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●●●●●●●●●●
●●●●●●●

久光製薬技術諮詢
（北京）有限公司

マニラ支店

会社概要（2016年2月末現在） 連結損益

連結貸借対照表

商 号 久光製薬株式会社
（HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.）

創 業 1847年（弘化4年）
設 立 1944年（昭和19年）5月22日 
資 本 金 8,473百万円 
従業員数 2,900名（連結）・1,580名（単体）
代 表 者 代表取締役会長 最高経営責任者（CEO）中冨 博隆
本 社 九州本社（本店）、東京本社 

支 店

札幌支店、仙台支店、東京第一支店、東京第二支
店、東京第三支店、名古屋支店、京都支店、大阪第
一支店、大阪第二支店、広島支店、高松支店、福岡
第一支店、福岡第二支店、台北支店、シンガポール
支店、マニラ支店

（以上16支店） 

営 業 所
さいたま営業所、千葉営業所、横浜営業所、金沢営
業所

（以上4営業所） 
工 場 宇都宮工場、鳥栖工場（以上2工場） 
研 究 所 筑波研究所、鳥栖研究所（以上2拠点）

国 内
子 会 社

株式会社CRCCメディア（福岡県）
佐賀シティビジョン株式会社（佐賀県）
株式会社タイヨー（佐賀県）
九動株式会社（佐賀県）
久光エージェンシー株式会社（福岡県）

海 外
子 会 社

ヒサミツ ユーエス インコーポレイテッド（米国）
ヒサミツ アメリカ インコーポレイテッド（米国）
ノーベン ファーマシューティカルス（米国）
ヒサミツ ファルマセウティカ ド ブラジル リミター
ダ（ブラジル）
ヒサミツ ユーケー リミテッド（英国）
ヒサミツ ベトナム ファーマシューティカル カンパ
ニーリミテッド（ベトナム）
久光製薬技術諮詢（北京）有限公司（中国）
P.T. ヒサミツ ファルマ インドネシア（インドネシ
ア）他4社

（百万円）

2015年2月期実績 2016年2月期実績
売 上 高 156,743 161,852
売上原価 57,063 58,319
原 価 率 36.4％ 36.0％
販 管 費 79,153 75,802
販 売
促 進 費 18,411 17,648

広 告 費 13,134 10,005
研 究 費 13,718 14,965
そ の 他 33,889 33,181
営業利益 20,527 27,730
経常利益 28,489 28,008
純 利 益 18,784 17,784

（百万円）

科 目 前 期
（H27年２月28日）

当 期
（H28年２月29日現在）

資産の部
流動資産 165,315 171,760
固定資産 120,125 113,194
　有形固定資産 45,003 43,851
　無形固定資産 16,303 12,522
　投資その他の資産 58,818 56,820
資産合計 285,440 284,954
負債の部
流動負債 44,299 40,997
固定負債 19,086 17,862
負債合計 63,386 58,859
純資産の部
株主資本 195,006 201,561
その他の包括利益累計額 26,016 23,430
少数株主持分 1,031 1,000
純資産合計 222,054 226,095
負債純資産合計 285,440 284,954

久光製薬グループ活動拠点
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連結業績推移 配当金について

連結売上高
161,852百万円

国内 69.8%

北米
22.3%

その他 8.0%

売上高（百万円）

経常利益（百万円）

純利益（百万円）

株主数の推移

1株当たり配当金の推移

地域別売上高構成比

配当性向
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　国内の医療用医薬品は、長期収載品の薬価追加
引き下げや後発品使用促進策の強化など、今後も
医療費抑制策は継続されることが予想されます。こ
のような厳しい経営環境のもと、当社は、医療機関
への学術情報活動を一段と強化するとともに、医療
機関や患者さんのニーズに合致した新しい局所性
および全身性の経皮吸収型医薬品開発を目指しま
す。

医療用医薬品

モーラス®テープ モーラス®パップ

エストラーナ®テープ ネオキシ®テープ ツロブテロールテープ 「HMT」

　当社は、医療機関への有効性・安全性に関する情報の提供・収集活動を展開するとともに、重点
商品のケトプロフェン含有の経皮鎮痛消炎剤「モーラス　

®テープ」および「モーラス　
®パップ」、経皮吸

収型エストラジオール製剤「エストラーナ　
®テープ」、鎮痛効果の高い医療用麻薬フェンタ二ルクエン

酸塩含有の経皮吸収型持続性疼痛治療剤「フェントス　
®テープ」、ブプレノルフィン含有の経皮吸収型

持続性疼痛治療剤「ノルスパン　
®テープ」、オキシブチ二ン塩酸塩含有の経皮吸収型過活動膀胱

治療剤「ネオキシ　
® テープ」などの適正使用促進活動に努めました。平成27年12月には、疼痛治療

の新たな選択肢として、経皮鎮痛消炎剤「モーラス　
®パップXR120mg」の販売を開始しました。

（百万円）

2015年2月期
実績

2016年2月期
実績

フェントス　
®テープ 4,577 5,978

ノルスパン　
®テープ 2,087 2,229

ネオキシ　
®テープ 913 966

アブストラル舌下錠 165 194

新商品群 7,744 9,368

モーラス　
®テープ群 69,209 64,398

モーラス　
®パップ群 6,141 6,019

その他 7,284 6,991

モーラス　
®群+その他 82,635 77,409

医療用医薬品計 90,379 86,778

● 平成28年度 
　科学技術分野の文部科学大臣表彰
　「科学技術賞」受賞 
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一般用医薬品

　国内の一般用医薬品事業は、市場の低迷が長期
化し企業間競争が激化しています。このような中、
当社は、外用鎮痛消炎剤の売上伸長を図るととも
に、お客さまのニーズにお応えできるよう既存商品
の改良および新商品の開発を推進します。

　国内の一般用医薬品事業は、重点商品の経皮鎮痛消炎剤などの販売に加えて、新商品を投入し、
新規顧客創造活動に努めました。平成27年3月には、サロンパス　

®ブランドから新たな経皮鎮痛消炎
プラスター剤「サロンパス　

®」の販売を開始しました。本剤は、「サロンパス　
®Ae」に比べ、鎮痛消炎成

分の濃度を上げ、また、やさしい貼りごこちでつっぱらないことに加えて、目立ちにくいベージュ色、
はがれにくい「丸かど　

®」を採用するなど、効き目や使用感を向上させました。平成27年6月には、動
きやすさとしっかりしたサポート力を兼ね備えた高機能サポーター「フェイタス　

®メディカルサポー
ター」、平成27年9月には、温熱療法が手軽にできる医療機器「温熱用具 直貼　

®」の販売を開始し、
新たな顧客の開拓に努めました。

（百万円）

2015年2月期
実績

2016年2月期
実績

サロンパス　
®群 7,334 8,589

サロンシップ　
®群 3,127 3,113

エアー　
®サロンパス　

®群 1,239 1,248

フェイタス　
®群 4,104 4,482

ブテナロック　
®群 1,766 1,662

アレグラ®FX 2,409 2,007

その他 1,397 1,803

一般用医薬品計 21,379 22,906

● サロンパス　
® 

　ヒット商品話題賞（医薬品・指定医薬部外品部門）
　「優秀賞」 
● サロンパス　

®

　話題商品賞「ロングセラーブランド賞」

サロンパス®

エアー®サロンパス® 

フェイタス® 

ブテナロック®

のびのび®サロンシップ®

アレグラ®FX

（2016年4月発売）（2016年4月発売）
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海外販売商品

　海外事業は、商標、意匠、製造技術および品質管
理システムを含めた当社ブランドの確立を図るとと
もに、海外生産工場の一層の充実と海外における
臨床試験の促進を図ります。
　特に、アメリカの医療用医薬品事業においては、
ノーべン社を拠点とし、日米双方の得意な技術を
融合させることで、研究開発の機能を高めるととも
に、製造 ・販売網を拡大、強化してまいります。

　国内外において商標「サロンパス®/SALONPAS®」
の戦略的な登録展開と広告活動でブランドを確立
したことに対し、平成27年度知財功労賞で「経済産
業大臣表彰」を受賞しました。

（百万円）

2015年2月期
実績

2016年2月期
実績

モーラス　
®テープ群 82 109

その他 918 1,056
モーラス　

®群+その他 1,001 1,165
Minivelle® 9,083 11,059
Vivelle-Dot®群 4,942 5,012
Combi Patch®群 2,009 5,194
Brisdelle® 1,074 2,124
Noven Women's Health 17,109 23,390
Daytrana® 6,509 6,149
その他 1,002 655
Noven Others 7,511 6,805
医療用医薬品計 25,622 31,361

サロンパス　
®群 12,446 13,817

サロンシップ　
®群 1,792 1,836

エアー　
®サロンパス　

®群 857 769
その他 1,122 1,109
一般用薬品・その他 計 16,218 17,533

　海外では、アメリカにおいても新しい「Salonpas　
®」の販売を開始しました。海外においても積極

的な販売促進活動を展開し、サロンパス　
®ブランドはアメリカのOTC外用鎮痛消炎貼付剤市場にお

ける販売額シェア1位を獲得しました。さらに、海外子会社である久光インドネシアにおいて新工場
を竣工、サロンパス　

®の生産能力を拡大して現地化を進めました。

ByeBye-FEVER® Brisdelｌｅ®KEPLATR/ MOHRUSRPATCH Minivelle® 

SALONPASR Salonpas® JET SPRAY SalonpasR
Pain Relieving Patch 

SalonpasRPain Relief Patch 
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　昨年度の久光製薬のCSR活動については、それ以前
の施策の継続・改善に加えて、幾つかの新たな取り組み
や活動成果が見られる為、本稿は特にそこを中心とした
評価を行ってまいります。
　まず巻頭特集で、海外事業拠点でのCSR活動の検証
の為、久光ベトナムで取引先や従業員とのダイアログを
行っています。事業活動の国際化に伴う海外拠点拡充は
必須ですが、一方で国際展開は企業方針や文化の分散
希薄化を招き、企業全体としての統一がとりにくくなる
傾向があります。CSR活動も同様で、久光全体としての
CSR方針を現地事業所がどこまで理解して実施している
かを検証していくことは大切です。今回はビエンホア工
場とホーチミン事務所で、従業員や取引先まで含めたダ
イアログを実施していることは評価できます。現地情報
を取り上げることで、従業員に対しては久光のCSR方針
理解の徹底や動機付けの促進、取引先に対しては久光の
サプライチェーンにおけるCSR活動重視姿勢の明示と
協力関係の構築、政府関係者に対しては活動アピールと
ともに久光への期待の確認、という意味を持っておりま
す。CSRは一国で閉じた活動ではありません。グローバ
ル化するほど、ローカルへのきめ細かいフォローが必要
となります。故に今後もこの様な教宣活動・きめ細かいス
テークホールダー・エンゲージメントを国境を越えて継続
していっていただきたいと思います。
　また久光製薬のCSRの特徴として、特にメセナ活動に
力を入れていることが挙げられますが、その象徴的事例
として中冨会長御母堂の実家である武家屋敷の保存に
尽力し、文化財保存と生活様式の伝承に一役買っていま
す。さらに今年は熊本地震が発生した年でもあり、寄付
金のみならず、薬剤師会を通じた迅速なサロンパス等の
商品提供を行っていることは、先の武家屋敷保存ととも
に、地域に根を張った貢献をしていこうという同社の意
思の表れであり、評価できます。
　従業員とのかかわりにおいては、昨年度は女性活躍の
場の推進が取り上げられていましたが、本年度はその象
徴的事例として、女性のみで編成されたMRチームの活
動が紹介されており、細やかな対応が医師にも評価され
ているようです。そして出産など女性特有のライフイベ
ントにもうまく合わせた同チームの活躍は、久光の新し
い戦力構築の在り方、またダイバーシティの推進と成果
として、高く評価できます。また従業員データの中で女

性管理職比率が着実に上昇していることも注目に値しま
す。さらにワークライフバランスも昨年の大幅改善に続
きその高水準を維持しており、これは職場環境の改善と
合わせ、ESG基準（*1）で投資を行う必然性が叫ばれる金
融の世界でも、今後の有利な資金調達に向け必要な条
件となるため、対外的なアピールにもつながっていくと
期待されます。
　環境とのかかわりにおいては、全体として図式やデー
タが良く整備され、定量的にその推移が分かるように開
示されているのは良いことです。また個々の項目に関し
ては、マテリアルバランスでは生産増によりエネルギー
使用量が増加したものの、CO2や水の使用量を抑制させ
ており、省エネ設備導入効果が出ています。また輸送面
でモーダルシフト（トラック輸送から船舶輸送へ）を進め
ることで、大幅な温室効果ガスの削減効果が出ており、
地球温暖化防止に貢献しています。こうした企業内のバ
リューチェーンに着目した生産性の向上策は、社会便益
のみならず企業収益にも正の効果をもたらすもので、積
極的な共通価値創造活動（*2）として評価することができ
ます。
　久光製薬は環境負荷低減に継続して取り組んでいま
すが、中には生産量増加によって設備稼働時間が増え排
出量が増加した物質も存在しています。よってボイラー
運転方法の改善をすると仰っているので、設備メーカー
やシステム会社と組んで膨大な運転データ解析により省
エネ運転を確立するIoT（モノのインターネット）利用技
術の確立も視野に入れられると良いでしょう。
　最後の経済とのかかわりに関する記述では、特に着目
すべきは医薬品と一般医薬品領域での大臣表彰があり、
久光製薬の医薬本業を通じての社会への貢献が認めら
れた証として、高く評価したいと思います。昨年あった第
５期中期経営方針に今年は言及がないのですが、CSRそ
のものは義務・責任という領域を超えた企業の重要な戦
略として位置付けられつつあり、各期の経営方針や戦略
との関係性の中でのCSR活動の位置付けを示されると
分かりやすいのではないかと思われます。

慶應義塾大学
ビジネススクール教授

小林 喜一郎

第三者意見

*１： ESG：Environment, Society, and Governanceの意味で、国連が中心になっ
て設定・推進している機関投資家の意思決定プロセスに同基準を導入すべきとい
う考え方(Wikipedia, 『責任投資原則』より)。

*２： ハーバードのマイケル・ポーター教授は『バリューチェーンの生産性の再定義が共
通価値(Shared Value)創出につながる』と主張(「共通価値の戦略」マイケル・
ポーター＆マーク・クラマー, HBR,June,2011)。


