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自然の神秘を解明して人々の健康の増進に貢献する
ということを意味しています。＊ 

世界中の一人ひとりが、「見る」を通じた体験により、
それぞれの最も幸福な人生を実現する世界を創り出
したい。

＊中国の古典「中庸」の一節をSantenが独自に解釈したもので、
社名「参天」の由来でもあります。

基本理念

WORLD
VISION

Happiness with Vision

＊IFRSベースから一部の収益・費用（製品に係る無形資産償却費、その他の収益、その他の費用、金融収益、金融費用）を控除した、コアベース（経常的な業績を示す）による数値です。

連結財務ハイライト

代表取締役社長兼CEO
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1,189億5百万円（対前期0.1%の増収）、本業での
実力を示すコア営業利益は256億9千万円（同0.2%
の増益）となりました。なお、IFRS(フル)ベースで
の当期利益は136億9千8百万円（同4.3%の増益）
となりました。
　当社では2021年度以降の成長を見据え、全ての
方々の健康な目を追求すべく、眼科医療のイノベー
ションに取り組んでいます。新しい技術分野への取
り組みとしては、網膜色素変性症に対する細胞治
療プログラム「jCell」、後天性眼瞼下垂に対する治
療薬RVL-1201を導入しました（8頁ご参照）。また、
基盤事業の強化に向けた取り組みとして、緑内障開
発品（Rhopressa、Rocklatan）の日本・アジアで
の開発・販売権の獲得や、医療用医薬品「ヒアレイ
ン点眼液0.1%」の日本における初のスイッチOTC
医薬品として「ヒアレインS」の販売も開始してい
ます。

2020年度第2四半期の業績
　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。また、新型コロナウイルス
感染症に罹患されている方々や困難な状況におられ
る方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、医療
従事者の皆さまをはじめ社会を支えて下さっている
方々に深く敬意を表し感謝申し上げます。
　本年は、2020年までの長期的な経営ビジョンお
よび3カ年の中期経営計画の集大成となる節目の年
です。Santenでは、長期経営ビジョンである「世
界で存在感のあるスペシャリティ・カンパニー」の
実現のため、市場を上回る成長、そして利益率と資
本効率の維持・向上に積極的に取り組んでいます。
　2020年度第2四半期におきましては、新型コロナ
ウイルス感染症の影響を受けたものの、国内重点製
品およびアジア、EMEA（ヨーロッパ、中東および
アフリカ）事業の順調な成長により、売上収益は

上期増収増益を達成
新型コロナウイルス感染症の影響も考慮し通期予想は維持
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株主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症に対する取り組み
　新型コロナウイルスの感染への継続的な対策が必要とされる中、眼
に関する様々な治療選択肢を世界中の患者さんにお届けし続けること
を最優先に取り組んでいます。感染症の拡大防止に向け、オフィス
ワークの社員は原則テレワークでの勤務へ移行、営業職社員において
はオンラインの活用による現場を訪問しない情報収集・提供活動を行
う等、新しいワークスタイルの構築を進めてきました。一方、生産・
物流関連や研究開発の社員は、安全衛生に細心の注意を払いながら業
務を遂行するなど事業継続に取り組んでいます。
　また、Santenならではの取り組みとして、眼科で使われる検査機
器用飛沫防止シールドの配布、テレワークや室内活動の増加に伴う目
の不具合解消に向けたアイケア情報の発信、医療関係者向けオンライ
ンセミナーの提供などを、世界各国で順次展開しています。

アイケア情報は、当社ホームページをご覧ください。
https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/

　一方で、Vision 2020で掲げているグローバル化
の推進については、これまで中国、アジアおよび
EMEA事業の収益化を達成してきましたが、今年は
世界最大の医療用眼科薬市場でもある米国への参入
に向けていくつか進展がありました。米国で医療用
点眼薬の開発・販売を行っているEyevance社を買収、
完全子会社化することで、営業基盤を獲得しました。
また、緑内障手術用デバイスDE-128（PRESERFLO 
MicroShunt）は、市販前承認申請が米国食品医薬
局により受理されており、現在承認に向けた審査が
行われています。承認後は緑内障デバイスのリー
ディングカンパニーであるGlaukos社が代理店とな
り販売する予定です。

配当方針
　Santenでは、株主さまへの利益還元を経営の最
重要事項と位置付け、今後も、安定的・持続的な配
当を実施していく考えです。2020年度においては、
中間配当14円、期末配当14円の計28円、前年度か
ら1円増配を予定しています。
　これからも、基本理念に基づき、世界中の患者さ
んや眼科医から必要とされる製品・サービスの提供
を通じ、眼科に特化した企業として世界中の眼科医
療に貢献し、持続的な成長を目指してまいります。
株主の皆さまには、引き続きご支援賜りますようお
願い申し上げます。

株主の皆さまへ
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開発状況（臨床段階）

＊臨床試験： フェーズ1からフェーズ3までの3段階で実施されます。フェーズ1では、少数の健康な志願者を対象に安全性を確認します。続くフェーズ2では、少数の患者さんを対象に適
切な投与量や投与方法を検討・確認します。最後のフェーズ3では、多数の患者さんを対象に安全性・有効性を検証します。

研究開発情報



長期ビジョンVision2030（仮）を策定

真の顧客ニーズ※1を深く考え
グローバルな競争力・存在感を持つ会社

・真の顧客ニーズ※を深く考え
・競合企業に対する明確な強みをもって
・グローバルな競争力・存在感を持つ会社
 ※ 真の顧客ニーズ ： 患者さん・生活者・医師・医療従事者の未充足ニーズ

人々のQOLに大きな影響を与える眼科領域。世界ではいまだ少なくとも22億人が視力障がいや
失明に至っており、その22億人のうち10億人以上は未治療、もしくは未然に防げたとされています。
このような現状と私たちの基本理念から、実現したい世界の未来を見据えた上で、
 Vision2020での海外事業展開を礎に提供価値の拡幅を目指す、2030年のありたい姿を定めました。

Santen’s VISION : Santenのありたい姿Vision 2020

Santen 2030

Santenは、世界中の技術や組織・人材をつなぎ、
社会にイノベーションをもたらすことで、
「見る」を通じた人々の幸せを実現する。

Become A Social Innovator

眼科医療への
貢献

健康な目の
追求

共生社会の
実現

Ophthalmology Wellness Inclusion

Happiness with Vision

本年は、中期経営計画「MTP2020」の最終年度であると同時に、 
2020年度までの長期ビジョン「Vision 2020」の最終年度でもあります。
これら目標の達成に努めるとともに、2030年のありたい姿の実現を
目指してチャレンジを続けていきます。

Santenの目指す姿

2018-20 中期経営計画
財務目標

「世界で存在感のある
スペシャリティ・カンパニー」の実現

2030 年、そしてその先へ

次頁もご参照ください。次頁もご参照ください。次頁もご参照ください。

戦  略

詳しくは当社ホームページの
リリースをご覧ください。

売上成長率

（年平均成長率）
６％以上 ２１％以上

コア営業利益率

（期間平均）
１１％以上
フルROE

（期間平均）
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眼科のリーディングカンパニーとして、患者さん・眼科医とともに歩んでいます

治療継続率

約90%

約50%

受診回数
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50
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（%） プログラムパッケージ
導入後

プログラムパッケージ
導入前

意外と身近な緑内障！
自覚症状に乏しい一方、
放置すると失明も

早期発見・治療が重要、
多くがコントロール可能

治療が生涯に亘り、
幅広い選択肢が必要

網膜色素変性症に対する
細胞治療プログラム「jCell」

後天性眼瞼下垂に対する治療薬RVL-1201

より良い眼の
状態に向けた
重要性認識向上と
アイケアの推進

視覚障がいの
有無にかかわらず
交じり合い・いきいきと
共生する社会の実現

疾患啓発から治療継続支援までトータルな取り組みで、患者さんのQOL向上と事業成長を実現

社外と連携し世界各地で啓発活動を推進

眼疾患の正しい認知・理解や、疾患の早期発見・治療を
通じて一人でも多くの患者さんのQOL向上につながる
よう、疾患啓発活動を続けています。アジアでは、眼科施
設による緑内障の市民向けレクチャーや無料スクリーニ
ング検査の支援、欧州では、国際緑内障連盟と協働し、メ
ディア向けの情報発信も実施しています。

幅広い製品ラインナップと未充足ニーズに応える研究開発 継続通院をプログラムパッケージでサポート
医療現場のニーズに応える幅広い製品群の提供により、国内医療用眼科薬市場シェアNo1※1を獲得しています。また、
世界初の作用メカニズムを持つ抗緑内障剤や、患者さんの負担軽減につながる手術用デバイスなど、新たな治療オプ
ションに加え、点眼補助具など、未充足ニーズに応えるべく様々な方面から開発に取り組んでいます。

社外と連携した啓発活動を推進
薬局を通じた継続治療への啓発活動、企業・団体・自治体と連携し、「サンテン・オプティなび」※2や病気の見え方シミュレーショ
ンを用いて疾患の早期発見と治療につなげる活動などを行っています。目の健康への注目が社会全体で高まるよう、より一層
活動を充実させていきます。
※2 眼科専門医監修のもと開発した目の健康を簡単にセルフチェックできるウェブサイト

緑内障は自覚症状が少ないため、治療を途中でやめてしまう患者さんが多く、
治療継続率の向上が課題です。当社では、2016年から医療機関に対して独
自の緑内障治療継続プログラムパッケージを提供しています。先行実施した
11施設では、治療継続率が約50%から約90%へと大幅に向上しました。

　米国jCyte社の開発する網膜色素変性症に対する細
胞治療プログラム「jCell」の日本、アジア、欧州での開
発・販売権について独占的ライセンス契約を締結しまし
た。今後、Santenがこれらの地域での開発を行います。
　網膜色素変性症には確立された治療法がありませ
ん。本プログラムは、網膜の細胞を活性化する物質を
分泌する細胞「jCell」を、目に注射するものです。目へ
の注射方法は網膜疾患治療において確立された方法
であり、本治療法は60種類以上あると言われている原
因遺伝子1）の型に関わらず、あらゆる網膜色素変性症
の患者さんに適応できる可能性があります。

　2030年とその先に向けたありたい姿、Santen’s 
VISION実現に向けた戦略として、「眼科医療への貢
献」、「健康な目の追求」、「共生社会の実現」を掲げて
います。
　「眼科医療への貢献」では、充たされていない眼科
医療におけるニーズに応えるべく、基盤事業である
目薬の枠を超え、新たな技術や、疾患治療分野への
取り組みを始めています。

点眼薬の作用緑内障の原因

繊維柱帯からの
房水流出を促進

房水の産生を抑制

圧迫された
視神経に

障害が起きる

眼圧

水晶体

静脈

強膜

シュレム管

硝子体視神経
毛様体

ぶどう膜強膜からの
房水流出を促進

房水の流れ
角膜 繊維柱帯国内中途失明原因

第1位
世界患者数

万人
（2020年）7,600

Jpn J ophthalmol 出典： .63:26-33.2019Ophthalmology 出典： .121:2081-90.2014

ランドセルを背負った女の子と男の子が
横断歩道を渡っています。

●遺伝性網膜疾患
●特徴的な症状：夜盲、視野狭窄、視力低下
●確立された治療法が無い
●4,000人に一人2） 
  （日本では先天盲の第1位3）、
　視覚障がいの第2位4））

網膜色素変性症

正常眼 網膜色素変性症

2 すこし症状が進んだ状態
3 さらに症状が進んだ状態

　米国Osmotica子会社が開発し、米国でUPNEEQの
製品名で承認された成人の後天性眼瞼下垂治療薬
RVL-1201の日本、アジア、EMEAにおける開発、販売
権について独占的ライセンス契約を締結しました。今
後、Santenがこれらの地域での開発を行います。
　眼瞼下垂は、肩こりや頭痛、眼精疲労などにもつなが
ると言われており、生活の質の低下を招く疾患です。一
方で治療は、手術が中心で薬物治療の選択肢はありま
せんでした。RVL-1201は世界で初めて承認された薬
です。米国以外の患者さんにも、新しい治療オプション
を提供し、目のケアに寄与できることを期待しています。

※1 出典：Copyright ⓒ 2020 IQVIA. 無断転載禁止
        　　IQVIA JPM 2019.4-2020.3を基に参天分析

70代では
10人に
1人以上

出典：日本緑内障学会多治見疫学調査報告書, 2012より

年代別の緑内障患者数（国内） 

40代 50代 60代 70代  

2.9
6.3

10.5 11.4％％

％

％2.2％

40歳以上
日本人の
20人に1人

以上
80代

●目を開いた時に上瞼が正常な位置より下がった状態
●主な症状：周辺視野の欠損、肩こり、頭痛、疲れ等
●最も多い原因は加齢
●現在の治療は手術
●50歳以上の約1割5）

後天性眼瞼下垂

正常 眼瞼下垂

1）日眼会誌121:846-861,2016 　2）  368:1795-1809,2006 Lancet  3）日眼会誌121:846-861,2016 　 5）Age Ageing . 1995 Jan;24（1）：21-44）  63:26-33,2019Jpn J Ophthalmol. 

jCell

成長因子
保護因子
成長因子
保護因子
成長因子
保護因子

網膜

眼科医療への
貢献

眼科医療の
イノベーション

眼科医療
エコシステムの
発展加速

眼科医療
への貢献

健康な目の
追求

共生社会の
実現

特集  Santen's VISION実現に向けて

7



眼科のリーディングカンパニーとして、患者さん・眼科医とともに歩んでいます

治療継続率

約90%

約50%

受診回数

100

50

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

（%） プログラムパッケージ
導入後

プログラムパッケージ
導入前

意外と身近な緑内障！
自覚症状に乏しい一方、
放置すると失明も

早期発見・治療が重要、
多くがコントロール可能

治療が生涯に亘り、
幅広い選択肢が必要

網膜色素変性症に対する
細胞治療プログラム「jCell」

後天性眼瞼下垂に対する治療薬RVL-1201

より良い眼の
状態に向けた
重要性認識向上と
アイケアの推進

視覚障がいの
有無にかかわらず
交じり合い・いきいきと
共生する社会の実現

疾患啓発から治療継続支援までトータルな取り組みで、患者さんのQOL向上と事業成長を実現

社外と連携し世界各地で啓発活動を推進

眼疾患の正しい認知・理解や、疾患の早期発見・治療を
通じて一人でも多くの患者さんのQOL向上につながる
よう、疾患啓発活動を続けています。アジアでは、眼科施
設による緑内障の市民向けレクチャーや無料スクリーニ
ング検査の支援、欧州では、国際緑内障連盟と協働し、メ
ディア向けの情報発信も実施しています。

幅広い製品ラインナップと未充足ニーズに応える研究開発 継続通院をプログラムパッケージでサポート
医療現場のニーズに応える幅広い製品群の提供により、国内医療用眼科薬市場シェアNo1※1を獲得しています。また、
世界初の作用メカニズムを持つ抗緑内障剤や、患者さんの負担軽減につながる手術用デバイスなど、新たな治療オプ
ションに加え、点眼補助具など、未充足ニーズに応えるべく様々な方面から開発に取り組んでいます。

社外と連携した啓発活動を推進
薬局を通じた継続治療への啓発活動、企業・団体・自治体と連携し、「サンテン・オプティなび」※2や病気の見え方シミュレーショ
ンを用いて疾患の早期発見と治療につなげる活動などを行っています。目の健康への注目が社会全体で高まるよう、より一層
活動を充実させていきます。
※2 眼科専門医監修のもと開発した目の健康を簡単にセルフチェックできるウェブサイト

緑内障は自覚症状が少ないため、治療を途中でやめてしまう患者さんが多く、
治療継続率の向上が課題です。当社では、2016年から医療機関に対して独
自の緑内障治療継続プログラムパッケージを提供しています。先行実施した
11施設では、治療継続率が約50%から約90%へと大幅に向上しました。

　米国jCyte社の開発する網膜色素変性症に対する細
胞治療プログラム「jCell」の日本、アジア、欧州での開
発・販売権について独占的ライセンス契約を締結しまし
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点眼薬の作用緑内障の原因

繊維柱帯からの
房水流出を促進

房水の産生を抑制

圧迫された
視神経に
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シュレム管

硝子体視神経
毛様体

ぶどう膜強膜からの
房水流出を促進

房水の流れ
角膜 繊維柱帯国内中途失明原因
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眼科のリーディングカンパニーとして、患者さん・眼科医とともに歩んでいます
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ドライアイチェックシート

10秒チェック

少しでも症状が気になりましたら、
まずは眼科専門医に相談しましょう！

※自分がどの程度のドライアイなのかを眼科医に診断してもらい、
　どの治療が最適なのかを判断してもらうことが重要です。

疾患啓発から治療継続支援までトータルな取り組みで、患者さんのQOL向上と事業成長を実現

社外と連携し世界各地で啓発活動を推進

眼疾患の正しい認知・理解や、疾患の早期発見・治療を
通じて一人でも多くの患者さんのQOL向上につながる
よう、疾患啓発活動を続けています。アジアでは、眼科施
設による緑内障の市民向けレクチャーや無料スクリーニ
ング検査の支援、欧州では、国際緑内障連盟と協働し、メ
ディア向けの情報発信も実施しています。

幅広い製品ラインナップと未充足ニーズに応える研究開発 継続通院をプログラムパッケージでサポート
医療現場のニーズに応える幅広い製品群の提供により、国内医療用眼科薬市場シェアNo1※1を獲得しています。また、
世界初の作用メカニズムを持つ抗緑内障剤や、患者さんの負担軽減につながる手術用デバイスなど、新たな治療オプ
ションに加え、点眼補助具など、未充足ニーズに応えるべく様々な方面から開発に取り組んでいます。

社外と連携した啓発活動を推進
薬局を通じた継続治療への啓発活動、企業・団体・自治体と連携し、「サンテン・オプティなび」※2や病気の見え方シミュレーショ
ンを用いて疾患の早期発見と治療につなげる活動などを行っています。目の健康への注目が社会全体で高まるよう、より一層
活動を充実させていきます。
※2 眼科専門医監修のもと開発した目の健康を簡単にセルフチェックできるウェブサイト

下記の症状にチェックを入れてみてください。
軽い症状でも長期間なくならない症状には
チェックを入れてください。

10秒以上目をあけていられない、まばたきの回数が多い
（40回／分以上）場合は、ドライアイの可能性があります。

緑内障は自覚症状が少ないため、治療を途中でやめてしまう患者さんが多く、
治療継続率の向上が課題です。当社では、2016年から医療機関に対して独
自の緑内障治療継続プログラムパッケージを提供しています。先行実施した
11施設では、治療継続率が約50%から約90%へと大幅に向上しました。

ドライアイとは、涙の量が減ったり涙の質が変
わってしまうことで、様々な目の症状が生じたり、
角膜や結膜に障害を伴うことがある病気です。
初期症状はとてもあいまいで、目の乾きを感じた
り、なんとなく目が疲れやすいなど自分で気づき
にくいのが難点です。ドライアイになると目の表
面が乱れるため、物がはっきり見えなくなること
があります。目がゴロゴロする、涙が出る、光をま
ぶしく感じる、目やに、充血など、一見ドライアイと
は関係ないと思われるような症状もあります。

点眼薬の作用緑内障の原因

繊維柱帯からの
房水流出を促進

房水の産生を抑制

圧迫された
視神経に

障害が起きる

眼圧

水晶体

静脈

強膜

シュレム管

硝子体視神経
毛様体

ぶどう膜強膜からの
房水流出を促進

房水の流れ
角膜 繊維柱帯

ランドセルを背負った女の子と男の子が
横断歩道を渡っています。

1 正常な見え方

目が疲れやすい

目が痛い

目やにが出る

目がゴロゴロする

理由もなく涙が出る

物がかすんで見える

目がかゆい

目が重たい感じがする

目が赤くなりやすい

なんとなく目に不快感がある

目が乾いた感じがする

光をまぶしく感じやすい

※1 出典：Copyright ⓒ 2020 IQVIA. 無断転載禁止
        　　IQVIA JPM 2019.4-2020.3を基に参天分析

チェック項目が
5つ以上なら
ドライアイの

可能性があります。

※チェック結果や詳しい説明については、当社ホームページをご覧ください。 
https://www.santen.co.jp/ja/healthcare/eye/library/dryeye/check/

出典：気づいて！涙液トラブル啓発委員会HP
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COVID-19による生活環境の変化
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目が鮮明な像を
結べるよう
黒目の表面を
滑らかに保つ
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乾燥した部屋、空調の風

COVID-19の影響により目を使用する環境が増大している可能性が推察されました
ドライアイの原因は様々ありますが、主にパソコンやテレビ、携帯電話の画面などの長時間使用、空気の乾燥や加齢によるものと考
えられています。生活環境が変化し、目への負担が増加することも考えられるため、ドライアイにならないよう注意が必要です。

もしかするとあなたも？－ドライアイ
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ドライアイの原因は様々ありますが、主にパソコンやテレビ、携帯電話の画面などの長時間使用、空気の乾燥や加齢によるものと考
えられています。生活環境が変化し、目への負担が増加することも考えられるため、ドライアイにならないよう注意が必要です。



社名
本社

創業
設立
資本金
工場
研究所
従業員数

株主メモ

会社概要（2020年9月30日現在）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

事業年度
定時株主総会
基準日

単元株式数
公告方法

証券コード        4536
上場証券取引所  東京証券取引所
株主名簿管理人および特別口座の口座管理機関
　　三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先

4月1日から翌年3月31日まで
6月
定時株主総会 3月31日
期末配当金 3月31日
中間配当金 9月30日
100株

電子公告
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いたします。
公告掲載URL：https://www.santen.co.jp/jp/pn

〒541-8502 
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
TEL：0120-094-777

参天製薬株式会社
〒530-8552
大阪市北区大深町4番20号
1890年
1925年
8,411百万円
能登、滋賀、他
奈良研究開発センター、他
4,191名（連結）

参天製薬株式会社
企画本部IR室
〒530-8552 大阪市北区大深町4番20号
TEL： 06-6321-7000（代表）
Email： ir@santen.com 
URL： https://www.santen.co.jp

ホームページに
最新の情報を掲
載しております。
ぜひご覧ください。

株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買
取・買増請求その他各種お手続につきまして
は、原則、口座を開設されている口座管理機
関（証券会社等）にお問い合わせください。

特別口座に記録された株式に関する各種お手
続につきましては、三菱UFJ信託銀行が口座
管理機関となっておりますので、特別口座の
口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い
合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行の
本支店でもお取次ぎいたします。

未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信
託銀行の本支店でお支払いいたします。

1.

2.

3.

お問い合わせ先

株式に関するお手続等について


