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16 年度の見通しは依然明るい
� 革新薬ならびにブランド薬ついては、

27%

� 安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

� 純利益の
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年度の見通しは依然明るい
革新薬ならびにブランド薬ついては、

27%を見込む

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

純利益の 2 年間の年平均成長率は
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＜日本証券業協会自主規制規則「アナリスト・レポートの取扱い等に関する規則（平
本レポートの作成者であるアナリストと対象会社との間に重大な利益相反関係はありません。
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年度の見通しは依然明るい
革新薬ならびにブランド薬ついては、

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

年間の年平均成長率は
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� 最新情報
当社は、

� 当社の見方
�

�

�

� バリュエーション
�

� 投資リスク
�

年度の見通しは依然明るい 
革新薬ならびにブランド薬ついては、EBIT の 2 年間の年平均成長率は

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

年間の年平均成長率は 22%を見込む
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企業レポート 

最新情報 
当社は、CSPC

当社の見方 
� 革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）については、

2 年 間の 年平 均 成 長率は

Oulaining/ Xuanning
増/22%増/26%
とから、同薬品が今後

きると考えている。

理由に伸び率予想を若干引下げ、

込まれることや

く。革新薬ならびにブラン

いては、17
療薬に牽引されて

加分の 89%
� 安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

般ジェネリック薬の売上高が

持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

抗生物質の好転が続き、ビタミン

見込みである。

� 修正後のモデ

当社は 15
3.5%引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

EBIT については、

政府助成金ならびにビタミン

果は幾分相殺された。当社の修正後のモデルにおける

年間の純利益の年平均成長率予想は

バリュエーション
� 当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が

を上回り、業績達成が見通せる

アムで取引されると考えている。基本

革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）

らびにカフェインに適用すべきＰＥＲを

在の株価は割安感がある。

投資リスク 
� (i) 還付制度の変更や還付費用管理の厳格化、

る下げ圧力、

 

年間の年平均成長率は

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬 

を見込む 
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CSPC の収益予想を更新した。

 
革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）については、

年 間の 年平 均 成 長率は

Oulaining/ Xuanning
/26%増となった。当社は、

とから、同薬品が今後 30%
きると考えている。 しかし、腫瘍治療薬については入札の進捗の遅れを

理由に伸び率予想を若干引下げ、

込まれることや 医薬費還付の見直しを理由により慎重な見方を据え置

く。革新薬ならびにブラン

17 年度までの

療薬に牽引されて 27.3%
89%を占めると予想している。

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

般ジェネリック薬の売上高が

持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

抗生物質の好転が続き、ビタミン

見込みである。 
修正後のモデルにおける純利益の

15 年度の純利益予想を概ね据え置いたが、

引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

については、15 年度

政府助成金ならびにビタミン

果は幾分相殺された。当社の修正後のモデルにおける

年間の純利益の年平均成長率予想は

バリュエーション 
当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が

を上回り、業績達成が見通せる

アムで取引されると考えている。基本

革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）

らびにカフェインに適用すべきＰＥＲを

在の株価は割安感がある。

 
還付制度の変更や還付費用管理の厳格化、

る下げ圧力、(iii) 医薬品入札の更なる遅れ、

年間の年平均成長率は
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の収益予想を更新した。 

革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）については、

年 間の 年平 均 成 長率は 27% を 見込 む

Oulaining/ Xuanning の 15 年度 1
増となった。当社は、NBP

30%以上の伸びと

しかし、腫瘍治療薬については入札の進捗の遅れを

理由に伸び率予想を若干引下げ、Oulaining
医薬費還付の見直しを理由により慎重な見方を据え置

く。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）部門の

2 年間の年平均成長率が

27.3%になり、同期間のグループ全体の

を占めると予想している。

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

般ジェネリック薬の売上高が 5%増となり、

持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

抗生物質の好転が続き、ビタミン C 事業の営業赤字は徐々に縮小する

ルにおける純利益の 2
年度の純利益予想を概ね据え置いたが、

引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

年度/16 年度の予想を

政府助成金ならびにビタミン C 事業の予想を引下げたことから、増益効

果は幾分相殺された。当社の修正後のモデルにおける

年間の純利益の年平均成長率予想は

当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が

を上回り、業績達成が見通せる CSPC
アムで取引されると考えている。基本EPS
革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）

らびにカフェインに適用すべきＰＥＲを

在の株価は割安感がある。 

還付制度の変更や還付費用管理の厳格化、

医薬品入札の更なる遅れ、
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革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）については、

を 見込 む  主力薬で あ る

1 月～9 月期の部門売上高は

NBP が市場をほぼ独占しているこ

以上の伸びと 50%近い営業利益率を維持で

しかし、腫瘍治療薬については入札の進捗の遅れを

Oulaining については競争圧力が見

医薬費還付の見直しを理由により慎重な見方を据え置

ド薬（ハイエンドジェネリック）部門の

年間の年平均成長率が NBP
になり、同期間のグループ全体の

を占めると予想している。 
安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬

増となり、EBIT マージンが

持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

事業の営業赤字は徐々に縮小する

2 年間の年平均成長率予想は

年度の純利益予想を概ね据え置いたが、

引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

年度の予想を 0.9%/4.3%
事業の予想を引下げたことから、増益効

果は幾分相殺された。当社の修正後のモデルにおける

年間の純利益の年平均成長率予想は 22%である。

当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が

CSPC は今後もバリュエーションがプレミ

アムで取引されると考えている。基本EPSを16年度の予想に切り替え、

革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）/
らびにカフェインに適用すべきＰＥＲを 27.0 倍/13.5

還付制度の変更や還付費用管理の厳格化、 (iii) 
医薬品入札の更なる遅れ、(iv) 汚職捜査。

2016 年
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革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）については、EBIT
主力薬で あ る

月期の部門売上高は

が市場をほぼ独占しているこ

近い営業利益率を維持で

しかし、腫瘍治療薬については入札の進捗の遅れを

については競争圧力が見

医薬費還付の見直しを理由により慎重な見方を据え置

ド薬（ハイエンドジェネリック）部門の EBIT
NBP ならびに腫瘍治

になり、同期間のグループ全体の EBIT

安定的な見通しの医薬品原料ならびに一般ジェネリック薬 当社は、一

マージンが 11.8%
持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

事業の営業赤字は徐々に縮小する

年間の年平均成長率予想は

年度の純利益予想を概ね据え置いたが、16 年度については

引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

0.9%/4.3%引上げたが、

事業の予想を引下げたことから、増益効

果は幾分相殺された。当社の修正後のモデルにおける 17 年度までの

である。 

当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が

は今後もバリュエーションがプレミ

年度の予想に切り替え、

/一般ジェネリック薬な

/13.5 倍と仮定すれば

(iii) 入札価格に対す

汚職捜査。 

1 月 8 日 
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EBITの

主力薬で あ る NBP/ 
月期の部門売上高は 37%

が市場をほぼ独占しているこ

近い営業利益率を維持で

しかし、腫瘍治療薬については入札の進捗の遅れを

については競争圧力が見

医薬費還付の見直しを理由により慎重な見方を据え置

EBIT につ

ならびに腫瘍治

EBIT の増

当社は、一

11.8%を維

持すると予想している。医薬品原料（抗生物質やビタミンＣ）については、

事業の営業赤字は徐々に縮小する

年間の年平均成長率予想は 22% 

年度については

引上げた。革新薬ならびにブランド薬（ハイエンドジェネリック）の

引上げたが、

事業の予想を引下げたことから、増益効

年度までの 2

当社は、マクロ経済が悪化しているにもかかわらず、利益成長率が 20%
は今後もバリュエーションがプレミ

年度の予想に切り替え、

一般ジェネリック薬な

仮定すれば、現

入札価格に対す
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