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社会的課題

医療の持続可能性が問われています

世界一の高齢化社会となった日本では、高齢者が健康を長く保ちながらいかに健やかな
生活を送れるかが、大きな社会課題となっています。

そこでサワイは → 飲みやすく、使いやすい錠剤の開発など、患者さんのニーズに応える、付加
価値の高い医薬品の提供に努めています。

高齢化社会でのQOL向上

社会の少子高齢化は医療費の増大も呼び起こしています。日本の優れた「国民皆保険制度」
を維持するためにも、政府からは、ジェネリック医薬品を普及させる目標が出されています。

そこでサワイは → 低価格でかつ信頼性の高いジェネリック医薬品の普及に努めています。

社会保障費の増大

世界には、医療保険制度の違いにより、経済的な理由で十分な医療を受けられない国も多
くあります。そうした国々の患者さんからは、自分たちが利用できるリーズナブルな医薬
品が強く求められています。

そこでサワイは → 国内だけでなく、世界に高品質なジェネリック医薬品を届けるべく、事業のグ
ローバル化を進めています。

医療アクセスの向上

沢井製薬は、2021年4月1日、「サワイグループホールディングス」として持株会社体制

へ移行し、グループの企業理念「なによりも健やかな暮らしのために」を制定しました。

理念には、ジェネリック医薬品事業を中核に、社会とともに持続的に発展するヘルスケア

企業グループとして、ひとりでも多くの人々の健康に貢献していきたいという願いを込め

ています。新体制のもとグループ全社員の力を結集し、すべてのステークホルダーの

皆さまの期待に応えるべく挑戦してまいります。

　本報告書では、国際統合報告評議会（IIRC）の「国際統合報告フレームワーク」を参考に、当社の戦略や業績・将来の見通しと、環境・社会・
ガバナンスなどの非財務情報を統合的に関連付けた、中長期的な当社の企業価値創造に影響を与えうる情報を掲載しています。掲載内容は、
その質や量、リスク、機会、ステークホルダーとの対話などに基づき当社内で優先順位付けし、特に重要性が高いと判断されたものです。 
　本報告書は、代表取締役社長を委員長とするグループサステナビリティ委員会および事務局の補佐により作成されています。 

報告期間：2020年4月1日から2021年3月31日（一部、対象期間外の情報も掲載しています） 
報告範囲：サワイグループホールディングス株式会社および連結子会社 
使用する略称：本報告書では、「ジェネリック医薬品」を「GE医薬品」「GE」と省略することがあります。 

編集方針

見通しに関する注意事項：本報告書は、当社の計画、予測、戦略、業績などに関する将来の見通しを含んでいます。この見通しは、本報告書作成時点で入手可能な情報に基づき判断したも
のです。実際の業績は様々なリスクや不確実性の影響を受けることから、これらの見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。 
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生み出す価値

人々の健やかな暮らしを
支えるサワイの価値創造能力

価値創造ストーリー  ｜  生み出す価値

研究開発
世界中から良質なものだけを厳選した「原薬選び」や、患者さんの飲み
やすさや医療関係者の皆さまの扱いやすさを追求した「製剤化の工夫」
などによって、新薬同等の効き目を持ちながら付加価値の高い医薬品の
一番手上市をミッションに、日々研究を積み重ねています。

医療財政への貢献

医療費節減額研究開発費

81億円 46億円

的確な情報提供
製品に関して的確な情報を迅速にお届けすることも、私たちの重要な品質の
１つです。約380名のMR（医薬情報担当者） と、24時間365日対応のお問い合
わせ窓口「医薬品情報センター」、Webサイトという3つの窓口を通じて、患者
さんと医療関係者の皆さまに情報を提供しています。

高品質・高付加価値かつ先発医薬品に比べて低価格な
ジェネリック医薬品の製造･販売を通じて、少子高齢化
や医療の高度化に伴う医療費の増大という社会的課題
の解決に貢献しています。2020年度は、薬価ベースで
約3,176億円の医療費節減に寄与しました。

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ

約380名

1年間のお問い合わせ対応数

MR数

約48,600件

保有特許数

37件 約3,176億円

安定供給の確保
多品種少量生産が求められるジェネリック医薬品を、
高品質かつ安定的にお届けするため、最新設備を備えた
業界トップクラスの生産体制を構築。医薬品販売数量
は、国内総販売数量の約8%を占める約133億錠に達し、
わが国の医療に不可欠なインフラとなっています。

※ 日本での品目換算に準じて算出

生産能力

約155億錠 約36億錠

約800品目

約120品目※

販売品目数

原薬や添加剤の選定から、製造過程、販売後に至るすべての工程に
おいて、国の基準を上回る基準を設けて、品質管理を徹底しています。
妥協することなく品質向上に取り組み、皆さまに安心してお使いいただ
ける、より良いジェネリック医薬品の提供を目指しています。

11年連続1位
薬剤師が
好感を持つ後発品企業の支持率※

※ 日経ドラッグインフォメーション調べ

約40名

約1,700件

沢井製薬 沢井製薬 沢井製薬Upsher-Smith

Upsher-Smith

Upsher-Smith

沢井製薬 沢井製薬 沢井製薬

沢井製薬

Upsher-Smith Upsher-Smith Upsher-Smith

Upsher-Smith

徹底した品質管理

384名 64名

品質管理部門のスタッフ数

124回 50回

自社で実施したGMP監査数

沢井製薬

沢井製薬

沢井製薬

3 4サワイグループホールディングス 統合報告書 2021 サワイグループホールディングス 統合報告書 2021



事業環境の変化に柔軟・迅速に対応し、
業務執行を機動的に推進するために

持株会社化の狙い

当社は、2021年4月1日にサワイグループホールディングス株式会社を設立して持株会社体制

に移行し、沢井製薬および子会社3社を、持株会社の完全子会社として再編しました。

これに伴い、持株会社の代表取締役会長グループ最高経営責任者（CEO）に私、澤井光郎、

代表取締役副会長グループブランド担当役員（CBO）に澤井健造、代表取締役社長グループ最高

執行責任者（COO）兼同管理統括役員（CAO）に末吉一彦がそれぞれ就任いたしました。

持株会社体制へ移行するに至ったのは、ジェネリック医薬品業界を取り巻く環境が厳しくなって

いるという現状認識からです。少子高齢化に伴う医療費の増大に対し、国はジェネリック医薬品

への置き換えを進め、薬剤費を抑制してきました。おかげで市場は大きく成長しましたが、国の

目標である数量シェア80％以上が視野に入り、今後はシェアの奪い合いによる競争の激化が予想

されます。また、ジェネリック医薬品も新薬同等の厳しい規制強化への動きがあります。

このような環境変化のもとで、成長・発展していくには変化を予測して先手を打たなければなり

ません。当社が環境変化に柔軟・迅速に対応し、チャンスとして活かしていくためには、持株会社

体制が最適だと判断いたしました。

持株会社化の目的は大きく3つあります。1つ目は、中核であるジェネリック医薬品事業のさら

なる強化です。持株会社による柔軟かつ迅速な意思決定によって、国内外のノウハウを持つ企業

と積極的かつ戦略的な提携を進めていきます。

2つ目は、ガバナンスの強化です。人の命に直結する医薬品を提供する企業として、コンプラ

イアンスを含むガバナンスは品質に関わる重要なテーマです。経営・監督と業務執行を分離し、

ガバナンスをこれまで以上に強化することで、業務執行の迅速化・効率化につなげていきます。

3つ目は、株主さま、サワイの社員双方にとって心躍るような新規事業に取り組んでいくため

です。国は未病、予防、データヘルスといった領域にアプローチし、健康長寿社会の実現を目指

しています。当社が今後も成長していくには、時代が要請するこれらの領域でも事業を育てていく

必要があります。持株会社化は、そのための体制づくりです。

事業を多角化するなかで違った視点を持つ社員が出てくれば、競争意識が芽生え、次世代の

経営人材の育成につながっていくことも期待しています。

しかしながら、社会インフラであり、国の財政上も欠かせないジェネリック医薬品事業が、

グループの中核事業であることは変わりません。環境が厳しいからこそ、当社のブランド、信頼に

対する期待は大きく、今後も成長していくと考えています。

さらに、持株会社化にあたり、しっかり向き合っていきたいテーマがサステナビリティです。当社は、

医療費の増大という社会課題に対して、高品質、高付加価値かつ先発品に比べて低価格なジェネ

リック医薬品を他に先駆けて上市し、安定的に供給しています。つまり、事業自体が社会貢献と

いう会社です。改めてこのことをグループ全体で意識するため、グループサステナビリティ委員会

を設けました。当社らしい方法で、持続可能でより良い社会を目指すために国連が定めたSDGs

価値創造ストーリー  ｜  会長メッセージ

新たな経営体制のもと
持続的に発展する
ヘルスケア企業グループを目指します

代表取締役会長
グループ最高経営責任者
（グループCEO）

澤井 光郎

（持続可能な開発目標）の実現に貢献していくことが、我々の理念である「健やかな暮らし」の

実現につながっていくと考えています。

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ
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当社は、2021年4月1日にサワイグループホールディングス株式会社を設立して持株会社体制

に移行し、沢井製薬および子会社3社を、持株会社の完全子会社として再編しました。

これに伴い、持株会社の代表取締役会長グループ最高経営責任者（CEO）に私、澤井光郎、

代表取締役副会長グループブランド担当役員（CBO）に澤井健造、代表取締役社長グループ最高

執行責任者（COO）兼同管理統括役員（CAO）に末吉一彦がそれぞれ就任いたしました。

持株会社体制へ移行するに至ったのは、ジェネリック医薬品業界を取り巻く環境が厳しくなって

いるという現状認識からです。少子高齢化に伴う医療費の増大に対し、国はジェネリック医薬品

への置き換えを進め、薬剤費を抑制してきました。おかげで市場は大きく成長しましたが、国の

目標である数量シェア80％以上が視野に入り、今後はシェアの奪い合いによる競争の激化が予想

されます。また、ジェネリック医薬品も新薬同等の厳しい規制強化への動きがあります。

このような環境変化のもとで、成長・発展していくには変化を予測して先手を打たなければなり

ません。当社が環境変化に柔軟・迅速に対応し、チャンスとして活かしていくためには、持株会社

体制が最適だと判断いたしました。

持株会社化の目的は大きく3つあります。1つ目は、中核であるジェネリック医薬品事業のさら

なる強化です。持株会社による柔軟かつ迅速な意思決定によって、国内外のノウハウを持つ企業

と積極的かつ戦略的な提携を進めていきます。

2つ目は、ガバナンスの強化です。人の命に直結する医薬品を提供する企業として、コンプラ

イアンスを含むガバナンスは品質に関わる重要なテーマです。経営・監督と業務執行を分離し、

ガバナンスをこれまで以上に強化することで、業務執行の迅速化・効率化につなげていきます。

3つ目は、株主さま、サワイの社員双方にとって心躍るような新規事業に取り組んでいくため

です。国は未病、予防、データヘルスといった領域にアプローチし、健康長寿社会の実現を目指

しています。当社が今後も成長していくには、時代が要請するこれらの領域でも事業を育てていく

必要があります。持株会社化は、そのための体制づくりです。

事業を多角化するなかで違った視点を持つ社員が出てくれば、競争意識が芽生え、次世代の

経営人材の育成につながっていくことも期待しています。

しかしながら、社会インフラであり、国の財政上も欠かせないジェネリック医薬品事業が、

グループの中核事業であることは変わりません。環境が厳しいからこそ、当社のブランド、信頼に

対する期待は大きく、今後も成長していくと考えています。

さらに、持株会社化にあたり、しっかり向き合っていきたいテーマがサステナビリティです。当社は、

医療費の増大という社会課題に対して、高品質、高付加価値かつ先発品に比べて低価格なジェネ

リック医薬品を他に先駆けて上市し、安定的に供給しています。つまり、事業自体が社会貢献と

いう会社です。改めてこのことをグループ全体で意識するため、グループサステナビリティ委員会

を設けました。当社らしい方法で、持続可能でより良い社会を目指すために国連が定めたSDGs

価値創造ストーリー  ｜  会長メッセージ

代表取締役会長
グループ最高経営責任者（グループCEO）

代表取締役会長
グループ最高経営責任者（グループCEO）

澤井 光郎

代表取締役社長
グループ最高執行責任者（グループCOO）兼
グループ管理統括役員（グループCAO）

末吉 一彦

代表取締役副会長
グループブランド担当役員（グループCBO）

澤井 健造

役割分担を明確にして執行を進め、ガバナンスを強化

新しい経営体制について

経営陣の役割分担ですが、私がグループ全体の統括を担い、国内のジェネリック医薬品事業

は澤井健造副会長が沢井製薬の社長として、海外および新規事業は持株会社の末吉社長がそれ

ぞれ執行責任を果たします。

メーカーとして重要な研究開発に精通している澤井健造副会長には、沢井製薬の成長・発展を

しっかり担ってもらいます。戦略企画で培ったマーケティングの知見や、当社のどこをM＆Aで補充

すれば大きな成長につながるかという視点も活かしてほしいと期待しています。

末吉社長は銀行時代に企業の再編・再建や新規事業の立ち上げで多くの経験を積んできました。

沢井製薬では、3年連続で薬価が改定される厳しい環境の中で、コストダウンの旗振り役として

大きな実績をあげています。2人の実績をもとに、テーマごとに役割分担を明確にして執行を

進めていきます。

持株会社のトップである私の1つの大きな役割としては、グループ各企業の現場に足を運んで

経営状況やガバナンスをしっかり監督し、グループガバナンスを強化していくことだと考えています。

2021年6月にガバナンスコード（企業統治指針）が変わり、社外取締役による監督機能がさらに

強化されました。当社では、業務に直結する知見をお持ちの弁護士と医師の2名に社外取締役に

就いていただいています。取締役会では、コンプライアンスや医療現場でのニーズなどに関し、

お2人から貴重なご意見をいただき、ガバナンスの強化に活かしています。

（持続可能な開発目標）の実現に貢献していくことが、我々の理念である「健やかな暮らし」の

実現につながっていくと考えています。

企業理念の「願い」を共有し、人々の健康に貢献

これからのサワイグループ

沢井製薬の企業理念には、「使命」「挑戦」に続く3番目に、「お役に立ちたいという心を持ち、

なくてはならない存在になる」という「願い」があります。社員に問うと、この「願い」をすらすらと

暗唱します。

それほど浸透している「心」、すなわち「お互いの、そして、お客様の役に立ち、なくてはならない

存在になりたい」という願いを共有し、今後もジェネリック医薬品事業を中核に、社会とともに

持続的に発展するヘルスケア企業グループとして、ひとりでも多くの人々の健康に貢献できるよう

努めてまいります。

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ
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価値創造ストーリー  ｜  価値創造の歴史

非財務資本構築の歴史

ジェネリック医薬品を
めぐる市場動向

「なによりも患者さんのために」を超えて
すべての人の「健やかな暮らし」へ

先発医薬品メーカーを凌ぐ
先進的な設備を誇る
九州工場が竣工

医薬品の製造・品質管理の国
際的な基準であるGMP規格
に準拠した先進的な工場とし
て、福岡県飯塚市に九州工場
を建設しました。高品質なサワ
イ製品の安定供給を支えると
ともに、沢井製薬のブランドイ
メージ形成にも貢献しました。

1981

数量シェア実績

数量シェアの
政府目標

大阪市淀川区に
新社屋を竣工し
本社・研究所を集約・移転

大阪市淀川区に新社屋を建設
し、創業の地である大阪市旭
区から本社を移転しました。
散在していた研究所も集約し、
より効率的に研究開発を推進
できる体制を整えました。

2006

企業理念および
行動基準を制定

従前よりモットーとして掲げ
ていた「なによりも患者さんの
ために」を核に、全社員参加の
ももと、「使命」「挑戦」「願い」
の3項目からなる企業理念を
制定しました。また、企業理念
を実行するための指針として、
「行動基準」を定めました。

2007

病院に向けた
情報提供体制を整備

DPC（包括医療費支払い制度）
を導入している病院への営業
拠点として、全国の7支店に
「病院課」を新設しました。また、
岡山・熊本に営業所を開設し、
併せて営業体制の強化を図り
ました。

2007

中期経営計画
「M1 TRUST」を発表

「シェア拡大」「経営体質のさら
なる強化」「ゆるぎないサワイ
ブランドの構築」を基本方針
として、5年以内の連結売上高
1,000億円達成を掲げた計画
を公表しました。基本方針は、
その後の中期経営計画にも引
き継がれました。

2009

関東工場・三田西工場を
建設し、生産能力を増強

2013年3月に関東工場（千葉
県茂原市）の敷地内に新製剤
工場を、2017年1月には三田
工場の近隣に包装工程専門
の三田西工場（兵庫県三田市）
を建設。生産能力と災害対応
を含むリスクマネジメントの
強化を図りました。

2013・2017
大阪府吹田市に
「開発センター」を新設

新製品の開発はもちろん、製品
の工業化や安定供給、発売済
み製品の改良等の機能を担う
拠点として、大阪市旭区に
あった製剤技術センターと、
研究所の一部機能を集約した、
「開発センター」を本社近くの
大阪府吹田市に新設しました。

2015

『ミノドロン酸錠50mg
「サワイ」』の包装パッケージ
が国内外で賞を受賞

骨粗鬆症治療剤『ミノドロン酸
錠50mg「サワイ」』の患者さん
にやさしい包装パッケージが、
世界包装機構（WPO）が主催
する「World Star Packaging 
Awards」をはじめ、国内外で
賞を受賞するなど、高い評価
を受けました。

2018

一般用医薬品メーカーから
医療用医薬品メーカーへ
シフト

1965

大阪市旭区に沢井製薬の前身、
澤井薬局を創業

1929

創業当初の主力品である目薬

大阪市旭区に澤井製薬株式会社を設立
1948

本社と工場。「ヨロンP」は当時の
主力品。（製剤特許を取得した天
然型活性ビタミン剤）

東京証券取引所市場 第一部上場
2003年3月
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1,872
2020年度売上収益

億円

左から：澤井光郎（現 会長）
Rusty Field, President & CEO（Upsher-Smith)

Upsher-Smith Laboratories,LLC社を買収し、
米国市場へ本格進出

2017

M1 TRUST 2021 START 2024M1 TRUST 2018M1 TRUST 2015M1 TRUST

化研生薬株式会社を
子会社化

2006

サワイグループ
ホールディングスを設立

2021

メディサ新薬
株式会社を
完全子会社化

2010

2012年度までに30%以上

34.9% 35.8% 39.9% 46.9% 56.2% 65.8% 72.6%

2018年3月末までに60%以上 2020年9月までに80%以上
2017年央に70%以上、2020年度末までのなるべく早い時期に80%以上

（年度）

知的資本 知的資本 知的資本製造資本 製造資本社会・関係資本 社会・関係資本人的資本
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R&I信用格付

A-
生産能力

MR

薬剤師
資格保有者数

保有特許
ジェネリック
医薬品業界

年155億錠
382名

256名
37件 No.1の

ブランド力

知的資本

強みを支える資本

価値創造ストーリー  ｜  価値創造モデル

売上収益 1,872億円

コア営業利益 340億円

１株当たり配当金｠ 130円

販売錠数 133億錠

新製品上市品目数 44品目
お問い合わせ
対応件数 48,600件

新規事業への投資枠
（2021年度～2023年度）

300億円

安価で安全な
医薬品へのニーズ

QOLへの関心の
高まり

医療アクセスの
格差

すべてのプロセスで、
ひとつ上の品質を追求しています

国民医療費の増大
国民医療費 

43.6兆円

日本の人口に占める
65歳以上の割合 

超高齢社会

28.7％

価値創造活動の成果 （2020年度）

社会的課題

なによりも
健やかな暮らしの
ために

ジェネリック医薬品の
数量シェア

患者さんの医療費負担の軽減

78.3%

男性＋2.74歳｠ 女性 ＋2.14歳
健康寿命の伸び（2001 年～2016年）

※ 内閣府「平成30年版高齢社会白書」による

医療アクセス・QOLの向上

3,176億円
医療費節減額

持続可能な医療保険制度

提供する価値

研究開発 調達
サワイの強み サワイの強み

サワイの強み

サワイの強み

生産・
信頼性保証営業・

マーケティング

● 先発品の特許に関する
調査分析力

● 原薬の性質や製剤技術
に精通した人材による
製剤技術力

● 品質と安全性を
第一にした原材料の
選定・調達

●  原薬の複数ソース化
による安定供給体制

● 徹底した品質管理
● 全国に展開する自社生
産工場と社外協力会社

●多品種少量生産に
対応する製造ノウハウ

● 卸・販売会社との
強固な連携

●  的確な情報提供
●  豊富な製品ラインナップ

研究開発 調達

営業・
マーケティング

生産・
信頼性保証

価値創造活動

価値創造活動と
サワイの強み

当社グループは近年、ジェネリック医薬品の需要拡大を見据えた生産設備や人員等の先行投資が功を奏し、

急速な成長を遂げてきました。2020年度も、新型コロナウイルス感染拡大による受診抑制等の影響を受けつつも、

過去最高の売上収益を達成しました。

中期経営計画「START 2024」では、

当社が開拓すべき成長分野として、

①希少疾患新薬開発事業、②デジ

タル・医療機器事業、③健康食品事業

の3つを想定。3年間の投資枠として

300億円を設定しています。

ROE 5.8%

製造資本財務資本 社会・関係資本人的資本
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価値創造ストーリー  ｜  財務非財務ハイライト

売上収益/コア営業利益
親会社の所有者に帰属する当期利益/
親会社所有者帰属持分当期利益率

当社グループは近年、ジェネリック医薬品の需要拡大を見据えた
生産設備や人員等の先行投資が功を奏し、急速な成長を達成して
きました。2020年度も、新型コロナウイルス感染拡大による受診
抑制等の影響を受けつつも、過去最高の売上収益を達成しました。

日本事業、米国事業とも厳しい環境のもと、原材料等の経費削減
に積極的に取り組み利益確保に努めました。2020年度は、米国
事業で2019年に取得したTosymra™の製造販売承認権を減損
したこと等により減益となりました。

財務 非財務

（年度）2011 2012 2013
日本基準 IFRS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

105,454

89,824
80,503

67,603

132,428
123,492

168,068

184,341182,537
187,219

コア営業利益売上収益

187,219百万円 34,043百万円
生産能力

当社グループは、2017年度より連結財務諸表の作成において国際会計基準（IFRS）を適用しています。 集計範囲：沢井製薬株式会社

注） 2011-2016 年度は日本基準に基づいた売上高の数値を記載しています。 注） 2011-2016 年度は日本基準に基づいた親会社株主に帰属する当期純利益、
自己資本利益率の数値を記載しています。

（年度）2011 2012 2013
日本基準 IFRS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,053

12,19312,022

9,026

16.5
20.1

15.0
13.2 14.4

12.1

8.7 10.2

9.4

5.8

15,914
17,156

14,017

19,376 19,279

12,340

親会社所有者帰属持分当期利益率親会社の所有者に帰属する当期利益 

12,340百万円 5.8%

（年度）

日本基準 IFRS 日本基準 IFRS

研究開発費

配当性向 １株当たり配当額

１株当たり配当額/配当性向 

将来の成長に向け、他社との差別化となる新製品を一番手上市
するために積極的に研究開発投資を実行しました。2020年度は、
前期比7.7%増の13,883百万円となりました。

成長投資とのバランスに配慮するとともに毎期の連結業績、配当
性向、その他の株主還元策等を総合的に勘案しながら、配当性向
30％を目途に安定的かつ継続的な配当を行っています。2020
年度は、1株当たり年間130円を株主の皆さまに還元しました。

研究開発費

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,110
5,170

4,5514,317

10,208

8,019

14,533

16,671

13,487 13,883

13,883百万円

（年度）2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

105
95

85

70

24.5
22.0

26.0 27.5 25.8
30.1

36.1

30.5 29.5

46.1

130
120

130
135

130 130

130円 46.1%

保有特許件数

医療費節減額

医療費節減額

有効成分の苦みを軽減する特許、水無しで服用できるOD錠の
特許等、様々な特許を保有しています。最近は、特定の有効成分に
紐付かないサワイ独自の製剤技術についての特許出願が増えて
います。

当社グループの最大の社会貢献は、ジェネリック医薬品の提供に
よる医療費負担の軽減を通じた医療保険制度の持続性向上です。
約3,000億円の医療費節減効果に貢献しています。

保有特許件数

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

23
26

31

36 37

37件

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

2,534
2,746 2,734

2,967
3,176

3,176億円

沢井製薬が実施したGMP監査数

販売数量

販売数量/生産能力

沢井製薬では監査専門チームを結成し、年間100回以上のGMP
監査を実施しています。前回の監査結果に基づき次回の実施年
を設定するため、年度毎の監査数が一定の範囲で変動します。
2020年度はコロナ禍の影響により監査数が一時的に減りましたが、
今後リモート監査や第三者監査（委託）を推進していく予定です。

当社グループが高品質のジェネリック医薬品を数多く供給できる
背景には、業界トップクラスの生産能力があります。自社製造比率
も高いため、需給に応じた生産調整も可能です。

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

164

100
110

133
124

沢井製薬が実施したGMP監査数

124回

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

102

150

106

155

119

155

124

155

133

155

133億錠 155億錠

31,118
37,738 34,391 34,043

注） 2013年10月1日に普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行ったため、
2011～2013年度については、これを考慮し再計算した数値を掲載しています。
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