		0						0

		FG2 BL500T (NC仕様)		0		0				509		570		1,079		0		0		0						0

		ﾛﾍﾟｶﾙﾄﾞ小児用ﾄﾞﾗｲｼﾛｯﾌﾟ0.05%-100g充填品		0		0				65		0		65		0		0		0						0

		RD1 100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				14,561		13,797		28,358		0		1,336		3,046						4,382

		RD1 140T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				5,749		2,814		8,563		0		7,460		607						8,067

		RD1 500T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				9,748		2,410		12,158		0		6,025		3,013						9,038

		RD1 ﾊﾞﾗ100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				475		354		829		0		547		121						668

		RD1 製剤見本 (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				2,296		0		2,296		0		0		0						0

		RD1 臨床用100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				121		0		121		0		0		0						0

		RD2 100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				3,371		2,458		5,829		0		0		0						0

		RD2 140T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				1,968		1,880		3,848		0		0		0						0

		RD2 製剤見本 (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				2,063		0		2,063		0		0		0						0

		RD2 臨床用100T (ﾀﾞｲﾄ仕様)		0		0				242		0		242		0		0		0						0

		サラチンカプセル1mg-100Pピロー品		0		1,153				0		0		1,153		1,153		0		0						0

		セブオーレ-100Tピロー品		8,887		12,199				12,270		13,259		46,615		21,086		8,897		0						8,897

		セブスキット-60Tピロー品		4,179		4,201				0		0		8,380		8,380		3,972		0						3,972

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.1mg「TCK」-140P		0		0				0		761		761		0		1,088		0						1,088

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg「TCK」-140P		0		0				0		1,225		1,225		0		2,168		0						2,168

		ﾀﾑｽﾛｼﾝ塩酸塩ｶﾌﾟｾﾙ0.2mg「TCK」-560P		0		0				0		1,793		1,793		0		0		0						0

		ネハゼトール-100Tピロー品		1,113		1,113				1,117		1,108		4,451		2,226		2,230		0						2,230

		ユビデカレノンカプセル5mg 100P 東和仕様		0		0				972		1,683		2,655		0		0		0						0

		ペリゼリン錠10mg-（B)1000T 日医工仕様												0		0				91						91

		ペリゼリン錠10mg-1000T 日医工仕様												0		0				525						525

		ペリゼリン錠10mg-100T 日医工仕様												0		0				4,126						4,126

		他社医薬品委受託　計 タシャ イヤクヒン イ ジュタク ケイ		14,179		18,666				83,562		66,675		183,082		32,845		93,335		115,760		0		0		209,095

		NC医薬品委受託 イヤクヒン イジュタク		55,551		48,623				454,618		384,962		943,754		104,174		404,684		356,655						761,339

		医薬品委受託　総計 イヤクヒン イ ジュタク ソウケイ		69,730		67,289				538,180		451,637		1,126,836		137,019		498,019		472,415		0		0		970,434

		DHA&EPA 90粒 ツブ												0		0		3,240		2,006						5,246

		ウコン　180粒 ツブ														0		2,915		1,881						4,796

		カルシウム　180粒 ツブ														0		2,575		1,670						4,245

		コラーゲン　180粒 ツブ														0		2,971		1,886						4,857

		ブルーベリー 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		0				2,854		0		2,854		0		0		2,865						2,865

		マルチミネラル　180粒 ツブ														0		2,942		1,875						4,817

		亜鉛　180粒 アエン ツブ														0		2,933		1,885						4,818

		FPPHC100Pガゼット品		0		360				505		236		1,101		360		572		101						673

		βプラセンタ30000　100p		365		806				630		684		2,485		1,171		270		1,026						1,296

		アイデアルC　210粒		4,133		2,066				2,066		2,066		10,331		6,199		2,066		2,066						4,132

		アイブライト-S　500P														0		263		0						263

		インナークイーン　180粒		0		0				816		0		816		0		0		0						0

		カルコンシウム　240粒		0		245				0		0		245		245		0		255						255

		クエン酸・アミノ酸 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		1,775				0		0		1,775		1,775		0		0						0

		グリーンビーズ　300粒		1,910		0				0		1,910		3,820		1,910		0		1,910						1,910

		コスミック　2.2gx90包		122		610				610		1,169		2,511		732		0		0						0

		コスミック　2.2g分包品		64		0				0		0		64		64		0		0						0

		コンシウムH　280粒		0		0				4,133		4,133		8,266		0		4,133		2,066						6,199

		コンシウムＨ　打錠品		2,632		2,634				0		0		5,266		5,266		0		0						0

		ｺﾝﾄﾞﾛｲﾁﾝ・ｸﾞﾙｺｻﾐﾝ 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		560		2,355				2,799		0		5,714		2,915		2,799		0						2,799

		ドクタープラセン EX100ﾌﾟﾗﾁﾅ　100粒入		0		0				228		0		228		0		0		0						0

		ドクタープラセン ｴｷｽﾄﾗｺﾞｰﾙﾄﾞ　120粒入		0		0				55		0		55		0		0		0						0

		ノーカツ　2gx30包		3,830		3,830				3,830		3,830		15,320		7,660		3,830		5,746						9,576

		プラセンタ30000－マイショウ　100p		73		182				182		0		437		255		0		0						0

		プラセンタカプセルＭＤ　120p		4,059		3,654				2,619		2,622		12,954		7,713		5,089		2,640						7,729

		マルチビタミン 180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		0		1,811				0		0		1,811		1,811		0		0						0

		メノポリンPカプセル　100P														0		114		0						114

		運賃		1		2				8		0		11		3		0		3						3

		松源　1.8gx30包		0		234				177		270		681		234		0		220						220

		特販課扱い製品(売上のみ)		10		169				0		0		179		179		0		0						0

		葉酸・鉄　180粒入 (ｸﾗﾌﾄ)		1,471		0				0		0		1,471		1,471		728		805						1,533

		健康食品委受託　総計 ケンコウ ショクヒン イ ジュタク ソウケイ		19,230		20,733				21,512		16,920		78,395		39,963		37,440		30,906		0		0		68,346

		雑売上		0		15				17		23		55		15		49		65						114

		特販課扱い製品(売上のみ)		11		0				0		0		11		11		(169)		0						(169)

		運賃		37		0				0		0		37		37		0		0						0

		その他売上　総計 ホカ ウリアゲ ソウケイ		48		15				17		23		103		63		(120)		65		0		0		(55)

		MR売上 ウリアゲ		200,472		188,508				229,375		220,600		838,955		388,980		206,759		207,505						414,264		←MR売上の送品計 ウリアゲ ソウヒン ケイ

		総計		1,269,743		1,032,983				1,680,029		1,463,696		5,446,451		2,302,726		1,594,104		1,362,246		0		0		2,956,350



受託加工（製販を持たない）ため除外



NC品目検証（2Q）

		SKBN		自社フラグ		SEI1		SEN1		2011年3月期2Q累計 ネン ガツ キ ルイケイ		2012年３月期2Q累計 ネン ガツ キ ルイケイ						SEI1		自社フラグ ジシャ		SEN1

		A		1		319		ｳﾗﾘｯﾄ-U		507736135		474111345						319		1		ｳﾗﾘｯﾄ-U 

		A		1		674		ｳﾗﾘｯﾄｼﾞｮｳ		1072569810		1065533860						674		1		ｳﾗﾘｯﾄｼﾞｮｳ 

		A		1		679		ｿﾚﾄﾝ 80		1084560690		929885630						679		1		ｿﾚﾄﾝ 80 

		A		1		686		ｶﾙﾊﾞﾝ 25		5629890		5510370						686		1		ｶﾙﾊﾞﾝ 25 

		A		1		687		ｶﾙﾊﾞﾝ 50		158337920		138935680						687		1		ｶﾙﾊﾞﾝ 50 

		A		1		688		ｶﾙﾊﾞﾝ100		50270400		44323200						688		1		ｶﾙﾊﾞﾝ100 

		B		0		120		ﾗｽｶﾙﾄﾝ20		8759140		8759140						120		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ20 

		B		0		121		ﾗｽｶﾙﾄﾝ10		1994300		1678600						121		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ10 

		B		0		122		ﾗｽｶﾙﾄﾝ40		997020		822255						122		0		ﾗｽｶﾙﾄﾝ40 

		B		0		123		ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾗ-ｾﾞ		37548000		45276000						123		0		ﾃﾞﾌｨﾌﾞﾗ-ｾﾞ 

		B		0		124		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｲﾝ 20		28363568		24625792						124		0		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｲﾝ 20 

		B		0		127		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ500		7001050		7338450						127		0		ｱﾋﾟｽﾀﾝﾃﾞｨﾝ500 

		B		0		136		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ1G		36857700		32622480						136		0		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ1G 

		B		0		137		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ2G		41839900		37155100						137		0		ﾀｲﾍﾟﾗｼﾘﾝ2G 

		B		0		138		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝﾁｭｳ		51137280		53959680						138		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝﾁｭｳ 

		B		0		139		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ100		131596800		106950000						139		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ100 

		B		0		140		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ1		66491040		64998010						140		0		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ1 

		B		0		141		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ 5		58777026		56107590						141		0		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ 5 

		B		0		142		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ10		279871050		258585850						142		0		ｱﾘﾌﾟﾛｽﾄ10 

		B		1		143		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ20		12727040		11729480						143		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ20 

		B		1		144		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ40		71104230		61478370						144		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ40 

		B		0		146		ﾌﾙﾀﾝｿﾞｰﾙ0.2  50		1389450		1075450						146		0		ﾌﾙﾀﾝｿﾞｰﾙ0.2 50 

		B		0		150		ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ		198533140		217013160						150		0		ﾋﾟｼﾘﾊﾞｸﾀ 

		B		0		151		ﾓﾍﾞﾝｿﾞｼﾝ		113412600		110067300						151		0		ﾓﾍﾞﾝｿﾞｼﾝ 

		B		0		152		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.5		200234200		197791600						152		0		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.5 

		B		1		153		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ80		31037930		35091320						153		1		ｵｻﾞｸﾞﾛﾝ80 

		B		0		156		ﾌﾞｾﾛﾝ10		2373360		3048480						156		0		ﾌﾞｾﾛﾝ10 

		B		0		157		ﾌﾞｾﾛﾝ50		10122000		14130000						157		0		ﾌﾞｾﾛﾝ50 

		B		0		159		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ1MG		58800		51450						159		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ1MG 

		B		0		160		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MG		11437200		7112950						160		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MG 

		B		0		161		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ25MG		5596150		5460650						161		0		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ25MG 

		B		0		162		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ2mg		303600		527175						162		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ2MG 

		B		0		163		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ10mg		10842005		10872640						163		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ10MG 

		B		0		164		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ200		2724800		3170200						164		0		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ200 

		B		0		165		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ300		94281000		81444000						165		0		ｼﾌﾟﾛﾌﾛｷｻｼﾝ ﾁｭｳ300 

		B		0		166		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ75		6072000		3912000						166		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ75 

		B		0		167		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.25		3536280		4715040						167		0		ﾁｴﾍﾟﾈﾑ0.25 

		B		0		168		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ0.5		587510		458150						168		0		ﾅｽﾊﾟﾙﾝ0.5 

		B		0		169		ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ200MG		69466800		84106800						169		0		ﾃｲｺﾌﾟﾗﾆﾝ200MG 

		B		1		170		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.25		468470		770900						170		1		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.25 

		B		1		171		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.5		51084000		69858000						171		1		ﾒﾛﾍﾟﾈﾑ ﾁｭｳ0.5 

		B		0		172		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ100MG		15945100		20572700						172		0		ﾚﾎﾞﾎﾘﾅｰﾄ100MG 

		B		0		173		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MGﾊﾞｯｸﾞ		5030250		3688850						173		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ3MGﾊﾞｯｸﾞ 

		B		0		174		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ25MG		84000		280000						174		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ25MG 

		B		0		175		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ200		13485000		16203750						175		0		ﾌﾞﾙﾊﾞﾄｼﾝ200 

		B		0		176		ﾆｶﾙｼﾞﾋﾟﾝ25mg		5743150		11455800						176		0		ｱﾌﾟﾛﾊﾞﾝ25MG 

		B		1		178		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.2MG		0		4309760						178		1		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.2MG 

		B		1		179		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5		0		16700000						179		1		ﾌﾙﾏｾﾞﾆﾙｼﾞｮｳﾁｭｳ0.5 

		C		0		339		ﾍﾊﾟｱｸﾄ		62241900		66720990						339		0		ﾍﾊﾟｱｸﾄ 

		C		0		341		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ1MG		639600		482160						341		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ1MG 

		C		0		342		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ2MG		8493280		8868240						342		0		ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝﾅｲﾌｸｾﾞﾘｰ2MG 

		C		1		506		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ 5		166289750		163099750						506		1		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ 5 

		C		1		507		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ10		472113400		472028600						507		1		ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾝ10 

		C		0		508		ｼﾝｽﾀﾁﾝ		55470150		54556740						508		0		ｼﾝｽﾀﾁﾝ 

		C		0		509		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ10		17525835		16059905						509		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ10 

		C		0		510		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ20		36789480		34329960						510		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄ20 

		C		1		524		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.2		78207330		63731000						524		1		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.2 

		C		1		525		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.3		94276000		80723640						525		1		ﾎﾞｸﾞｼｰﾙ0.3 

		C		0		527		ｷﾈｸﾞﾙｺ		121425240		119439200						527		0		ｷﾈｸﾞﾙｺ 

		C		0		528		ﾒﾄﾘｵﾝ		41888850		30749600						528		0		ﾒﾄﾘｵﾝ 

		C		0		530		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD10		48844560		53693670						530		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD10 

		C		0		531		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD20		134384040		140752080						531		0		ﾌｧﾓｶﾞｽﾄD20 

		C		0		534		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ10		59071040		67247310						534		0		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ10 

		C		0		535		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ20		56448000		65189600						535		0		ｴﾝﾌﾟﾗｰﾙ20 

		C		1		540		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50		9672000		10386240						540		1		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ 50 

		C		1		541		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200		63928000		64153320						541		1		ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ200 

		C		1		542		ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ		47718030		37398960						542		1		ﾃﾙﾋﾞﾅｰﾙ 

		C		0		543		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ10		6793560		5763000						543		0		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ10 

		C		0		544		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ20		2987640		2840580						544		0		ﾉｰﾗｶﾞｰﾄﾞ20 

		C		0		545		ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ		436952880		505597680						545		0		ｾﾞﾌﾛﾌﾟﾄ 

		C		0		546		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.2MG		138398700		138307720						546		0		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.2MG 

		C		0		547		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.3MG		246688050		255091795						547		0		ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽOD0.3MG 

		C		0		548		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD15		488323960		531152190						548		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD15 

		C		0		549		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD30		136871000		130837000						549		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑOD30 

		C		1		553		ｾﾁﾘｼﾞﾝ5		1623710		2166010						553		1		ｾﾁﾘｼﾞﾝ5 

		C		1		554		ｾﾁﾘｼﾞﾝ10		23397780		29794620						554		1		ｾﾁﾘｼﾞﾝ10 

		C		1		555		ｴﾊﾞｽﾁﾝ5MG		9267560		9856750						555		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝ5MG 

		C		1		556		ｴﾊﾞｽﾁﾝ10MG		17338200		19610200						556		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝ10MG 

		C		1		557		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD5MG		3233900		5019190						557		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD5MG 

		C		1		558		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD10MG		15570300		21371000						558		1		ｴﾊﾞｽﾁﾝOD10MG 

		C		1		562		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5MG		158717055		172925835						562		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ2.5MG 

		C		1		563		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5MG		828321795		844494285						563		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ5MG 

		C		0		565		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ2.5		1680330		2021610						565		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ2.5 

		C		0		566		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ5		23591900		28140300						566		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ5 

		C		0		567		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ10		5881200		6091800						567		0		ｲﾐﾀﾞﾌﾟﾘﾙ10 

		C		1		568		ﾒｻﾗｼﾞﾝ250		18351200		16396600						568		1		ﾒｻﾗｼﾞﾝ250 

		C		0		571		ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ100MG		109297580		108284115						571		0		ﾚﾎﾞﾌﾛｷｻｼﾝｼﾞｮｳ100MG 

		C		0		572		ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞｼﾞｮｳ80MG		166849330		218652250						572		0		ﾋﾞｶﾙﾀﾐﾄﾞｼﾞｮｳ80MG 

		C		0		573		ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ5MG		20769280		19425980						573		0		ｱﾚﾝﾄﾞﾛﾝ5MG 

		C		1		574		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD2.5MG		32923030		44873250						574		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD2.5MG 

		C		1		575		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD5MG		195293445		252525180						575		1		ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝOD5MG 

		C		1		576		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ50		1551000		1954260						576		1		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ50 

		C		1		577		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ100		67614410		83131720						577		1		ｻﾙﾎﾟｸﾞﾚﾗｰﾄ100 

		C		1		578		ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ100		91943200		125153700						578		1		ﾚﾊﾞﾐﾋﾟﾄﾞ100 

		C		1		580		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.1M		0		2164080						580		1		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.1M 

		C		1		581		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.2M		0		40423050						581		1		ﾀﾑｽﾛｼﾝOD0.2M 

		C		1		582		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ2.5		0		67950						582		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ2.5 

		C		1		583		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ10		0		46620						583		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ10 

		C		1		584		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ1MG		0		29632610						584		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ1MG 

		C		1		585		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ3MG		0		14068750						585		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞ3MG 

		C		1		586		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ10M		0		316207920						586		1		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ10M 

		C		1		587		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ20M		0		19177460						587		1		ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ20M 

		C		1		588		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD1MG		0		6002730						588		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD1MG 

		C		1		589		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD3MG		0		4726150						589		1		ｸﾞﾘﾒﾋﾟﾘﾄﾞOD3MG 

		C		1		595		ﾒｻﾗｼﾞﾝ500		0		1407880						595		1		ﾒｻﾗｼﾞﾝ500 

		C		1		649		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ20		167771290		183997800						649		1		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ20 

		C		1		650		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ10		473100		1459200						650		1		ｱﾚｼﾞｵﾃｯｸ10 

		C		1		697		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ5		45866800		41703200						697		1		ﾚﾋﾞﾝﾍﾞｰｽ5 

		C		1		698		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ 50		47981440		79780240						698		1		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ 50 

		C		1		699		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ100		100844240		167026020						699		1		ﾌﾟﾚｽﾀｿﾞｰﾙ100 

		C		0		711		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ0.5		1504200		1386480						711		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ0.5 

		C		0		712		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ1		5398500		4510550						712		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ1 

		C		0		713		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ2		35661940		35827100						713		0		ﾂﾛﾌﾞﾃﾝ2 

		C		1		715		ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ		17108280		20314440						715		1		ﾗﾀﾉﾌﾟﾛｽﾄ 

		C		0		839		ｲﾄﾗｰﾄ		149343855		143881645						839		0		ｲﾄﾗｰﾄ 

		C		1		840		ﾊﾙﾀﾑ0.1		14706600		12242800						840		1		ﾊﾙﾀﾑ0.1 

		C		1		841		ﾊﾙﾀﾑ0.2		124618420		102086240						841		1		ﾊﾙﾀﾑ0.2 

		C		0		844		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ15		20032980		20112990						844		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ15 

		C		0		845		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ30		8953000		6188000						845		0		ｽﾀﾝｿﾞｰﾑ30 

		D		1		177		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30		0		6411860						177		1		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30 

		D		1		183		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30ﾊﾞｯｸﾞ		0		33024480						183		1		ｴﾀﾞﾗﾎﾞﾝ30ﾊﾞｯｸﾞ 

		E		1		304		ｱｽｺﾝﾌﾟ50		37273360		30490600						304		1		ｱｽｺﾝﾌﾟ50 

		E		1		305		ｱｽｺﾝﾌﾟ25		13710060		6732580						305		1		ｱｽｺﾝﾌﾟ25 

		E		0		323		ﾆｮｳPH ﾄｰﾖｰ		615980		640680						323		0		ﾆｮｳPH ﾄｰﾖｰ 

		E		0		326		ｶﾙﾎﾞｸﾘﾝ		48756245		36559445						326		0		ｶﾙﾎﾞｸﾘﾝ 

		E		1		328		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ		4622640		3718240						328		1		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ 

		E		0		338		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝｶﾘｭｳ		3855480		2967420						338		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝｶﾘｭｳ 

		E		0		340		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｻｲﾘｭｳ		3537216		3619096						340		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｻｲﾘｭｳ 

		E		1		343		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ10		469200		1473900						343		1		ｶﾛﾃﾞﾘﾝ ｻｲ10 

		E		1		502		ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ		4100000		4089000						502		1		ｸﾞﾘﾝｸｰﾙ 

		E		1		511		ｵｷﾐﾅｽ		8276400		8272200						511		1		ｵｷﾐﾅｽ 

		E		0		522		ｶｽﾞﾏﾘﾝ1MG		8291340		8543920						522		0		ｶｽﾞﾏﾘﾝ1MG 

		E		0		523		ｶｽﾞﾏﾘﾝ2MG		21404580		22832060						523		0		ｶｽﾞﾏﾘﾝ2MG 

		E		0		529		ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ		7204280		8363500						529		0		ｵｰﾛﾗｲﾄﾞ 

		E		0		532		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ10		22664400		21562200						532		0		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ10 

		E		0		533		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ20		10085460		9914520						533		0		ﾊﾞﾙﾚｰﾙ20 

		E		1		536		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ2MG		5460400		5297710						536		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ2MG 

		E		1		537		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ4MG		46320140		46856360						537		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ4MG 

		E		0		550		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ0.5MG		8312832		8897856						550		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ0.5MG 

		E		0		551		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ1MG		3750475		4381635						551		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ1MG 

		E		0		552		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ2MG		3418537		4165500						552		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ2MG 

		E		1		559		ﾒﾛｷｼｶﾑ5MG		577300		702800						559		1		ﾒﾛｷｼｶﾑ5MG 

		E		1		560		ﾒﾛｷｼｶﾑ10MG		10221120		11378640						560		1		ﾒﾛｷｼｶﾑ10MG 

		E		1		561		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ8MG		2064650		2427600						561		1		ﾍﾞﾆｼﾞﾋﾟﾝ8MG 

		E		0		564		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ3MG		475950		485970						564		0		ﾘｽﾍﾟﾘﾄﾞﾝｼﾞｮｳ3MG 

		E		1		579		ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ50		0		424400						579		1		ｱﾛﾌﾟﾘﾉｰﾙ50 

		E		0		601		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ200		5145340		5409580						601		0		ｱｼｸﾛﾋﾞﾝ200 

		E		0		636		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS25		47037100		44873400						636		0		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS25 

		E		0		637		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS50		63740180		64375150						637		0		ﾌﾟﾛﾓﾁﾝS50 

		E		1		638		ｱﾝｼﾞ-ﾌ100		39535600		42493100						638		1		ｱﾝｼﾞ-ﾌ100 

		E		0		648		ﾌﾟﾛﾙﾅｰ20		41186600		38843300						640		1		ｿﾌｧﾘﾝ25M 

		E		0		659		ﾒﾁｸｰﾙ500		46716280		55886480						648		0		ﾌﾟﾛﾙﾅｰ20 

		E		0		664		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ 25M		11114400		12067000						659		0		ﾒﾁｸｰﾙ500 

		E		0		669		ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ		23617980		25101900						664		0		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝ 25M 

		E		0		689		ﾆｺﾗﾝﾏ-ﾄ		29767140		34415940						669		0		ﾍﾞﾝｽﾞﾏﾛﾝ 

		E		0		690		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL		9265120		10503890						673		0		ｱｲﾛﾒｰﾄ 

		E		0		691		ﾘｽﾋﾟﾝR		5168250		5400000						689		0		ﾆｺﾗﾝﾏ-ﾄ 

		E		1		692		ﾓﾄﾅﾘﾝ1M		24320340		24260700						690		0		ﾌﾟﾚｽﾄﾛﾝL 

		E		0		694		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ2		11737440		11941380						691		0		ﾘｽﾋﾟﾝR 

		E		1		695		ｱﾃﾞｺｯｸ		4123700		4246250						692		1		ﾓﾄﾅﾘﾝ1M 

		E		0		707		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ﾅﾝ		11077000		11068520						694		0		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ2 

		E		0		708		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ｸﾘ		1653600		1855000						695		1		ｱﾃﾞｺｯｸ 

		E		0		709		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ40		51893940		56261660						707		0		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ﾅﾝ 

		E		0		710		ｱｽﾞｶﾞｸﾞﾙ		14663880		13677840						708		0		ｽﾙﾌﾟﾛﾁﾝ ｸﾘ 

		E		0		714		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ20		76906150		67631190						709		0		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ40 

		E		0		820		ﾘｽﾋﾟﾝ100MG		26022200		23425500						710		0		ｱｽﾞｶﾞｸﾞﾙ 

		E		1		825		ﾋﾟｺﾙｰﾗ		10520620		9419780						714		0		ﾚｲﾅﾉﾝﾃｰﾌﾟ20 

		E		1		830		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.25		4913810		4803770						820		0		ﾘｽﾋﾟﾝ100MG 

		E		1		831		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.5		15012570		14161280						825		1		ﾋﾟｺﾙｰﾗ 

		E		1		832		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ1.0		22805910		23585490						830		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.25 

		E		0		833		ﾌﾟﾛｴｽﾀ		22731520		25572960						831		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ0.5 

		E		0		846		ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ15MG		21300158		22976202						832		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙ1.0 

		E		0		848		ﾘｽﾋﾟﾝ50MG		206400		412800						833		0		ﾌﾟﾛｴｽﾀ 

		E		1		849		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0		0		55530						846		0		ﾒﾅﾃﾄﾚﾉﾝ15MG 

		F		0		128		ｱｾﾗ-ﾄ1		118017		0						848		0		ﾘｽﾋﾟﾝ50MG 

		F		0		129		ｱｾﾗ-ﾄ2		146250		-975						849		1		ｱﾙｶﾄﾞｰﾙｶﾌﾟｾﾙ3.0 

		F		0		131		ｾﾌｧﾋﾟｺｰﾙ1G		27720000		79200						128		0		ｱｾﾗ-ﾄ1 

		F		1		314		ｲﾉｷﾃﾝｶﾘﾕｳ1%		181280		-1760						129		0		ｱｾﾗ-ﾄ2 

		F		0		315		ﾌｽﾀｺﾃﾞｲﾝ		-27935		0						131		0		ｾﾌｧﾋﾟｺｰﾙ1G 

		F		0		333		ｾｸﾛﾀﾞﾝ100		86840		0						314		1		ｲﾉｷﾃﾝｶﾘﾕｳ1% 

		F		0		334		ｾｸﾛﾀﾞﾝ200		437900		0						315		0		ﾌｽﾀｺﾃﾞｲﾝ 

		F		0		336		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ ｻｲ		200340		0						333		0		ｾｸﾛﾀﾞﾝ100 

		F		1		514		ｸﾉﾗﾐﾝL10		101700		0						334		0		ｾｸﾛﾀﾞﾝ200 

		F		1		515		ｸﾉﾗﾐﾝL20		142000		0						336		0		ｾﾚｶﾞｽﾛﾝ ｻｲ 

		F		1		517		ﾍﾞﾙﾃｯｻ		11050		-850						514		1		ｸﾉﾗﾐﾝL10 

		F		0		519		ﾘｰﾒﾝﾄ		-480		0						515		1		ｸﾉﾗﾐﾝL20 

		F		0		608		ﾘｺﾁｵﾝ		0		0						517		1		ﾍﾞﾙﾃｯｻ 

		F		0		611		ｽﾊﾟﾝﾄ-ﾙ		-500		0						519		0		ﾘｰﾒﾝﾄ 

		F		1		640		ｿﾌｧﾘﾝ25M		9859200		9103640						608		0		ﾘｺﾁｵﾝ 

		F		1		646		ｲﾉｷﾃﾝ		1741920		-570						611		0		ｽﾊﾟﾝﾄ-ﾙ 

		F		0		673		ｱｲﾛﾒｰﾄ		23870880		23129920						646		1		ｲﾉｷﾃﾝ 

		F		0		678		ｱｻｼｵﾝ		21838200		4802400						678		0		ｱｻｼｵﾝ 

		F		1		681		ｺｽﾓﾍﾞｯｸ		1578960		-13760						681		1		ｺｽﾓﾍﾞｯｸ 

		F		0		809		ﾆｺﾋﾞﾀE		-1500		-500						809		0		ﾆｺﾋﾞﾀE 

		F		1		813		ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5MG		230360		0						813		1		ｲﾉｷﾃﾝｶﾌﾟｾﾙ5MG 





連結損益の概況

		　　　　　　　　 		2015年3月期				2016年3月期								業績予想

				金額 		構成比 		金額 		構成比 		前期比 				金額 キンガク		(達成率) タッセイ

												（増減額） 		(増減率)

		 売上高 		35,118		100.0%		35,602		100.0%		+483		+1.4%		36,600		97.3%

		　売上原価 		18,352		52.3%		18,803		52.8%		+450		+2.5%

		[原価率増減P]								[+0.5p]

		　販売管理費 		13,480		38.4%		13,653		38.3%		+173		+1.3%

		[販管費率増減P]								[△0.1p]

		 　営業利益 		3,285		9.4%		3,145		8.8%		△ 140		△ 4.3%		2,800		112.3%

		 　経常利益 		3,217		9.2%		2,945		8.3%		△ 271		△ 8.4%		2,700		109.1%

		親会社株主に帰属する当期純利益  トウキ		1,899		5.4%		1,961		5.5%		61		+3.3%		1,700		115.4%

																						連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ				2015年3月期				2016年3月期								2016年3月期(予想) ヨソウ

																										第4四半期		構成比 コウセイヒ		第4四半期		構成比 コウセイヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率(%) ゾウゲン リツ		通期 ツウキ		達成率(%)

																						売上高 ウリアゲ ダカ				35,118,637,737		100.0%		35,602,159,658		100.0%		483,521,921		1.4%		36,600,000,000		97.3%

																								医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ		34,168,968,287		97.3%		34,509,820,045		96.9%		340,851,758		1.0%

																								その他 タ		949,669,450		2.7%		1,092,339,613		3.1%		142,670,163		15.0%

																						売上原価※ ウリアゲ ゲンカ				18,352,856,790		52.3%		18,803,421,408		52.8%		450,564,618		2.5%

																						販管費 ハンカンヒ				13,480,102,814		38.4%		13,653,286,931		38.3%		173,184,117		1.3%

																						　内、研究開発費 ウチ ケンキュウ カイハツ ヒ				1,755,397,119		5.0%		1,889,222,941		5.3%		133,825,822		7.6%		2,100,000,000		90.0%

																						営業利益 エイギョウ リエキ				3,285,678,133		9.4%		3,145,451,319		8.8%		(140,226,814)		-4.3%		2,800,000,000		112.3%

																						経常利益 ケイジョウ リエキ				3,217,533,734		9.2%		2,945,917,646		8.3%		(271,616,088)		-8.4%		2,700,000,000		109.1%

																						税引前当期純利益 ゼイビキ マエ トウキ ジュンリエキ				3,093,615,598		8.8%		2,945,917,646		8.3%		(147,697,952)		-4.8%

																						親会社株主に帰属する当期純利益 トウキ ジュンリエキ				1,899,549,295		5.4%		1,961,442,807		5.5%		61,893,512		3.3%		1,700,000,000		115.4%







																						主要財務指標 シュヨウ ザイム シヒョウ				2015年3月期				2016年3月期								2016年3月期(予想) ヨソウ

																										第4四半期				第4四半期						増減P ゾウゲン		通期 ツウキ

																						売上高原価率 ウリアゲ ダカ ゲンカ リツ				52.3%				52.8%						0.5558034593

																						売上高販管費率 ウリアゲ ダカ ハンカンヒ リツ				38.4%				38.3%						-0.0348664455

																						売上高営業利益率 ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ リツ				9.4%				8.8%						-0.5209370137		7.7%

																						売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ				9.2%				8.3%						-0.8873503062		7.4%

																						売上高当期純利益率 ウリアゲ ダカ トウキ ジュンリエキ リツ				5.4%				5.5%						0.1003873276		4.6%





医療用医薬品の状況

				2015年3月期				2016年3月期

				金額		構成比		金額		構成比		増減率

		医療用医薬品荷離（①+②）		30,800		100.0%		31,937		100.0%		+3.7%

		　　①ジェネリック医薬品荷離		27,400		89.0%		29,016		90.9%		+5.9%

		うち自社販売		25,079				27,404				+9.3%

		うち導出・輸出 ユシュツ		2,321				1,612				△ 30.6%

		　　　　アムロジピン		3,011				3,159				+4.9%

		　　　　ランソプラゾール		1,935				2,182				+12.8%

		　　　　リマプロストアルファデクス		1,509				1,487				△ 1.4%

		　　　　ラベブラゾール		1,595				1,737				+8.9%

		　　　　ドネペジル		1,704				1,712				+0.5%

		　　　　プラバスタチン		1,273				1,260				△ 1.0%

		　　　　ボグリボース		1,013				1,004				△ 0.9%

		　　　　その他		15,357				16,471				+7.3%

		　　②主力品		3,400		11.0%		2,920		9.1%		△ 14.1%

		　　　　ウラリット		1,975				1,723				△ 12.8%

		　　　　ソレトン		1,134				928				△ 18.2%

		　　　　カルバン		290				268				△ 7.5%



		ジェネリック医薬品事業（①+③）		28,918		―		30,243		―		+4.6%

		　　③ジェネリック医薬品受託		1,518		―		1,226		―		△ 19.2%







連結発売年度別

				2015年3月期 ネン ガツキ		2016年3月期 ネン ガツキ		増減率 ゾウゲン リツ

		2009年3月期以前 ネン ガツキ イゼン		15,246		15,150		△ 0.6%

		2010年3月期		2,507		2,697		+7.6%

		2011年3月期		2,462		2,617		+6.3%

		2012年3月期		2,157		2,331		+8.1%

		2013年3月期		1,447		1,513		+4.6%

		2014年3月期		2,256		2,761		+22.4%

		2015年3月期		1,322		1,454		+10.0%

		2016年3月期		0		490		

		総計		27,400		29,016		+5.9%

















2009年3月期以前	2015年3月期	2016年3月期	15246	15150	2010年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2507	2697	2011年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2462	2617	2012年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2157	2331	2013年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1447	1513	201	4年3月期	2015年3月期	2016年3月期	2256	2761	2015年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1322	1454	2016年3月期	2015年3月期	2016年3月期	0	490	



発売年度別増減率

				発売年度 ハツバイ ネンド		連結荷離 レンケツ ニ バナ				うち自社販売 ジシャ ハンバイ

				2016年3月期		（今期発売） コンキ ハツバイ								―

				2015年3月期		+10.0%				+101.8%				0.0998752343		1.0182714055

				2014年3月期		+22.4%				+27.1%				0.2239359094		0.2714723665

				2013年3月期		+4.6%				+5.9%				0.0455428182		0.0590642083

				2012年3月期		+8.1%				+6.8%				0.0808140259		0.0684774854

				2011年3月期		+6.3%				+9.9%				0.0627614089		0.0986541501

				2010年3月期		+7.6%				+7.6%				0.0756326135		0.0756326135

				2009年3月期以前		△ 0.6%				+0.3%				-0.0062792191		0.0032381522

																0.0032381522

																0.0756326135

																0.0986541501

																0.0684774854

																0.0590642083

																0.2714723665

																1.0182714055

																

														





連結発売年度別 (英語版)

		連結発売年度別売上　（荷離） レンケツ ハツバイ ネンド ベツ ウリアゲ ニ バナ																						（百万円） ヒャクマンエン

						2011年3月期2Q ネン ガツキ								2012年3月期2Q ネン ガツキ								前年同期間比 ゼンネン ドウキ カン ヒ

		月期表記 ガツキ ヒョウキ		年度表記 ネンド ヒョウキ		ケミファ		NPI		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		ケミファ		NPI		金額 キンガク		売上比 ウリアゲ ヒ		増減額 ゾウゲン ガク		YOY

		既存品 キソン ヒン				2,720		158.7031427882		2,879		33.1%		2,698		162.7313554686		2,861		30.0%		△ 18		99.4%

		2005年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		16年度 ネンド		241		0		241		2.8%		242		0		242		2.5%		1		100.4%

		2006年3月期発売品 ネン		17年度		1,401		43.2268286892		1,444		16.6%		1,377		39.4468334892		1,416		14.8%		△ 28		98.1%

		2007年3月期発売品 ネン		18年度		736		49.0532058593		785		9.0%		799		47.8799787273		847		8.9%		62		107.9%

		2008年3月期発売品 ネン		19年度		1,103		3.396182797		1,106		12.7%		1,152		3.9145232978		1,156		12.1%		50		104.5%

		2009年3月期発売品 ネン		20年度		1,280		114.4536893125		1,394		16.0%		1,331		112.4738298263		1,443		15.1%		49		103.5%

		2010年3月期発売品 ネン		21年度		783		42.5339372791		826		9.5%		978		47.9446074082		1,026		10.7%		200		124.3%

		2011年3月期発売品 ネン		22年度		17		2.9570132748		20		0.2%		473		42.3748717826		515		5.4%		495		2582.4%

		2012年3月期発売品 ネン		23年度		0		0		0		0.0%		39		0		39		0.4%		39

		合計 ゴウケイ				8,281		414.324		8,695		100.0%		9,089		456.766		9,546		100.0%		850		109.8%

				2Q FY2010		2Q FY2011

		既存品 キゾン ヒン		3,109		3,103		-0.2%

		2006年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,448		1,416		-2.2%

		2007年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		790		847		7.2%

		2008年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,131		1,156		2.2%

		2009年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		1,377		1,443		4.8%

		2010年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		823		1,026		24.7%

		2011年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		17		515		2931.6%

		2012年3月期発売品 ネン ガツキ ハツバイ ヒン		0		39		-

		合計 ゴウケイ		8,695		9,546		9.8%





既存品	

2Q FY2010	2Q FY2011	3109	3103	2006年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1448	1416.4468334892154	2007年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	790	846.87997872726146	2008年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1131	1155.9145232978308	2009年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	1377	1443.4738298263323	2010年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	823	1025.9446074081704	2011年3月期発売品	

2Q FY2	010	2Q FY2011	17	515.37487178261676	2012年3月期発売品	

2Q FY2010	2Q FY2011	0	39	





自社品比率集計

		↓グラフ作成用に変形 サクセイ ヨウ ヘンケイ								↓自社品比率より貼付 ジシャ ヒン ヒリツ ハ ツ

				2016年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ				連結合計 ゴウケイ		2015'3月期		2016'3月期

		他社 タシャ		35.6%		36.2%				自社 ジシャ		0.6380624447		0.6441342627

		自社 ジシャ		64.4%		63.8%				他社 タシャ		0.3619375553		0.3558657373

										合計 ゴウケイ		1		1





自社	

2016年3月期	2015年3月期	0.64413426267046237	0.63806244471788587	他社	

2016年3月期	2015年3月期	0.35586573732953763	0.36193755528211413	



GE売上比率（連結）





								2016年3月期 ネン ガツキ		2015年3月期 ネン ガツキ

						ジェネリック医薬品 イヤクヒン		90.9%		89.0%

						主力品 シュリョク ヒン		9.1%		11.0%

















2016年3月期	2015年3月期	0.90856929204613979	0.8896047693996596	

2016年3月期	2015年3月期	9.1430707953860157E-2	0.11039523060034037	



業態別売上比

				　　　　　　　　 				2014年3月期 ネン ガツキ				2015年3月期 ネン ガツキ				2016年3月期 ネン ガツキ



								売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		前期比 ゼンキヒ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ

				病　　院（100床以上） ヤマイ イン ショウイジョウ				13		△ 11.8%		13		+4.9%		14		+19.5%

				診 療 所（100床未満） ミ リョウ ショ ショウ ミマン				15		△ 1.2%		12		△ 10.1%		12		+2.5%

				保険薬局 ホケン ヤッキョク				71		+10.9%		74		+9.6%		73		+8.8%

				その他 タ				1		+11.0%		1		△ 19.5%		1		△ 11.0%

				合　　計 ア ケイ				100		+5.3%		100		+5.7%		100		+9.2%



						　うちDPC病院 ビョウイン		－		？		－		+14.5%		－		+24.9%





薬局実績推移

				保険薬局むけGE売上推移 ホケン ヤッキョク ウリアゲ スイイ

						金額 キンガク		2011年3月期を
100とした実績推移 ネン ガツキ ジッセキ スイイ		ジェネリック医薬品
売上に占める構成比 イヤクヒン ウリアゲ シ コウセイヒ		医薬荷離 イヤク ニ バナレ

				2011年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		4,730		100		57.3%		8,261

				2012年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		5,443		115.1		60.0%		9,068		110.8%

				2013年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		6,850		144.8		66.8%		10,247		110.9%

				2014年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		7,589		160.5		70.3%		10,788

				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツキ ダイ シハンキ		8,413		177.9		73.9%		11,387



2011年3月期を	
100とした実績推移	2011年3月期	
第2四半期	2012年3月期	
第2四半期	2013年3月期	
第2四半期	2014年3月期	
第2四半期	2015年3月期	
第2四半期	100	115.08758098593151	144.83355002349037	160.45700921145439	177.87870523825924	ジェネリック医薬品	
売上に占める構成比	2011年3月期	
第2四半期	2012年3月期	
第2四半期	2013年3月期	
第2四半期	2014年3月期	
第2四半期	2015年3月期	
第2四半期	0.57252918862280988	0.60027957538558996	0.66844758470526255	0.7034749849770805	0.73879951583721959	

連結BS（表）

				項目		2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		増減		主な増減項目

				流動資産		24,844		27,378		+2,533		　現金及び預金		+1,342

												　受取手形及び売掛金		+1,442

												　棚卸資産		△ 147

				固定資産		16,583		16,263		△ 319		　建物及び構築物		△ 268

												　機械装置及び運搬具		△ 424

												　建設仮勘定 ケンセツ カリカンジョウ		+687

				資産合計		41,428		43,644		+2,215

				負債合計 ゴウケイ		25,801		27,602		+1,800		　支払手形及び買掛金		+1,198

						0		0				　借入金		+388

				純資産合計 ゴウケイ		15,626		16,041		+415		　利益剰余金		+1,516

				（自己資本比率）		37.7%		36.7%				　自己株式 ジコ カブシキ		△ 594

				負債純資産合計		41,428		43,644		+2,215









連結BS貼付（円）

						 平成28年3月期　連結貸借対照表 ツキ																																0

																																 				平成28年5月12日 管理部（単位：円） ヘイセイ ネン ツキ ヒ カンリブ

								ｹﾐﾌｧ(A)		日本薬品		ｳｴﾙﾗｲﾌ		ｼｬﾌﾟﾛ		NC技研		健康科学		化合物		日薬 ヒ ヤク		NC-VN社 シャ		MSS		J.ｿﾌｧﾙｼﾑ		ｼﾞｪｰｴｽﾘｻｰﾁ		関係会社計		ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計				連結仕訳				連結財務諸表(B)		差引(B)-(A)				平成27年3月期 ヘイセイ ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン				平成24年9月期 ヘイセイ ネン ツキ キ		増減 ゾウゲン

		（資産の部）

		流動資産		現金及び預金				4,269,147,305						8,529,186						189,410,786		2,287,706,809		468,445,248						0		2,954,092,029		7,223,239,334								7,223,239,334		2,954,092,029				5,880,847,686		1342391648				6863046277		360193057

				受取手形及び売掛金				12,339,031,602												176,445,290		1,543,586,773								0		1,720,032,063		14,059,063,665				(569,381,149)				13,489,682,516		1,150,650,914				12,418,263,881		1071418635				11559813512		1929869004

				電子記録債権 デンシ キロク サイケン				167,215,617														2,440,695,788								0		2,440,695,788		2,607,911,405				(1,856,344,900)				751,566,505		584,350,888				380,264,558		371301947				0		751566505

				たな卸資産 オロシ シサン																										0												0		0				0		0				0		0

				商品及び製品 ショウヒン オヨ セイヒン				3,260,435,981														597,135,712										597,135,712		3,857,571,693				(204,750,828)				3,652,820,865		392,384,884				3,367,343,588		285477277				3517440842		135380023

				原材料 ゲンザイリョウ																																														0				0		0

				仕掛品 シカカリ ヒン				41,554,510												151,390,308		487,128,292										638,518,600		680,073,110				(666,628)				679,406,482		637,851,972				861,339,966		-181933484				604891392		74515090

				原材料及び貯蔵品 ゲンザイリョウ オヨ チョゾウヒン				219,698,399														623,532,579										623,532,579		843,230,978								843,230,978		623,532,579				1,094,170,123		-250939145				593032445		250198533

				前払費用				67,729,789												4,119,314		13,178,432		7,682,653						0		24,980,399		92,710,188				(1,688,708)				91,021,480		23,291,691				107,019,826		-15998346				106592712		-15571232

				金銭の信託 キンセン シンタク																												0		0								0		0				0		0				0		0

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン				422,811,802														73,152,336										73,152,336		495,964,138				73,645,353				569,609,491		146,797,689				700,050,766		-130441275				767176142		-197566651

				その他				50,620,542												205,600		56,714,963		4,147,471						0		61,068,034		111,688,576				(34,175,249)				77,513,327		26,892,785				36,537,512		40975815				29769034		47744293

				貸倒引当金																										0		0		0								0		0				(1,065,461)		1065461				-1050070		1050070

				流動資産合計				20,838,245,547						8,529,186						521,571,298		8,122,831,684		480,275,372						0		9,133,207,540		29,971,453,087				(2,593,362,109)				27,378,090,978		6,539,845,431				24,844,772,445		2533318533				24040712286		3337378692

		固定資産		（有形固定資産）																																														0						0

				建物				884,865,515												485,334,718		3,023,894,113										3,509,228,831		4,394,094,346				(1,650,919)				4,392,443,427		3,507,577,912				4,647,024,193		-254580766				3185028497		1207414930

				構築物				10,283,898												83,456,732		45,009,828										128,466,560		138,750,458								138,750,458		128,466,560				152,782,059		-14031601				201116138		-62365680

				機械装置及び運搬具				62,435,405														1,678,764,375										1,678,764,375		1,741,199,780				(5,462,119)				1,735,737,661		1,673,302,256				2,160,345,116		-424607455				1003955987		731781674

				工具器具備品				152,043,828												6,118,980		113,604,811										119,723,791		271,767,619				(488,916)				271,278,703		119,234,875				259,070,448		12208255				250983343		20295360

				土地				5,092,785,350												283,903,800		122,239,981										406,143,781		5,498,929,131				(50,157,611)				5,448,771,520		355,986,170				5,460,368,320		-11596800				5550269284		-101497764

				リース資産 シサン				156,610,706												22,217,343		71,337,500										93,554,843		250,165,549				(8,623,055)				241,542,494		84,931,788				260,311,321		-18768827				423220126		-181677632

				建設仮勘定 ケンセツ カリ カンジョウ																2,030,400		540,877,784		146,074,052								688,982,236		688,982,236								688,982,236		688,982,236				1,302,030		687680206				3782500		685199736

				（無形固定資産）																																														0						0

				のれん																																						0		0				21,219,747		-21219747				432643150		-432643150

				リース資産 シサン				8,963,540												10,554,145												10,554,145		19,517,685								19,517,685		10,554,145				38,811,617		-19293932				85925867		-66408182

				ソフトウエア																526,500		23,298,273										23,824,773		23,824,773								23,824,773		23,824,773				17,421,105		6403668				16219683		7605090

																																																								0

				電話加入権 デンワ カニュウケン				17,934,697												579,844		1,510,744										2,090,588		20,025,285								20,025,285		2,090,588				20,025,285		0				20025285		0

				有形無形固定資産合計				6,385,922,939												894,722,462		5,620,537,409		146,074,052						0		6,661,333,923		13,047,256,862				(66,382,620)				12,980,874,242		6,594,951,303				13,038,681,241		-57806999				11173169860		1807704382

		投資等		投資有価証券				7,135,748,684														962,772,306						14,203,560				976,975,866		8,112,724,550				(5,809,771,888)				2,302,952,662		(4,832,796,022)				2,428,758,093		-125805431				1034148387		1268804275

				長期貸付金				121,403,656																								0		121,403,656				(118,150,000)				3,253,656		(118,150,000)				3,767,356		-513700				7187556		-3933900

				長期前払費用 チョウキ マエバラ ヒヨウ				14,421,742												258,398		16,339,512		279,648,943								296,246,853		310,668,595				1,838,522				312,507,117		298,085,375				24,626,936		287880181				12710051		299797066

				敷金及び保証金				91,919,082												2,706,721		840,000		240,953								3,787,674		95,706,756				(840,000)				94,866,756		2,947,674				97,702,356		-2835600				108004746		-13137990

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン																		67,574,185										67,574,185		67,574,185				201,021,167				268,595,352		268,595,352				5,938,794		262656558				313173450		-44578098

				長期預金 チョウキ ヨキン																												0		0								0		0				700,000,000		-700000000				800000000		-800000000

				その他				357,568,902														728,000										728,000		358,296,902								358,296,902		728,000				341,060,551		17236351				307137062		51159840

				貸倒引当金				(57,503,750)																								0		(57,503,750)								(57,503,750)		0				(57,503,750)		0				-60798750		3295000

				投資等合計				7,663,558,316												2,965,119		1,048,254,003		279,889,896				14,203,560		0		1,345,312,578		9,008,870,894				(5,725,902,199)				3,282,968,695		(4,380,589,621)				3,544,350,336		-261381641				2521562502		761406193

		繰延資産		社債発行費 シャサイ ハッコウ ヒ																2,190,706												2,190,706		2,190,706								2,190,706		2,190,706				649,159		1541547				11402704		-9211998

				繰延資産合計																2,190,706										0		2,190,706		2,190,706								2,190,706		2,190,706				649,159		1541547				11402704		-9211998

		      資    産    合   計						34,887,726,802						8,529,186						1,421,449,585		14,791,623,096		906,239,320				14,203,560		0		17,142,044,747		52,029,771,549				(8,385,646,928)				43,644,124,621		8,756,397,819				41,428,453,181		2215671440				37746847352		5897277269





								ｹﾐﾌｧ(A)		日本薬品		ｳｴﾙﾗｲﾌ		ｼｬﾌﾟﾛ		NC技研		健康科学		化合物		日薬 ヒ ヤク		NC-VN社 シャ		MSS		J.ｿﾌｧﾙｼﾑ		ｼﾞｪｰｴｽﾘｻｰﾁ		関係会社計		ｸﾞﾙｰﾌﾟ合計				連結仕訳				連結財務諸表(B)		差引(B)-(A)				連結財務諸表(B)		増減 ゾウゲン				連結財務諸表(B)		増減 ゾウゲン

		（負債の部）

		流動負債		支払手形及び買掛金				1,887,019,596												75,998,645		681,579,382								0		757,578,027		2,644,597,623				(556,715,062)				2,087,882,561		200,862,965				3,974,934,305		-1887051744				6197532205		-4109649644

				電子記録債務 デンシ キロク サイム				5,615,419,930														1,542,647,649										1,542,647,649		7,158,067,579				(2,036,344,900)				5,121,722,679		(493,697,251)				2,036,587,600		3085135079

				短期借入金				260,000,000														60,000,000								0		60,000,000		320,000,000				180,000,000				500,000,000		240,000,000				476,000,000		24000000				680000000		-180000000

				一年内償還予定社債 １ ネンナイ ショウカン ヨテイ シャサイ																												0		0								0		0				95,000,000		-95000000				370000000		-370000000

				一年内返済予定長期借入金 イチネン ナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン				3,389,664,000														170,000,000										170,000,000		3,559,664,000								3,559,664,000		170,000,000				2,523,104,000		1036560000				3258792000		300872000

				リース債務 サイム				76,039,995												19,776,587		32,285,516										52,062,103		128,102,098								128,102,098		52,062,103				143,610,900		-15508802				140151174		-12049076

				未払金				21,063,737														44,015,724								0		44,015,724		65,079,461								65,079,461		44,015,724				166,582,709		-101503248				162644055		-97564594

				未払法人税				119,630,537												11,840,400		151,207,900								0		163,048,300		282,678,837								282,678,837		163,048,300				752,693,426		-470014589				1032327736		-749648899

				未払費用				2,231,055,673												37,061,738		252,857,434		8,457,029						0		298,376,201		2,529,431,874				(46,691,522)				2,482,740,352		251,684,679				2,335,991,409		146748943				2206347340		276393012

				預り金				33,353,651												1,634,252		33,211,124								0		34,845,376		68,199,027				(840,000)				67,359,027		34,005,376				66,559,927		799100				101989235		-34630208

				前受収益 マエウ シュウエキ																												0		0								0		0				0		0				0		0

				返品調整引当金 ヘンピン チョウセイ ヒキアテ キン				2,203,000														538,000										538,000		2,741,000								2,741,000		538,000				3,719,000		-978000				3960000		-1219000

				販売促進引当金 ハンバイ ソクシン ヒキアテ キン				400,000,000														18,606,717										18,606,717		418,606,717								418,606,717		18,606,717				442,236,824		-23630107				323291229		95315488

				未払消費税等				52,524,452												9,248,300		148,332,000								0		157,580,300		210,104,752				148,000				210,252,752		157,728,300				547,098,192		-336845440				124597927		85654825

				その他				82,613,411												116,004,122		532,089,445								0		648,093,567		730,706,978				(1,780,172)				728,926,806		646,313,395				374,911,526		354015280				854676192		-125749386

				流動負債合計				14,170,587,982												271,564,044		3,667,370,891		8,457,029						0		3,947,391,964		18,117,979,946				(2,462,223,656)				15,655,756,290		1,485,168,308				13,939,029,818		1716726472				15456309093		199447197

		固定負債		社債 シャサイ																200,000,000										0		200,000,000		200,000,000								200,000,000		200,000,000				0		200000000				550000000		-350000000

				長期借入金				7,384,980,000												368,150,000		1,105,000,000								0		1,473,150,000		8,858,130,000				(118,150,000)				8,739,980,000		1,355,000,000				9,411,594,000		-671614000				7449535000		1290445000

				リース債務 サイム				154,797,315												15,346,290		45,576,615										60,922,905		215,720,220								215,720,220		60,922,905				261,038,301		-45318081				401335314		-185615094

				退職給付引当金 タイショク キュウフ ヒキアテ キン				316,796,381												62,262,486		187,391,820								0		249,654,306		566,450,687				(566,450,687)				0		(316,796,381)				0		0				815898054		-815898054

				退職慰労引当金				310,360,000												9,359,225		55,132,500								0		64,491,725		374,851,725								374,851,725		64,491,725				374,004,500		847225				312583900		62267825

				退職給付に係る負債 タイショク キュウフ カカ フサイ																																		1,162,203,593				1,162,203,593		1,162,203,593				544,454,012		617749581

				受入敷金及び保証金 ウケイレ シキキン オヨ ホショウキン				9,600,000																										9,600,000								9,600,000		0				9,600,000		0				9600000		0

				繰延税金負債 クリノベ ゼイキン フサイ				48,668,318																										48,668,318				26,820,786				75,489,104		26,820,786				28,043,714		47445390

				再評価に係る繰延税金負債				1,168,550,061																						0				1,168,550,061								1,168,550,061		0				1,234,190,365		-65640304				1391937854		-223387793

				預り保証金																										0				0								0		0				0		0				0		0

				その他（持分法適用負債） タ モチブン ホウ テキヨウ フサイ																																						0		0				0		0				0		0

				固定負債合計				9,393,752,075												655,118,001		1,393,100,935								0		2,048,218,936		11,441,971,011				504,423,692				11,946,394,703		2,552,642,628				11,862,924,892		83469811				10930890122		1015504581

				負債合計				23,564,340,057												926,682,045		5,060,471,826		8,457,029						0		5,995,610,900		29,559,950,957				(1,957,799,964)				27,602,150,993		4,037,810,936				25,801,954,710		1800196283				26387199215		1214951778

		（少数株主持分）																																																0						0

				少数株主持分小計																										1		0		0								0		0				0		0				0		0

																																																		0						0

		（純資産の部） ジュン シサン ブ																																																						0

		株主資本 カブヌシ シホン		資本金 シホンキン				4,304,576,888						120,000,000						250,400,000		160,000,000		911,606,989								1,442,006,989		5,746,583,877				(1,442,006,989)				4,304,576,888		0				4,304,576,888		0				4,304,576,888		0

				（資本剰余金） シホン ジョウヨ キン																																														0						0

				   資本剰余金 シホン ジョウヨキン				1,297,930,385														1,617,540,688										1,617,540,688		2,915,471,073				(1,613,688,250)				1,301,782,823		3,852,438				1,298,620,226		3,162,597				1,297,280,098		4502725

				（利益剰余金） リエキ ジョウヨキン																																																				0

				   利益準備金 リエキ ジュンビ キン				197,851,032												1,000,000		40,000,000										41,000,000		238,851,032								238,851,032		41,000,000				195,977,216		42,873,816				81,603,393		157247639

				   繰越利益剰余金 クリコシ リエキ ジョウヨキン				3,654,313,857						(111,470,814)						243,367,540		7,882,450,469		(6,090,711)				14,203,560				8,022,460,044		11,676,773,901				(2,872,911,999)				8,803,861,902		5,149,548,045				7,330,286,271		1,473,575,631				3,890,518,425		4913343477

				（親会社株主に帰属する当期純利益） オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				(1,049,547,441)						(-916)						(25,626,423)		(1,138,479,195)		(-6,090,711)				(14,203,560)				(1,172,217,551)		(2,221,764,992)				(-260,322,185)				(1,961,442,807)		911,895,366				(1,899,549,295)		61,893,512				1,343,896,196		617546611

				自己株式 ジコ カブシキ				(1,501,381,187)																								0		(1,501,381,187)				(78,872,403)				(1,580,253,590)		(78,872,403)				-985,419,328		(594,834,262)				(476,221,814)		-1104031776

				株主資本合計 カブヌシ シホン ゴウケイ				7,953,290,975						8,529,186						494,767,540		9,699,991,157		905,516,278				14,203,560				11,123,007,721		19,076,298,696				(6,007,479,641)				13,068,819,055		5,115,528,080				12,144,041,273		924,777,782				9,097,756,990		3971062065

		包括利益 ホウカツ リエキ		その他有価証券評価差額金 タ ユウカ ショウケン ヒョウカ サガク キン				728,737,711														31,160,113										31,160,113		759,897,824				(11,120,786)				748,777,038		20,039,327				829,360,069		(80,583,031)				23,342,072		725434966

		　累計額 ルイケイ ガク		繰延ヘッジ損益 クリノベ ソンエキ																												0		0								0		0				719,558		(719,558)

				土地再評価差額金 トチ サイヒョウカ サガク キン				2,633,123,799																								0		2,633,123,799								2,633,123,799		0				2,526,840,295		106,283,504				2,230,413,305		402710494

				為替換算調整勘定 カワセ カンサン チョウセイ カンジョウ																				(7,733,987)								(7,733,987)		(7,733,987)				4,086,829				(3,647,158)		(3,647,158)						(3,647,158)

				退職給付に係る調整累計額 タイショク キュウフ カカ チョウセイ ルイケイガク																												0		0				(413,333,366)				(413,333,366)		(413,333,366)				119,242,148		(532,575,514)						-413333366

				その他の包括利益累計額合計 タ ホウカツ リエキ ルイケイガク ゴウケイ				3,361,861,510														31,160,113		(7,733,987)								23,426,126		3,385,287,636				(420,367,323)				2,964,920,313		(396,941,197)				3,476,162,070		(511,241,757)				2,253,755,377		711164936

		新株予約権 シンカブ ヨヤク ケン						8,234,260																										8,234,260								8,234,260		0				6,295,128		1,939,132				8,135,770		98490

		非支配株主持分（少数株主持分） ヒ シハイ カブヌシ モチブン ショウスウ カブヌシ モチブン																																0								0		0				0		0				0		0

				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				11,323,386,745						8,529,186						494,767,540		9,731,151,270		897,782,291				14,203,560				11,146,433,847		22,469,820,592				(6,427,846,964)				16,041,973,628		4,718,586,883				15,626,498,471		415,475,157				11,359,648,137		4682325491

		負債、純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ						34,887,726,802						8,529,186						1,421,449,585		14,791,623,096		906,239,320				14,203,560				17,142,044,747		52,029,771,549				(8,385,646,928)				43,644,124,621		8,756,397,819				41,428,453,181		2,215,671,440				37,746,847,352		5897277269

																																						0





		（資産の部）

		流動資産		現金及び預金																										0		0		0								0		0				2751385730		-2751385730

				受取手形及び売掛金																										0		0		0								0		0				4109644335		-4109644335

				有価証券				0																0		0		0		0		0		0				0				0		0				0		0

				商品 ショウヒン																										0		0		0								0		0				1764812231		-1764812231

				製品 セイヒン																												0		0								0		0				230470405		-230470405

				原材料 ゲンザイリョウ																												0		0								0		0				158140484		-158140484

				仕掛品 シカカリ ヒン																												0		0								0		0				147835390		-147835390

				貯蔵品 チョゾウヒン																												0		0								0		0				10157771		-10157771

				前払費用																										0		0		0								0		0				185385348		-185385348

				短期貸付金 タンキ カシツケ キン																														0								0		0						0

				繰延税金資産 クリノ ゼイキン シサン																												0		0								0		0				374110412		-374110412

				その他																										0		0		0								0		0				167502766		-167502766

				貸倒引当金																										0		0		0								0		0				-724181		724181

				流動資産合計				0		0				0		0		0		0										0		0		0				0				0		0				9898720691		-9898720691





キャッシュフロー

				2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ		差異 サイ		備考 ビコウ				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ		2016年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ

		　　税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シハンキ ジュンリエキ		3,093		2,945		△ 147						3,093,615,598		2,945,917,646

		　　減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,200		1,178		△ 22						1200973427		1178961943

		　　売上債権の増減額 ウリアゲ サイケン ゾウゲンガク		△ 1,075		△ 1,442		△ 367						(1,075,581,307)		(1,442,720,582)

		　　仕入債務の増減額 シイ サイム ゾウゲンガク		△ 822		1,198		2,020						(822,597,537)		1,198,083,335

		　　法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		△ 1,010		△ 1,252		△ 241						(1,010,629,936)		(1,252,288,017)

		　　その他 タ		1,052		△ 177		△ 1,229						1,052,406,467		(177,011,686)

		　営業キャッシュ・フロー エイギョウ		2,438		2,450		12						2,438,186,712		2,450,942,639



		　　固定資産の取得による支出 コテイ シサン シュトク シシュツ		△ 2,065		△ 857		1,207		　前期：つくば3号棟機械設備 ゼンキ ゴウトウ キカイ セツビ				(2,065,986,710)		(857,988,538)

		　　その他 タ		△ 6		706		713						(6,654,783)		706,629,192

		　投資キャッシュ・フロー トウシ		△ 2,072		△ 151		1,921						(2,072,641,493)		(151,359,346)



		　　短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		△ 104		24		128						(104,000,000)		24,000,000

		　　長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		782		364		△ 417						782,064,000		364,946,000

		　　配当金の支払額 ハイトウキン シハラ ガク		△ 403		△ 403		0						(403,094,521)		(403,094,521)

		　　その他 タ		△ 412		△ 921		△ 508		 自己株式取得△603 ジコ カブシキ シュトク				(412,359,853)		(921,076,142)

		　財務キャッシュ・フロー ザイム		△ 137		△ 935		△ 797						(137,390,374)		(935,224,663)



		フリーキャッシュ・フロー		365		2,299		1,934						365,545,219		2,299,583,293











		　EBTDA		4,577		4,277		△ 300



				2015年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ		2016年3月期
第2四半期 ネン ガツ キ ダイ シハンキ

		税引き前利益 ゼイビ マエ リエキ		3,093,615,598		2,945,917,646

		特別利益 トクベツ リエキ		4,964,000		0

		特別損失 トクベツ ソンシツ		128,882,136		0

		支払利息 シハライ リソク		158,994,119		152,339,523

		減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		1,200,973,427		1,178,961,943

				4,577,501,280		4,277,219,112





キャッシュ・フローⅡ

						2012年3月期 ネン ガツ キ		2013年3月期 ネン ガツ キ		2014年3月期 ネン ガツ キ		2015年3月期 ネン ガツ キ		2016年3月期 ネン ガツ キ

				営業C/F エイギョウ		1,753		1,912		1,892		2,438		2,450

				投資C/F トウシ		△ 227		△ 1,422		△ 2,499		△ 2,072		△ 151

		　		財務C/F ザイム		63		△ 713		△ 205		△ 137		△ 935

				フリーC/F（右軸）※ ミギ ジク		1,526		490		△ 606		365		2,299





営業C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1753	1912	1892	2438	2450	投資C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	-227	-1422	-2499	-2072	-151	財務C/F	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	63	-713	-205	-137	-935	フリーC/F（右軸）※	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1526	490	-606	365	2299	







フリーC/F（右軸）※	

2012年3月期	2013年3月期	2014年3月期	2015年3月期	2016年3月期	1526	490	-606	365	2299	



NPI業態別販売実績

																								4/18/11

		日本薬品工業株式会社MR　業態別（納入ベース）販売実績 ニチヤク ギョウタイ ベツ ノウニュウ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド										NC計算 ケイサン

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ		H21		H22

		1（病院） ビョウイン		9,484		11,278		11,852		10,814		43,428		6.1%		11,549		10,932		11,534		10,934		44,949		41		41

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		79,247		80,675		88,025		79,299		327,246				92,669		90,813		104,759		104,588		392,829		306		358

		7（薬局） ヤッキョク		77,301		82,829		94,784		85,295		340,209				106,129		110,588		129,832		125,466		472,015		318		430

		（値引） ネビキ		(9,353)		(12,132)		(11,616)		(13,272)		(46,373)		(2,833)		(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)

		総計		156,679		162,650		183,045		162,136		664,510		40,595		195,642		194,333		222,913		215,997		828,885



		日本薬品工業株式会社MR　業態別（納入ベース）販売軒数 ニチヤク ギョウタイ ベツ ノウニュウ ハンバイ ケンスウ

																								単位：軒 タンイ ケン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ

		1（病院） ビョウイン		87		85		81		81		107				82		72		69		65		88

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		406		416		414		384		540				378		357		357		356		490

		7（薬局） ヤッキョク		1,073		1,112		1,194		1,199		1,743				1,260		1,199		1,215		1,279		1,890

		（値引=MR数） ネビキ カズ		18		18		19		18		18				17		17		17		17		17

		総計		1,584		1,631		1,708		1,682		2,408				1,737		1,645		1,658		1,717		2,485

		日本薬品工業株式会社MR　業態別（集計ベース）販売実績 ニチヤク ギョウタイ ベツ シュウケイ ハンバイ ジッセキ

																								単位：千円 タンイ センエン				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				H21年度 ネンド												H22年度 ネンド										NC計算 ケイサン

		業態 ギョウタイ		第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ				第1四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第2四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第3四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		第4四半期
実績 ダイ シ ハンキ ジッセキ		合計 ゴウケイ		H21		H22

		1（病院） ビョウイン		17,776		18,980		21,195		19,132		77,083				23,206		23,287		26,406		24,822		97,721		72		89

		5（開業医・その他） カイギョウイ ホカ		140,692		148,229		162,685		146,993		598,599				172,691		174,529		192,889		188,568		728,677		592		740

		7（薬局） ヤッキョク		7,564		7,573		10,781		9,283		35,201				14,450		14,517		26,830		27,598		83,395

		（値引） ネビキ		(9,353)		(12,132)		(11,616)		(13,272)		(46,373)				(14,705)		(18,000)		(23,212)		(24,991)		(80,908)

		総計		156,679		162,650		183,045		162,136		664,510				195,642		194,333		222,913		215,997		828,885





GE薬効別連結売上

		連結売上　薬効別(送品) レンケツ ウリアゲ ヤッコウ ベツ ソウヒン																（百万円） ヒャクマンエン

				2010年3月期 ネン ガツキ								2011年3月期 ネン ガツキ

				全品目 ゼンヒンモク		主力品 シュリョク ヒン		GE		GE構成比 コウセイヒ		全品目 ゼンヒンモク		主力品 シュリョク ヒン		GE		構成比 コウセイヒ

		循環器・呼吸器官 ジュンカンキ コキュウキ カン		6,106		588		5,518		38.0%		7,317		516		6,801		46.8%

		抗生物質・抗ウイルス剤 コウセイ ブッシツ コウ ザイ		2,843				2,843		19.6%		3,072				3,072		19.6%

		消化器官 ショウカ キカン		1,834				1,834		12.6%		2,957				2,957		12.6%

		代謝性医薬品 タイシャセイ イヤクヒン		5,379		3,222		2,157		14.8%		5,806		3,097		2,709		14.8%

		その他 タ		1,490				1,490		10.2%		1,875				1,875		10.2%

		抗腫瘍剤 コウ シュヨウ ザイ		470				470		3.2%		539				539		3.2%

		神経・感覚器官 シンケイ カンカク キカン		3,161		2,934		227		1.6%		2,801		2,478		323		1.6%

		合計 ゴウケイ		21,283		6,744		14,539		100.0%		21,283		6,091		18,276		100.0%

				2010年3月期 ネン ガツキ		2011年3月期 ネン ガツキ

		循環器・呼吸器官 ジュンカンキ コキュウキ カン		38.0%		46.8%

		抗生物質・抗ウイルス剤 コウセイ ブッシツ コウ ザイ		19.6%		19.6%

		消化器官 ショウカ キカン		12.6%		12.6%

		代謝性医薬品 タイシャセイ イヤクヒン		14.8%		14.8%

		その他 タ		10.2%		10.2%

		抗腫瘍剤 コウ シュヨウ ザイ		3.2%		3.2%

		神経・感覚器官 シンケイ カンカク キカン		1.6%		1.6%



循環器・呼吸器官	2010年3月期	2011年3月期	0.3795309168443497	0.46777632574454914	抗生物質・抗ウイルス剤	2010年3月期	2011年3月期	0.19554302221610839	0.19554302221610839	消化器官	2010年3月期	2011年3月期	0.12614347616754934	0.12614347616754934	代謝性医薬品	2010年3月期	2011年3月期	0.14835958456565101	0.14835958456565101	その他	2010年3月期	2011年3月期	0.1024829768209643	0.1024829768209643	抗腫瘍剤	2010年3月期	2011年3月期	3.2326845037485383E-2	3.2326845037485383E-2	神経・感覚器官	2010年3月期	2011年3月期	1.5613178347891877E-2	1.5613178347891877E-2	

連結業績予想



				　　　　　　　　				2016年3月期				2017年3月期予想 

								金額		構成比		金額		構成比		増減率 ゾウゲン リツ

				 売上高				35,602		100.0%		38,000		100.0%		+6.7%

						うち 医療用医薬品 荷離		31,937				34,180				+7.0%

						     （ ジェネリック医薬品 ）		29,016				31,680				+9.2%

						     （ 主力品 ）		2,920				2,500				△ 14.4%

				 　営業利益				3,145		8.8%		2,800		7.4%		△ 11.0%

				 　経常利益				2,945		8.3%		2,700		7.1%		△ 8.3%

				 　親会社株主に帰属する
　 当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				1,961		5.5%		1,850		4.9%		△ 5.7%

																		連結損益計算書 レンケツ ソンエキ ケイサンショ				2016年3月期 ネン ガツキ						2017年3月期業績予想 ネン ガツキ ギョウセキ ヨソウ

																						第4四半期 ダイ シハンキ		百万円 ヒャクマンエン		構成比 コウセイ ヒ		通期 ツウキ		構成比 コウセイ ヒ		増減率 ゾウゲン リツ

																		売上高 ウリアゲ ダカ				35602159658		35602		1		38000000000		1		1.06735098

																				医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ		34509820045		34509		0.9693181643

																				その他 タ		1092339613		1092		0.0306818357

																		売上原価※ ウリアゲ ゲンカ				18803421408		18803		0.5281539544

																		販管費 ハンカンヒ				13653286931		13653		0.3834960312

																		　内、研究開発費 ウチ ケンキュウ カイハツ ヒ				1889222941		1889		0.053064841				0

																		営業利益 エイギョウ リエキ				3145451319		3145		0.0883500144		2800000000		0.0736842105		0.8901743235

																		経常利益 ケイジョウ リエキ				2945917646		2945		0.082745476		2700000000		0.0710526316		0.916522566

																		親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ トウキ ジュンリエキ				1961442807		1961		0.0550933658		1850000000		0.0486842105		0.9431832493



																						2016年3月期				2017年3月期				YOY

														連結開示案 レンケツ カイジ アン								実績 ジッセキ		（円単位）		通期予想 ツウキ ヨソウ		開示案 カイジ アン		増減額 ゾウゲン ガク		%

																医療用医薬品 イリョウヨウ イヤクヒン						31937		31937.00956		33834		34180		2243		0.0702316989

																		ジェネリック				29016		29016.986166		31315		31680		2664		0.0917743083

																				(内、自社販売） ウチ ジシャ ハンバイ		27404		27404.893366		29980		30080		2676		0.0976141961

																				(内、導出） ウチ ドウシュツ		1612		1612.0928		1335		1600		-12		-0.0075013051

																				ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ		3159		3159.7226818509		3046		3060		-99		-0.0315605804

																				ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		2182		2182.4857456307		2461		2460		278		0.127155128

																				ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ		1487		1487.627211		1572		1570		83		0.0553719295

																				ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		1737		1737.6409770782		1720		1740		3		0.0013576009

																				ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		1712		1712.9370997968		1940		1940		228		0.1325576405

																				ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ		1260		1260.5287670155		1262		1270		10		0.0075136984

																				ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		1004		1004.3316608278		1039		1040		36		0.0355145024

																				その他		16471		16471.7120228		18271		18600		2129		0.1292086684

																		主力品				2920		2920.023394		2519		2500		-420		-0.1438424757

																				ｳﾗﾘｯﾄ		1723		1723.318647		1505		1500		-223		-0.1295863927

																				ｿﾚﾄﾝ		928		928.155444		753		740		-188		-0.2027197548

																				ｶﾙﾊﾞﾝ		268		268.549303		261		260		-8		-0.0318351338



																						2016年3月期				2017年3月期				YOY

														ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ								実績 ジッセキ		（円単位）		計画 ケイカク		計画 ケイカク		金額 キンガク		%

																ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ						30242		30243.369649		62630		33040		2796.630351		0.0924708584

																ジェネリック医薬品（荷離） イヤクヒン ニ バナレ						29016		29016.986166		31315		31680		2663.013834		0.0917743083

																受託 ジュタク						1226		1226.383483		31315		1360		133.616517		0.1089516606





業績予想（医療用医薬品）

				FY2015				FY2016 (Forecast)																		2016年3月期				2017年3月期				YOY

				Amount		Distrib.(％）		Amount		Distrib.(％）		YOY（％）						連結開示案 レンケツ カイジ アン								実績 ジッセキ		（円単位）		通期予想 ツウキ ヨソウ		開示案 カイジ アン		増減額 ゾウゲン ガク		%

		Total（①+②）		31,937		100.0		34,180		100.0		7.0								医療用医薬品 イリョウヨウ イヤクヒン						31937		31937.00956		33834		34180		2243		0.0702316989

		　　①Generics		29,016		90..9		31,680		92.7		9.2										ジェネリック				29016		29016.986166		31315		31680		2664		0.0917743083

		       To medical institutions		27,404				30,080				9.8												(内、自社販売） ウチ ジシャ ハンバイ		27404		27404.893366		29980		30080		2676		0.0976141961

		 To other markers*		1,612				1,600				(0.8)												(内、導出） ウチ ドウシュツ		1612		1612.0928		1335		1600		-12		-0.0075013051

		         Amlodipine		3,159				3,060				(3.2)												ｱﾑﾛｼﾞﾋﾟﾝ		3159		3159.7226818509		3046		3060		-99		-0.0315605804

		　　　　Lansoprazole		2,182				2,460				12.7												ﾗﾝｿﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		2182		2182.4857456307		2461		2460		278		0.127155128

		　　　　Limaprost Alfadex		1,487				1,570				5.5												ﾘﾏﾌﾟﾛｽﾄｱﾙﾌｧﾃﾞｸｽ		1487		1487.627211		1572		1570		83		0.0553719295

		　　　　Rabeprazole		1,737				1,740				0.1												ﾗﾍﾞﾌﾟﾗｿﾞｰﾙ		1737		1737.6409770782		1720		1740		3		0.0013576009

		　　　　Donepezil		1,712				1,940				13.3												ﾄﾞﾈﾍﾟｼﾞﾙ		1712		1712.9370997968		1940		1940		228		0.1325576405

		　　　　Pravastatine		1,260				1,270				0.8												ﾌﾟﾗﾊﾞｽﾀﾁﾝ		1260		1260.5287670155		1262		1270		10		0.0075136984

		　　　　Voglibose		1,004				1,040				3.6												ﾎﾞｸﾞﾘﾎﾞｰｽ		1004		1004.3316608278		1039		1040		36		0.0355145024

		　　　　Others		16,471				18,600				12.9												その他		16471		16471.7120228		18271		18600		2129		0.1292086684

		　　②Proprietary products		2,920		9.1		2,500		7.3		(14.4)										主力品				2920		2920.023394		2519		2500		-420		-0.1438424757

		　　　　Uralyt		1,723				1,500				(13.0)												ｳﾗﾘｯﾄ		1723		1723.318647		1505		1500		-223		-0.1295863927

		　　　　Soleton		928				740				(20.3)												ｿﾚﾄﾝ		928		928.155444		753		740		-188		-0.2027197548

		　　　　Calvan		268				260				(3.2)												ｶﾙﾊﾞﾝ		268		268.549303		261		260		-8		-0.0318351338



		Total（①+③）		30,243		100.0		33,040		100.0		9.2														2016年3月期				2017年3月期				YOY

		　　③Generics (ODM)		1,226		4.1		1,360		4.1		10.9						ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ								実績 ジッセキ		（円単位）		計画 ケイカク		計画 ケイカク		金額 キンガク		%

		             *Includes export																		ジェネリック医薬品事業 イヤクヒン ジギョウ						30243		30243.369649		62630		33040		2796.630351		0.0924708584

																				ジェネリック医薬品（荷離） イヤクヒン ニ バナレ						29016		29016.986166		31315		31680		2663.013834		0.0917743083

																				受託 ジュタク						1226		1226.383483		31315		1360		133.616517		0.1089516606







III. Management Plan

15



Three Plus 1 Principal Goals 

■ Business strategy by Three Principal Goals
 By fulfilling our three principal goals, we will establish a proprietary business model.
 To make that growth sustainable, we are expanding our business internationally.

Goal 1
Generics

Goal 2
Urine alkalizer for Hyperuricemia

Goal 3
Drug discovery

Plus 1
Overseas business

Overview

1. Generics
Develop unique business by differentiating our products.

2. Urine alkalizer for hyperuricemia
Enhance group research initiatives, promote R&D in 
antihyperuricemic agents.

3. Drug discovery
Focus on discovery in our strong field. 

Plus 1: Overseas business
Apply our three goals to overseas markets centered on Asia.

16At present In future



Management Plan 1
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・Response to new generics market
Since the April 2016 NHI price revision is seen hiking demand for in-house prescription 
dispensing, we will continue to focus on clinics.
・Strengthening oncology-related efforts to provide added value
・Responding to the integrated community care system 

・Seek safer and more user-friendly products
We will reinforce our development of generics to meet medical needs.

・Shift to high-quality, inexpensive APIs
We have been cutting drug production costs for several years by using high-quality and 
low-priced APIs. 

・New building at NPI plant
The 1st floor of the third building at NPI’s Tsukuba Factory—the first pharmaceutical 
plant in Japan to have a fully seismically isolated structure—will become fully operational 
during FY2016’s Q2. Additional investment in the 2nd floor will depend on demand.

・Construction of factory in Vietnam
The groundbreaking ceremony for our plant in Vietnam was held in February 2016. Pilot 
production is set to start in FY2017, and start operation in the next year. 



2012年度 2015年度

Management Plan 2
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• Enhancing group-based research initiatives
Supporting clinical study to control chronic kidney disease (to Tohoku University).
Conducing clinical studies on link between acidic urine and metabolic syndrome.
Strengthening public awareness regarding urinary tract problems.

• NC-2500 / XOR inhibitor (hyperuricemia treatment)
To improve the drug’s overall efficacy, we are in the process of conducting phase 1 trials again, using an 
improved pharmaceutical preparation.

• NC-2700 (hyperuricemia treatment)
We gave our development number in March 2016. 
Pre-clinical trials will start in FY2016.
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Drug discovery

2012年度 2015年度

Management Plan 3
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Purpose No. Function Phase Summary

Improve lipid 
metabolism

NC-2400 PPAR delta
agonist

Phase 1 finished
(in US)

Licensed to the multinational France-based biotech 
company Cerenis Therapeutics.

Treat 
hyperuricemia

NC-2500 XOR inhibition Phase 1
(in Japan)

Start phase 1 trials again with improved 
formulation by September 2016.

NC-2700 ― Pre-clinical trials
(in Japan)

Will start preclinical tests in FY2016.

Treat 
neuropathic pain

NC-2600 P2X4 antagonist Finished pre-
clinical trials
(in Japan)

Applied AMED* support plan.
Finished pre-clinical test.
Planning to start phase 1 trial in Q2 FY2016.

To serve as 
antidepressant, 
anti-anxiety drug  

NC-2800 Delta opioid 
receptor agonist

Pre-clinical trials
(in Japan)

Applied AMED* support plan.
We gave development number in March 2016.
Will conduct preclinical tests, to end during 
support period (through March 2018).

* Japan Agency for Medical Research and Development



■ Status of Activities in Vietnam
The groundbreaking ceremony for Nippon 
Chemiphar Vietnam Co., Ltd.’s factory was in 
February 2016 . It is set to start operation in 2018.  

Overseas business

Management Plan 4

■ Status of Other Initiatives
On sale
China Calvan, through a local partner.
South Korea Soleton and Calvan, through a local 

partner.
Hong Kong Pioglitazone and Cilostazol have been 

approved.
Thailand Uralyt, through a local partner.

Approval applications
Lodged for five products in four countries.

With a partner, we are working on overseas marketing, leveraging 
our allergy diagnostic device (DiaPack3000), which has the fastest 
reaction time of any currently in use.

We plan to accelerate our activities in ASEAN member states, China, and other 
parts of Asia, to increase the approved products and applications we offer.

Pharmaceuticals

Diagnostics
Artist’s rendition of the new factory in Vietnam. 
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Note about Forward-looking Statements and Forecasts
Statements made in this Highlights of Business Results, with respect to current plans, estimates, strategies and beliefs, and other 
statements of Nippon Chemiphar that are not historical facts are forward-looking statements about the future performance of 
Nippon Chemiphar. 

These statements are based on management’s current assumptions and beliefs in light of the information currently 
available to it and involve known and unknown risks and uncertainties. Consequently, undue reliance should not be placed on 
these statements. 

Nippon Chemiphar cautions the reader that a number of important factors could cause actual results to differ materially 
from those discussed in the forward-looking statements.

For further information contact:
Public Relations Department, Nippon Chemiphar Co., Ltd.
E-mail: ir@chemiphar.co.jp
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