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第141回定時株主総会 

2016年度連結業績の概要および2017年度の見通し 



将来見通しに関する注意事項 

本資料には、見積り、予測値、目標値及び計画値等の、当社の将来の事業、財務状態及び経営成績に関する「見通し情報」が
含まれています。これらの見通し情報は、「目指す」、「予測する」、「仮定する」、「確信する」、「継続する」、  
「試みる」、「見積もる」、「予期する」、「予想する」、「施策」、「意図する」、「可能性がある」、「見通し」、 
「計画」、「潜在的な」、「蓋然性」、「試算」、「企画」、「リスク」、「追求する」、「はずである」、「努力する」、     
「目標とする」、「予定である」及びその類義語（これらに係る否定的な表現も含みます。）等の将来予測に関する用語の 
使用、又は戦略、計画若しくは意図に関する議論により特定可能な場合があります。 

本資料中のあらゆる見通し情報は、現在入手可能な情報から得られた当社の現時点における仮定及び判断に基づいています。
かかる見通し情報に関して、当社及び当社の経営陣は将来の業績に係るいかなる保証もするものではなく、また、当該見通し
情報には、既知又は未知のリスク、不確実性その他の要素が含まれています。そのような要素の例としては、日本、米国及び
世界全体の一般的な経済情勢を含む当社の事業を取り巻く経済状況、競争圧力及び競争の激化、適用法令、新製品開発計画の
成否、規制当局の決定及びそのタイミング、為替相場の変動、製品又は開発品の安全性や有効性に関するクレーム又は懸念、
並びに買収対象会社との経営統合等がありますが、これらに限定されるものではなく、またいずれかの要素に起因して、  
当社の実際の業績や財務状態が、見通し情報により表示又は示唆されている将来の業績や財務状態から大きく乖離する可能性
があります。当社及び当社の経営陣は、見通し情報において表示されている予測が現実となることを保証するものではなく、
実際の業績は予測と大きく異なる可能性があります。 

本資料に含まれる見通し情報は、本資料の日付時点のものに過ぎず、今後、新しい情報・将来の出来事等があった場合で  
あっても、当社及び当社の経営陣は、本資料に含まれる見通し情報の更新・修正を行う義務を負うものではありません。 

 
製品情報に関する注意事項 

本資料には、当社の製品情報が含まれておりますが、それらの製品は、すべての国で販売されているものではありませんし、
また国によって商標、効能、用量等が異なる場合もあります。また、本資料に記載されている医療用医薬品（開発品を含む）
の情報は、そのような製品を宣伝・広告するものではありません。 
 

重要な注意事項 
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• 財務ベースの力強い実績、EPSは+43.9%の伸長 

- 売上収益は、為替影響（△6.6pp）と事業等の売却影響（△4.5pp）により対前年△4.2% 

- 営業利益は、力強い実質的な成長およびテバ社への事業譲渡にかかる利益により、+19.1% 

• 実質ベースの力強い成長、実質的なコアEPSは+20.9％の伸長 

- 実質的な売上収益は+6.9％の増収、成長ドライバーは+14.7%の増収 

- 実質的なコア・アーニングスは+24.2%の増益、対売上収益比率は1.8ポイント向上 

- 規律ある経費管理とグローバル経費削減イニシアチブによる初期の削減効果 

• 健全な財務状態で2016年度を終了 

- アリアド社買収後も投資適格の格付けを維持、格付けはMoody’s (A1)、S&P (A-)、R&I (AA-) 

- 営業フリー・キャッシュ・フローは配当支払以上 

2016年度は力強い実績を達成 
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2016年度 損益計算書（財務ベース） 

財務ベースのEPSは＋44％の伸長、ROEは6％に向上 

（億円） 2015年度 2016年度

売上収益 18,074 17,321 △753 △4.2%

営業利益 1,308 1,559 +250 +19.1%

当期利益 802 1,149 +348 +43.4%

EPS 102 円 147 円 +45 円 +43.9%

ROE 3.9% 6.0% +2.1pp

対前年
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成長ドライバー 

（消化器系疾患、オンコロジー、中枢神経系疾患、新興国事業）  +14.7% 

実質ベースの売上収益は+6.9％の増収、 
成長ドライバーが牽引 

（億円） 2015年度 2016年度

売上収益 18,074 17,321 △753 △4.2%

　為替影響 △912 261 +1,174 +6.6pp

為替影響除き売上収益 17,161 17,582 +420 +2.4%

　事業等の売却影響 △1,107 △415 +693 +4.5pp

実質的な売上収益 16,054 17,167 +1,113 +6.9%

対前年
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タケダ連結売上の成長ドライバー比率 55% 

Underlying revenue growth 

GI 

Oncology 

CNS 

Emerging Markets  

+33.5% 

+7.5% 

+26.7% 

+4.5% 

Total +14.7% 

Revenue growth 
実質的な売上収益の成長 

消化器系疾患 

オンコロジー 

中枢神経系疾患 

新興国 

+33.5% 

+7.5% 

+26.7% 

+4.5% 

合計 +14.7% 

成長率 

成長ドライバーが+15%と牽引し売上収益は増収 
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+4.7% +5.0% +12.8% 

+3.6% +4.5% 

全ての地域で実質的な売上収益が成長 

2016年度 実質的な売上収益: 17,167億円、+6.9% 

米国 
5,162億円 

30% 

日本 
4,816億円 

28% 

欧州 
およびカナダ 

2,857億円 
17% 

コンシューマーヘルスケア 
およびその他事業 

新興国 

2,708億円 
16% 

1,623億円 
10% 
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実質的なコア・アーニングスは+24％の増益 

（億円） 2015年度 2016年度

営業利益 1,308 1,559 +250 +19.1%

　為替影響 △170 29 +199 

為替影響除き営業利益 1,138 1,587 +449 +39.5%

　テバ社合弁会社への長期収載品の事業譲渡益 - △1,029 △1,029 

　その他事業等の売却影響 △919 △207 +712 

　無形資産の償却費および減損損失 1,318 1,567 +249 

　その他 294 354 +61 

実質的なコア・アーニングス 1,830 2,272 +442 +24.2%

対前年
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実質的なコア・アーニングスの対売上収益比率は 
1.8ポイント向上し13.2％ 

2016年度 損益計算書（実質ベース） 

（億円） 2015年度 2016年度

売上収益 16,054 17,167 +1,113 +6.9%

売上総利益 11,040 11,707 +666 +6.0%

営業経費 △9,210 △9,434 △224 +2.4%

コア・アーニングス 1,830 2,272 +442 +24.2%

対売上収益比率 11.4% 13.2% +1.8pp

コアEPS 168 円 203 円 +35 円 +20.9%

対前年
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2015年度 2016年度

3,146 2,521 △625 △19.9%

△ 482 △ 587 △104

△ 361 △ 347 ＋14

2,303 1,588 △714 △31.0%

配当金の支払額 △ 1,415 △ 1,417

2015年度 2016年度

4,527 3,206 △1,321 △29.2%

△ 7,190 △ 11,449 △4,259 +59.2%

△ 2,663 △ 8,243 △5,580 +209.5%純有利子負債

有利子負債

営業活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得と売却

無形資産の取得

営業フリー・キャッシュ・フロー

対前年(億円）

(億円） 対前年

現金

営業フリー・キャッシュ・フローは配当支払以上 
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• グローバルの競合他社
は10％以上高い 

• 競合他社は、研究開発
で将来成長への投資を
柔軟に実施 

• 競争の激化 

• 競合他社はコスト削減を
積極的に実施 

• 医薬品に対する価格圧力
の増大 

外部環境の課題 利益率の課題 

利益率改善により 

• 柔軟に研究開発に投資 
• グローバルでの競争力を維持 

コア・アーニングス 
比率を年1~2％向上 

実質的なコア・アーニングスの対売上収益比率を 
年1~2％向上 

10 



キャッシュの創出と遊休資産の現金化 

• 10％台以上の実質的なコア・アーニングス

成長 

• 運転資本の削減 

- 支払日数の延長 

- 棚卸資産回転日数改善の取り組みを推進 

- 売掛債権回転日数改善に集中 

• 資産売却 

- 不動産（約600億円） 

- 投資有価証券（700億円未満） 

- 売却可能事業の評価 

資本配分の優先順位 

1. 自社研究開発および新製品上市への投資 

2. 重要な株主還元策としての配当 

3. 投資適格の格付け水準の維持 

4. 規律ある領域を絞ったM&A 

キャッシュ創出計画の実施 
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2017年度も力強い実質的な成長を想定 

実質的な売上収益 1桁台前半 

実質的なコア・アーニングス 10％台半ばから後半 

実質的なコアEPS 10％台前半から半ば 

1株当たり年間配当金 180円 

2017年度 マネジメントガイダンス
（成長率 ％） 
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（億円） 2016年度 2017年度

売上収益 17,321 16,800 △521 △3.0%

営業利益 1,559 1,800 +241 +15.5%

税引前当期利益 1,433 1,900 +467 +32.5%

当期利益 1,149 1,380 +231 +20.1%

EPS 147 円 177 円 +30 円 +20.1%

対前年

2017年度 公表予想（財務ベース） 
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2017年度財務ベースEPSの予想: 20%伸長の177円 
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