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トップメッセージ

この1年を振り返って
医薬品業界におきましては、2015年6月の「経済財政運

営と改革の基本方針」（いわゆる「骨太方針2015」）の下、
後発医薬品のシェアを「2017年央に70%以上とするととも
に、2018年度から2020年度までのなるべく早い時期に
80％とする」という目標が掲げられています。2016年度
の薬価制度改革では、その方針を受けてさらなる後発医薬
品の普及に向けた取り組みが行われる一方、薬価改定によ
り収益環境の厳しさが増し、後発医薬品業界は大きな影響
を受けています。

〔第７次中期経営計画「Obelisk」の進捗〕
このような環境下で、日医工グループは2017年3月期か

らの3年間を世界市場に挑戦するための準備段階から新し
い領域への発進期間と位置づけ、第７次中期経営計画

「Obelisk」を策定し、「ジェネリックメーカー世界TOP10」
入りを支える企業基盤の充実を図りつつ、以下に掲げる3
つの戦略を実践に移しています。
○開拓力

海外展開で、米国市場でのジェネリック医薬品市場参入
のプラットフォーム確保のため、ジェネリック医薬品の注射
剤領域で強みを持つSagent Pharmaceuticals, Inc.（以

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
ここに第53期年次報告書（2016年4月1日～2017年3月31日）をお届けし、この１年間の取り組みについて謹んで

ご報告申しあげます。
今後とも株主の皆様のご期待に応えるべく、全力を傾注してまいります。
皆様には、なお一層のご支援ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申しあげます。

ごあいさつ

代表取締役社長

下、セージェント社）を2016年8月にTOBにより買収しま
した。バイオシミラーの米国市場での上市や日医工とセー
ジェント社が個々に販売承認を有する製剤の日米両市場で
の上市などの具体化を進め、統合による相乗効果を高める
よう努めています。
○供給能力

生産体制面では、上記「骨太方針2015」を踏まえたジェ
ネリック医薬品市場の急速な拡大に対応するため、今中期
経営計画中に超品質に基づく185億錠供給体制を確立し、
2021年3月期までの総供給可能数量210億錠体制を目指
して、工場の設備増強および富山第一工場内で製剤工場

「オベリスク（Obelisk）棟」新設を進めています。
また、子会社である日医工ファーマテック株式会社を本

年10月に合併を予定しています。これにより一層の生産効
率の向上、コスト競争力の強化に一体となって努めることに
より、日医工グループとして持続的な発展を目指してまいり
ます。
○シェアUP力

製品においては、2016年6月に『オランザピン錠10㎎
「日医工」』など6成分13品目、同年12月に『モンテルカス
ト錠10㎎「日医工」』など4成分7品目を新発売しました。
また、先発品メーカーからオンコロジー領域の『アクプラ®
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今後の課題と見通し
国内医薬品市場では、後発医薬品シェア80％の達成に向

け、拡大するジェネリック医薬品市場への安定的な供給体
制の構築と2018年度以降頻回の見直しが予定される薬価
改定に向けたコスト対応力の強化が求められます。

当社では、2018年1月にはオベリスク棟の稼働を図ると
ともに、原価の低減に努め、着実な収益増強を目指してま
いります。一方、海外ではセージェント社を通じた米国市場
での基盤構築や、タイ現地法人Nichi-Iko（Thailand）
Co.,Ltd.を核とする東南アジア市場での上市品目拡充など

株主様のご支援に感謝申しあげます
当社は、内部留保の確保に留意して財務体質の改善強

化を進めるとともに、株主の皆様への適切な利益還元を継
続することを利益配分の基本方針としております。このた
め、内部留保資金を有効活用して、医薬品の開発や新市
場の開拓、そして安定供給のための設備投資に重点的に
充当するとともに、業績に応じた利益配分を実施しており
ます。なお、株主還元の一環として2016年4月に280万
株、同年12月に10万株の自己株式を取得しています。

当期の配当は、第２四半期末と期末それぞれで１株当たり
15円とし、合計で年30円とさせていただきます。

株主の皆様には、一層のご支援を賜りますよう重ねてお
願い申しあげます。

静注用50㎎』など3成分6品目の販売移管を行い、オンコ
ロジー領域の品揃えの強化を図りました。

以上から、2017年3月期は、セージェント社を新たに連
結対象会社として加え、売上高が1,633億72百万円、営業
利益85億54百万円、経常利益84億11百万円、親会社株
主に帰属する当期純利益47億88百万円と、大幅な増収と
なりましたが、買収関連費用発生や、前年度には投資有価
証券売却益の計上があったことなどにより減益となりました。

により、業容拡大に努めてまいります。
2018年3月期は、売上高2,060億円、営業利益90億

円、経常利益86億円を目標に、「ジェネリックメーカー世界
TOP10」のステージに向け、全社員一丸となって、計画達
成に向けて取り組んでまいります。

■ 売上高

第53期
2017年
3月期

第54期予想
2018年
3月期

12,148

163,372

40,000

206,000
■ 売上総利益

第53期
2017年
3月期

第54期予想
2018年
3月期

2,839

56,741

10,000

69,500
■ 営業利益

第53期
2017年
3月期

第54期予想
2018年
3月期

50

8,554

1,000

9,000
■ 親会社株主に
帰属する当期純利益

第53期
2017年
3月期

第54期予想
2018年
3月期

4,788
5,500

■ 経常利益

第53期
2017年
3月期

第54期予想
2018年
3月期

8,411 8,600

●第53期連結業績並びに第54期連結業績予想 （単位：百万円）　　■連結  ■内、セージェント社
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アメリカ

カナダ
タイ現地法人

ASEAN

日本

タイ

マレーシア

ベトナム
フィリピン

特集：第7次中期経営計画「Ｏbelisk」の取り組み

第７次中期経営計画「Obelisk」が2017年３月期
からスタートしました。当社グループでは、「世界市
場に挑戦するための準備段階から新しい領域への
発進」期間と位置づけ、『シェアUP力』『供給能力』

『開拓力』の３つの基本戦略を掲げ、世界TOP10入
りを目指し企業基盤の充実に邁進しております。 世界TOP10入りを支える企業基盤充実

開拓力 バイオシミラー・米国市場への参入

供給能力 超品質に基づく185億錠供給体制確立

シェアUP力 国内ジェネリック医薬品市場内で15％シェア確立基
本
戦
略

圧倒的な存在感で創造をチカラに
世界へのテイクオフ

開拓力
日本・米国・アジアの3極を結び、個々の潜在能力を最大限に発揮します。
グループ間ネットワークによるシナジー効果

● 米国子会社セージェント社を通じた米国市場での基盤構築
●タイ現地法人を核とする東南アジア市場での上市品目拡充

グループのリソースを最大限に活用
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供給能力
ジェネリック医薬品市場の拡大に備え、生産拠点を拡充し強固な供給体制を確立します。
世界市場への供給体制確立

シェアUP力
医薬品のラインアップを強化し、患者様、医療関係者との連携の中で、安心と信頼を拡げます。
シェアUP力への取り組み

地域包括ケアに向け連携強化

●地域包括ケアシステム構築に向けた取り組み●

開封せずに調剤できるパッケージ調剤の充実

●患者様、医療関係者の方々への取り組み●

ピラミッド棟 ペンタゴン棟 ハニカム棟

当社のパッケージ調剤は、薬剤情報が確認しやすく
患者様の開封まで品質が保持されます。

マーケティング部 支店MR

地域連携
グループ

日医工
医業経営研究所

（MPI）

主な特徴
●  品名、規格など
 視認性が良い 
●  使用期限を確認しやすい

●  患者様開封まで品質維持
●  トレーサビリティ　
●  調剤効率化

2018年1月 稼働予定
オベリスク棟

2021年3月期：210億錠

超品質に基づく185億錠供給体制確立
（「Obelisk」最終年度2019年3月期）

2016年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2019年
3月期

2020年
3月期

2021年
3月期

「Obelisk」期間

108
135

165
185

205 210
 （単位：億錠）

当社は地域包括ケアシステムに対応した組織を構築し、
新たな市場開拓に挑んでいます。
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http://www.nichiiko.co.jp/ 日医工 検索決算に関するより詳細な情報については決算ハイライト

第51期
2015年3月期

第52期
2016年3月期

第53期
2017年3月期

第54期
2018年3月期（予想）

売上高 （百万円） 127,021 143,513 163,372 206,000

売上総利益 （百万円） 47,103 53,535 56,741 69,500

営業利益 （百万円） 9,619 12,910 8,554 9,000

売上高営業利益率 （％） 7.6 9.0 5.2 4.4

経常利益 （百万円） 9,615 12,289 8,411 8,600

親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 6,592 11,031 4,788 5,500

総資産 （百万円） 139,834 161,128 270,890 ―

純資産 （百万円） 74,487 82,597 87,580 ―

自己資本比率 （％） 53.2 51.1 32.2 ―

自己資本当期純利益率（ROE） （％） 9.4 14.1 5.6 ―

現金及び現金同等物の期末残高 （百万円） 13,609 27,754 14,468 ―

1株当たり当期純利益 （円） 110.26 184.45 84.09 97.64

1株当たり純資産 （円） 1,246.36 1,377.53 1,552.67 ―

1株当たり年間配当金 （円） 26.6 30.0 30.0 30.0

配当性向 （％） 24.1 16.3 35.7 30.7

主要な財務指標の推移（連結）

連結業績

営業利益

85億54百万円
（前期比66.3%）

売上高

1,633億72百万円
（前期比113.8%）

経常利益

84億11百万円
（前期比68.4%）

親会社株主に帰属する
当期純利益

47億88百万円
（前期比43.4%）
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当期末
（2017年3月31日現在）

資産合計
270,890

前期末
（2016年3月31日現在）

資産合計
161,128

当期末
（2017年3月31日現在）

負債・
純資産合計
270,890

前期末
（2016年3月31日現在）

負債・
純資産合計
161,128

負債
78,530

純資産
82,597

負債
183,309

純資産
87,580

流動資産
114,714

固定資産
156,175

流動資産
101,624

固定資産
59,503

有形固定資産
38,786

無形固定資産
6,479

投資　　　　
その他の資産

14,237

現金及び預金
28,179

その他流動資産
73,445

現金及び預金
14,894

その他流動資産
99,820

株主資本
79,964

その他
2,632

固定負債
14,267

株主資本
74,764

その他
12,816

有形固定資産
47,439
無形固定資産
93,111
投資
その他の資産
15,625

流動負債
64,262

固定負債
95,480

流動負債
87,829

当期
（2016年4月1日～2017年3月31日）

売上高
163,372

▼ 売上原価 
 106,637
▲ 返品調整引当金
 戻入額
 5
▼ 販売費及び
 一般管理費
 48,186

▲ 営業外収益
 789
▼ 営業外費用
 932

営業利益
8,554

経常利益
8,411

親会社株主
に帰属する
当期純利益
4,788

▲ 特別利益 
 381
▼ 特別損失 
 1,861
▼ 法人税等
 2,142

当期
（2016年4月1日～2017年3月31日）

3,951
営業活動
によるCF

財務活動
によるCF

△81,754
64,620

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額
△105

現金及び
現金同等物
の期末残高

現金及び
現金同等物
の期首残高

投資活動
によるCF

27,754
14,468

※自己株式取得△8,396

連結決算概要

連結貸借対照表の概要 （単位：百万円）

連結損益計算書の概要 （単位：百万円） 連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円）
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地域に根づいたサッカー大会などを開催
日医工グループでは、少年少女向けサッカースクールやサッカー大会を通じて、地域住民の方との交流を図っています。
富山第一工場では、敷地内の多目的緑地において近隣の幼稚園・保育園の園児を対象に、契約コーチによるサッカース

クール「Kids Enjoy サッカー」を開催しています。
また、日医工ファーマテック株式会社では、昨年

8月に静岡県富士市で地元のサッカー少年団（小
学生）向けに「少年/少女 ＰＫ大会」を開催しまし
た。本PK大会は21年間にわたり毎年実施してお
り、本年8月には富山県滑川市でも開催を計画し
ています。

トピックス

富山マラソンに協賛
地域貢献の一環として、昨年10月に開催された「第２回富山マラソン

2016」に一昨年に続き協賛しました。爽やかな秋晴れの下、招待選手を含
む全国からの約1万3千人のランナーが越中路を駆け抜けました。

同マラソンは富山湾・立山連峰等の景観や名産品の補給食も評判とな
り、「全国ランニング大会100撰」にも選ばれ、人気・評価ともに上昇中。
本年10月に開催される第3回大会も協賛いたします。

「Kids Enjoyサッカー」（写真左）と「少年/少女 ＰＫ大会」

Mission Statement
（ミッションステートメント）
我々は、我々のジェネリック医薬品が
世界の患者・薬剤師・医師・卸売業者・製薬企業に必要とされ、
提供し続ける為に自ら存続する努力を行い、
ジェネリックメーカーとして世界で卓越する。
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テラムロ配合錠「日医工」 テルチア配合錠「日医工」
モンテルカスト
チュアブル錠5mg「日医工」

モンテルカスト
細粒4mg「日医工」

2017年6月に、7成分19品目の発売を予定しています。

薬　効 製　品　名
1  胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー テルミサルタン錠20㎎／40㎎／80㎎「日医工」
■2  胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー／

持続性Ca拮抗薬合剤 テラムロ配合錠AP／BP「日医工」

3 胆汁排泄型持続性AT1受容体ブロッカー/利尿薬合剤 テルチア配合錠AP／BP「日医工」
■4  抗精神病薬 アリピプラゾール錠3㎎／6㎎／12㎎「日医工」

5 6  ロイコトリエン受容体拮抗薬 
気管支喘息治療薬

モンテルカストチュアブル錠5㎎「日医工」
モンテルカスト細粒4㎎「日医工」

薬　効 製　品　名
アルツハイマー型認知症治療剤 ドネペジル塩酸塩錠3㎎／5㎎／10㎎「日医工」　OD錠3㎎／5㎎／10㎎「日医工」　細粒0.5%「日医工」
持続性アンジオテンシンⅡ受容体拮抗剤 カンデサルタン錠2㎎／4㎎／8㎎／12㎎「日医工」
選択的AT1受容体ブロッカー バルサルタン錠20㎎／40㎎／80㎎／160㎎「日医工」
持続性Ca拮抗薬 アムロジピン錠2.5㎎／5㎎／10㎎「日医工」　OD錠2.5㎎／5㎎／10㎎「日医工」

HMG‐CoA還元酵素阻害剤 アトルバスタチン錠5㎎／10㎎／20㎎「日医工」
ピタバスタチンカルシウム錠1㎎／2㎎／4㎎「日医工」

プロトンポンプ・インヒビター ランソプラゾールカプセル15㎎／30㎎「日医工」　OD錠15㎎／30㎎「日医工」
ラベプラゾールナトリウム錠10㎎／20㎎「日医工」

経口プロスタグランジンE1誘導体製剤 リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」

血行促進・皮膚保湿剤 ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」　外用スプレー0.3%「日医工」
ビーソフテンクリーム0.3%　ローション0.3%

抗血小板剤 クロピドグレル錠25㎎／75㎎「SANIK」
アレルギー性疾患治療剤 フェキソフェナジン塩酸塩錠30㎎／60㎎「SANIK」

主力製品の紹介

発売予定品（2017年5月31日現在）

主力製品

テルミサルタン錠「日医工」 4 アリピプラゾール錠「日医工」

5 6

1

2 3
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会 社 名 日医工株式会社 
英 訳 名 Nichi-Iko Pharmaceutical Co., Ltd.
設 立 1965年（昭和40年）7月
資 本 金 199億7,623万円
従業員数（連結） 1,438（666）名
事 業 内 容 医薬品、医薬部外品の製造販売輸出入等

▶会社概要 （2017年3月31日現在）

代表取締役 　　社　　長 田村　友一
代表取締役 専務執行役員 金剛寺敏則
取締役 専務執行役員 赤根　賢治
取締役 常務執行役員 吉川　隆弘
取締役 常務執行役員 稲坂　　登

▶取締役及び監査役 

（注） パートタイマー及び期間契約の従業員は（　　）内に外数で記載
しております。

（注）1. 取締役のうち、髙木 繁雄、酒井 秀紀、今村 元の各氏は社外取締役です。
 2. 監査役のうち、堀 仁志、佐藤 孝の両氏は社外監査役です。

▶事業所一覧
❶本社  富山県富山市総曲輪一丁目6番21
❷東京本社  東京都中央区日本橋本町1丁目5番4号
開発拠点
❸グローバル開発品質管理センター
（富山県滑川市）

生産拠点
❹北海道工場（北海道北広島市）
❺山形工場（山形県天童市）
❻埼玉工場（埼玉県さいたま市）
❼静岡工場（静岡県富士市）
❽愛知工場（愛知県春日井市）
❾富山第一工場（富山県滑川市）
❿富山第二工場（富山県滑川市）
●カナダ・オメガ工場（モントリオール）
物流拠点
⓫北海道物流センター（北海道北広島市）
⓬日医工物流センター（富山県滑川市）
⓭東日本物流センター（埼玉県久喜市）
⓮西日本物流センター（兵庫県神戸市）

営業拠点
⓯札幌支店（北海道北広島市）
⓰仙台支店（宮城県仙台市）
⓱関東支店（埼玉県さいたま市）
⓲東京第一支店（東京都中央区）
⓳東京第二支店（埼玉県さいたま市）
⓴名古屋支店（愛知県名古屋市）
㉑京滋北陸支店（京都府京都市）
㉒大阪支店（大阪府大阪市）
㉓広島支店（広島県広島市）
㉔福岡支店（福岡県福岡市）
国内グループ会社
●日医工ファーマテック株式会社（富山県富山市）
● ヤクハン製薬株式会社（北海道北広島市）

取 締 役 髙木　繁雄
取 締 役 酒井　秀紀
取 締 役 今村　　元
常勤監査役 杉　　好人
監 査 役 堀　　仁志
監 査 役 佐藤　　孝

本社

海外グループ会社
●Sagent Pharmaceuticals, Inc.（アメリカ合衆国 / シカゴ）
●Omega Laboratories, Ltd.（カナダ / モントリオール）
●NIXS Corporation（アメリカ合衆国 / カンザスシティ）
●Nichi-Iko（Thailand）Co., Ltd.（タイ / バンコク）

 （2017年6月16日現在）会社データ
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発行可能株式総数 93,500,000株
発行済株式の総数 60,662,652株
株 主 数 38,570名
自 己 株 式 3,687,730株

▶株式の状況

▶所有者別株式分布状況
金融機関
46名　11,517千株
19.0%

個人・その他
37,984名　26,903千株

44.3%

自己株式
1名　3,687千株

6.1%
その他の法人
258名　12,227千株
20.1%

証券会社
62名　
1,195千株
2.0%

外国法人等
219名

5,131千株
8.5%

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会　毎年3月31日

期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日
そのほか必要があるときは、
あらかじめ公告して定めた日

単 元 株 式 数 100株
【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお
届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたしま
す。証券会社に口座を開設されていない株主様は、下記の電
話照会先にご連絡ください。
株主名簿管理人
及び特別口座の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（郵便物送付先） 〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（電話照会先） 0120-782-031
（インターネットホームページ） http://www.smtb.jp/personal/

agency/index.html
【特別口座について】
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利
用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記
の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）
を開設しております。特別口座についてのご照会及び住所変
更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。
公 告 方 法 当社のホームページに掲載いたします。

http://www.nichiiko.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

株主メモ

 （2017年3月31日現在）株式データ

▶大株主
株 主 名 持株数（千株） 持株比率（％）

株式会社TAMURA 4,528 7.47
日医工株式会社 3,687 6.08
株式会社北陸銀行  2,831 4.67
株式会社拓  2,122 3.50
田村友一  1,809 2.98
ニプロ株式会社  1,321 2.18
BNP PARIBAS SECURITIES 
SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/HENDERSON HHF SICAV

906 1.49

日本卜ラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口5） 899 1.48

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 820 1.35

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口） 801 1.32

(注) 株式会社拓は株式会社TAMURAの完全子会社であります。

10

010_7059901302906.indd   10 2017/06/02   15:40:35



当社のホームページには、最新
のトピックスをはじめ、会社情報
や業績報告などの様々な情報
を掲載しております。
ぜひご覧ください。

http://www.nichiiko.co.jp/
検 索日医工

トップページ

ホームページのご案内

IRページ

〒930-8583 
富山県富山市総曲輪一丁目6番21
TEL 076-432-2121（代）
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