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抗 HIV 薬６品の日本国内における独占的開発・商業化権 

及び独占的販売権に関する契約の終了について 

 

 

日本たばこ産業株式会社（以下「JT」）は、本日、Gilead Sciences Inc.（以下「Gilead

社」）と、JT が日本国内での独占的開発・商業化権を保有する抗 HIV 薬６品（以下「当該医

薬品」）のライセンスを解消する契約を締結しました。あわせて、鳥居薬品株式会社（以下

「鳥居薬品」）とも、当該医薬品の日本国内における独占的販売権に関するライセンスを解

消する契約を締結しましたので、お知らせします。 

 

１． ライセンス解消の理由 

2018 年８月 27 日付にて公表1した内容に基づき、Gilead 社及び鳥居薬品との協議を重ね

た結果、Gilead 社及び鳥居薬品との間で締結したライセンス契約（以下あわせて「原契約」）

を終了することで合意しました。 

 

２． 原契約終了の内容 

今後、所要の手続きを経て、2019 年初頭に原契約を終了させ、その後、2019 年内を目途

に、JTから Gilead 社の日本法人であるギリアド・サイエンシズ株式会社（以下、Gilead K.K.）

への当該医薬品の日本国内における製造販売承認の承継を予定しています。 

原契約終了から Gilead K.K.への製造販売承認の承継が完了するまでの間は、経過措置的

な取引条件の下、JT は Gilead 社から当該医薬品を購入し、鳥居薬品は当該医薬品の日本国

内における販売元として流通を担う予定です。また、Gilead K.K.が情報提供元として医療

機関に対する全ての情報提供活動を実施する予定です。 

なお、JT において今後の国内での当該医薬品の販売の見通しについて検討し、Gilead 社

及び鳥居薬品と協議した結果、JTはライセンス解消に伴いGilead社から559百万米ドル（約

631 億円2）を受領し、鳥居薬品に 432 億円を支払うこととなります。 

 

                                                  
1  https://www.jti.co.jp/investors/library/press_releases/2018/pdf/20180827_J02.pdf 
2 本リリースにおける米ドルの円換算レートは以下のとおりです。 

1 米ドル＝112.82 円（2018 年 10 月平均 TTM レート） 



３. 原契約終了の相手先の概要 

<Gilead 社概要> 

(1) 名称 Gilead Sciences, Inc. 

(2) 所在地 
333 Lakeside Drive 

Foster City, California 94404 USA 

(3) 代表者の役職・氏名 John F. Milligan (President and Chief Executive 

Officer) 

(4) 事業内容 主に抗 HIV 薬、C型慢性肝炎治療薬、B型慢性肝炎治療薬

などの感染症領域の研究開発・製造・販売 

(5) 資本金 1.3 百万米ドル（1.5 億円） 

(6) 設立年月日 1987 年６月 22 日 

(7) 当該会社との関係 

資本関係 無し 

人的関係 無し 

取引関係 抗 HIV 薬にかかるライセンス（導入/導出）、

および中間製品の仕入れ 

(8) 当該会社の経営成績及び財政状態（2017 年） 

資本合計 20,501 百万米ドル    （23,129 億円） 

資産合計 70,283 百万米ドル    （79,293 億円） 

１株当たり純資産 15.63 米ドル       （1,763 円） 

売上高 26,107 百万米ドル  （29,454 億円） 

営業利益 14,124 百万米ドル     （15,935 億円） 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
4,628 百万米ドル    （5,221 億円） 

１株当たり当期純利益 3.54 米ドル   （399 円） 

１株当たり配当額 2.08 米ドル   （235 円） 

（注）Gilead 社概要の円換算レートは以下のとおりです。 

１米ドル＝112.82 円（ 2018 年 10 月平均 TTM レート） 

 

 

<鳥居薬品概要> 

(1) 名称 鳥居薬品株式会社 

(2) 所在地 
東京都中央区日本橋本町３－４－１ 

トリイ日本橋ビル 

(3) 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 髙木 正一郎 

(4) 事業内容 医薬品の製造・販売 

(5) 資本金 5,190 百万円 

(6) 設立年月日 1921 年 11 月１日 



(7) 大株主及び持株比率 

（2018 年６月 30 日現在） 

日本たばこ産業株式会社 53.46％ 

立花証券株式会社 4.62％ 

イーシーエム エムエフ 3.46％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
1.92％ 

ステート ストリート バンク アンド  

トラスト カンパニー 505223 
1.68％ 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（信託口） 
1.31％ 

株式会社三井住友銀行 1.18％ 

鳥居薬品従業員持株会 1.12％ 

ステート ストリート バンク アンド  

トラスト カンパニー 505103 
0.87％ 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口 5） 
0.83％ 

(8) 当該会社との関係 
資本関係 

鳥居薬品の発行済み株式の 53.5％（議決権

所有割合 54.9％）を当社が保有 

人的関係 従業員 88 名を当社から派遣 

取引関係 医薬品の販売委託、及び資金の貸借等 

関連当事者

への該当 
当社の連結子会社であり、関連当事者に該当 

(9) 当該会社の経営成績及び財政状態（2017 年） 

資本合計 87,119 百万円 

資産合計 104,741 百万円 

１株当たり純資産 3,105 円 68 銭 

売上高 64,135 百万円 

営業利益 6,281 百万円 

経常利益 6,403 百万円 

親会社株主に帰属する 

当期純利益 
4,718 百万円 

１株当たり当期純利益 168 円 22 銭 

１株当たり配当額 48 円 

 

  



４. 日程 

(1) 取締役会決議日 2018 年 11 月 26 日 

(2) 原契約の終了に係る契約

の締結日 
2018 年 11 月 29 日 

(3) 原契約終了日 2019 年初頭予定 

(4) 製造販売承認承継日 2019 年中予定 

 

 

５． 今後の見通し 

ライセンス解消に伴う収益認識は 2019 年中を予定しており、2018 年 12 月期当社連結業

績に与える影響はありません。 

 

 

 

以 上 


