
グループ企業理念

なによりも健やかな暮らしのために
サワイ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」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。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。

サワイグループマインド

サワイグループは、
真心を込めてあらゆるステークホルダーに対応します

サワイグループは、
より多くの人々のヘルスケアアクセス向上に挑戦し続けます

サワイグループは、
社会に貢献することで、なくてはならない存在になることを願います

より多くの人々が身近にヘルスケアサービスを受けられ、
社会の中で安心して活き活きと暮らせる世界

Sawai Group Vision 2030
創りたい世界像

個々のニーズに応じた、科学的根拠に基づく製品・サービスを
複合的に提供することで、人々の健康に貢献し続ける存在感のある会社

ありたい姿

長期ビジョン

編集方針

　本報告書では、価値報告財団（Value Reporting Foundation）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：2021年4月1日から2022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。
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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ことが、業界として果たせない状況が続いていたのです。当社に「薬が足りない」「困った」という

医療機関や薬局、患者さんの声が数多く寄せられましたが、供給が追いつきませんでした。

　多品種少量生産が求められるジェネリック医薬品企業の工場は、急な増産への対応が難

しいという課題を抱えています。そこで、着目したのが、年間30億錠の生産能力がありながら、

稼働を停止していた小林化工の工場でした。そこには薬の製造に携わってきた優秀な人たちもい

ました。この工場と人財を有効活用することが、供給問題の早期解決に欠かせないと考えていた

ものの、小林化工の品目を抱えたままではしばらく工場の稼働はできない可能性がありました。

そのため、小林化工の品目を一切引き継がず、生産設備のみを引き継ぐ提案をさせていただき

ました。

　生産活動に係る資産及び関連部門人員の譲受は各々2022年3月末と4月初めに完了し、

2023年4月からの出荷を目指して準備を進めています。現状のままでは３～４年は供給不足が

続く見込みでしたが、早期に安定供給が実現できる見通しが見えてきました。トラストファーマ

テック社の社員の約9割は、小林化工の出身者です。同社の引き起こした問題を考えれば、「なに

よりも患者さんのために」という沢井製薬の企業理念と品質を重視するサワイカルチャーを浸透

させていくことは、今後の最重要課題です。会社設立直後には社員にサワイの理念を学んでもらい、

これまでの自分たちの仕事の反省と、これから目指したい姿を話し合い、発表してもらいました。

沢井製薬の工場で実施する研修では品質ポリシーを肌で感じてもらい、いずれは沢井製薬の

社員以上に品質に真摯に取り組んでほしいと期待しています。

　社名には、社会からの「トラスト」、すなわち「信用・信頼」をまずつくることが大切であるという

想いを込めました。「トラストファーマテックと言えば、品質について疑いを持たれない会社だ」と

社員自らに思ってもらえるための社名です。今後、当社グループの1社としてコンプライアンス・

ガバナンス体制の強化と、品質管理体制の徹底を図りながら、生産に向けた準備を丁寧に進めて

まいります。

　冒頭にも申し上げましたように、国内の医薬品業界は毎年の薬価改定の影響により、厳しい

状況に置かれています。とりわけ多品種少量生産のジェネリック医薬品は先発メーカーと比較し

原価率が高いコスト構造です。また、原薬は化学物質であるため、原油価格の上昇や為替の影響

を受けてしまいます。しかしながら、高品質なジェネリック医薬品を安定的に供給し、患者さん

の期待に応えていくことが我々の社会的使命である以上、利益の低い製品であっても製造を止

めるわけにはいきません。

　例えば沢井製薬の場合、一番安い製品の薬価は1錠5円10銭ですが、たとえそうした製品で

あっても、GMP管理を徹底した工場で、国の承認規格よりも厳しい自主基準で管理する原薬や

添加剤を使用し、コストをかけて高品質な製品を製造しています。その一方で低薬価医薬品で

あっても供給を継続できるよう、生産効率アップ等のコスト改善にも取り組んでおります。また堂々

と情報開示できる製品をつくっている自信があるからこそ、品質情報の開示にも力を入れています。

　我々の業界で今、求められているのは、品質についての取り組みを開示することで信頼回復

に努め、価格だけではなく、患者さんに安心してご使用いただけるジェネリック医薬品を選んで

もらえるようにしていくことです。当社グループは、この点において業界をリードしていく責務が

あると思っています。それによって、結果として売上・利益にも結びつくことがあるべき姿です。

　現在、当社では、トラストファーマテック社の設立と第二九州工場の新棟建設によって今後

数年で約60億錠を増産できる体制を整えました。投資できる財務体力があり、技術もブランド

もある当社は、まだまだ成長していけると思っています。今後も生産能力の拡大を進め、ジェネ

リック医薬品特有の多品種少量生産を、いずれは少品種大量生産と組み合わせたビジネスモデル

に変えていきたいと考えています。

　グループの企業理念は「なによりも健やかな暮らしのために」です。沢井製薬は「なによりも

患者さんのために」という企業理念を掲げ、病気に苦しむ患者さんの1日でも早い健康的な生活

の実現に貢献していますが、グループとしては、すべての人に対して病気になる可能性を少し

でも減らし、究極の患者負担の軽減に貢献していきたいという想いを込めたのが、この企業理念

です。

　沢井製薬では、以前から食生活改善の冊子をつくって医療機関などに提供するなど、未病や

病気の予防領域に対する広報活動に取り組んできました。そうした活動に加えて、健康食品や

デジタルを使って実際に病気の予防にも貢献することで、なくてはならない存在を目指していき

ます。今後、事業を展開するに当たっては、会社を設立する可能性もありますが、当社のもとに

医薬品事業と健康食品事業やデジタル事業が並び、それぞれの社名と目指すことが一致する

ようなグループにしていきたいと考えています。会社によって重点を置くお客様は違っても、

すべての人の健やかな暮らしのために貢献し、社会とともに持続的に発展していけるヘルスケア

企業グループを目指し続けてまいります。グループ経営体制をさらに進化させ
社会とともに発展する
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

グループ経営の推進によって、役割と責任が明確になりました

持株会社化1年目を振り返って

　2021年4月1日、サワイグループホールディングス株式会社を設立し、現在の持株会社体制
に移行してから約1年が経過しました。一方で、国内の医薬品企業を取り巻く環境は、薬価改定

による競争の激化や規制強化などによってますます厳しくなっています。

　このような環境のもと、当社グループが持続的な成長を続けるためには、既存のジェネリック

医薬品事業をいっそう強化するとともに、健康寿命の延伸など時代の要請に沿った新たな事業

の育成が不可欠と判断し、環境の変化に最も適切に対応できると選択したのが、持株会社体制

でした。

　目的のひとつであったグループの経営・監督と業務執行の分離については、持株会社制への

移行によって、取締役会は監督を一層強化し、執行部門は迅速かつ責任ある業務執行をすると

いう役割分担が明確になりました。経営陣についても、当社の副会長で沢井製薬株式会社の社長

である澤井健造社長が中核の国内ジェネリック医薬品事業を担い、末吉一彦社長がグループ

全体のコーポレート部門の管理統括と海外および新規事業について執行責任を果たすという

役割が明確になりました。さらに私がグループ全体を統括し、コンプライアンス・ガバナンス強化

を担うことで企業経営の基盤を強固なものとしています。

　また、持株会社化によって、沢井製薬以外の子会社もコンプライアンス・ガバナンスに関連し

た会議体に参加し、グループ全体で意見交換ができる体制ができました。我々の業界への信頼

が揺らいでいるなか、何よりも重要な遵法精神に則って有意義な議事を進めています。今後は、

グループの取締役会・戦略会議と、沢井製薬の取締会・経営会議を兼務する役員が、それぞれの

会議体において、大きく俯瞰してグループ全体を見る視点と、細部の責任領域を見る視点を課題

に応じて切り替え、さらなる運営の充実を図っていきたいと考えています。

　一方、この1年を振り返りますと、2021年度に米国事業で約690億円の減損損失を計上する

ことになりました。2017年にUpsher-Smithを買収した後、主要品目への競合他社の参入が

続き、経営環境が大きく変化したことが要因です。株主をはじめステークホルダーの皆さまには

お詫び申し上げますとともに、同社の強みを活かしながら今後、事業の再構築に取り組んでまい

ります。

　当社グループは、2021年12月に新たな子会社としてトラストファーマテック株式会社を設立し、

3月に北陸のジェネリック医薬品メーカー、小林化工株式会社の生産設備を、また4月に関連部門

人員を譲り受けました。沢井製薬に組み入れるのではなく、グループのなかの兄弟会社として

ともに仕事ができるようになったことは、持株会社化のひとつの成果だと考えています。

　会社設立に至った背景には、ジェネリック医薬品の供給不安に対する強い危機感がありました。

小林化工を含む複数社の薬機法違反に起因する製造停止により、製品を安定的にお届けする

信用・信頼をベースに、医薬品の安定供給に貢献します

トラストファーマテック社設立の背景

価値創造ストーリー  ｜  会長メッセージ 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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ことが、業界として果たせない状況が続いていたのです。当社に「薬が足りない」「困った」という

医療機関や薬局、患者さんの声が数多く寄せられましたが、供給が追いつきませんでした。

　多品種少量生産が求められるジェネリック医薬品企業の工場は、急な増産への対応が難

しいという課題を抱えています。そこで、着目したのが、年間30億錠の生産能力がありながら、

稼働を停止していた小林化工の工場でした。そこには薬の製造に携わってきた優秀な人たちもい

ました。この工場と人財を有効活用することが、供給問題の早期解決に欠かせないと考えていた

ものの、小林化工の品目を抱えたままではしばらく工場の稼働はできない可能性がありました。

そのため、小林化工の品目を一切引き継がず、生産設備のみを引き継ぐ提案をさせていただき

ました。

　生産活動に係る資産及び関連部門人員の譲受は各々2022年3月末と4月初めに完了し、

2023年4月からの出荷を目指して準備を進めています。現状のままでは３～４年は供給不足が

続く見込みでしたが、早期に安定供給が実現できる見通しが見えてきました。トラストファーマ

テック社の社員の約9割は、小林化工の出身者です。同社の引き起こした問題を考えれば、「なに

よりも患者さんのために」という沢井製薬の企業理念と品質を重視するサワイカルチャーを浸透

させていくことは、今後の最重要課題です。会社設立直後には社員にサワイの理念を学んでもらい、

これまでの自分たちの仕事の反省と、これから目指したい姿を話し合い、発表してもらいました。

沢井製薬の工場で実施する研修では品質ポリシーを肌で感じてもらい、いずれは沢井製薬の

社員以上に品質に真摯に取り組んでほしいと期待しています。

　社名には、社会からの「トラスト」、すなわち「信用・信頼」をまずつくることが大切であるという

想いを込めました。「トラストファーマテックと言えば、品質について疑いを持たれない会社だ」と

社員自らに思ってもらえるための社名です。今後、当社グループの1社としてコンプライアンス・

ガバナンス体制の強化と、品質管理体制の徹底を図りながら、生産に向けた準備を丁寧に進めて

まいります。

　冒頭にも申し上げましたように、国内の医薬品業界は毎年の薬価改定の影響により、厳しい

状況に置かれています。とりわけ多品種少量生産のジェネリック医薬品は先発メーカーと比較し

原価率が高いコスト構造です。また、原薬は化学物質であるため、原油価格の上昇や為替の影響

を受けてしまいます。しかしながら、高品質なジェネリック医薬品を安定的に供給し、患者さん

の期待に応えていくことが我々の社会的使命である以上、利益の低い製品であっても製造を止

めるわけにはいきません。

　例えば沢井製薬の場合、一番安い製品の薬価は1錠5円10銭ですが、たとえそうした製品で

あっても、GMP管理を徹底した工場で、国の承認規格よりも厳しい自主基準で管理する原薬や

添加剤を使用し、コストをかけて高品質な製品を製造しています。その一方で低薬価医薬品で

あっても供給を継続できるよう、生産効率アップ等のコスト改善にも取り組んでおります。また堂々

と情報開示できる製品をつくっている自信があるからこそ、品質情報の開示にも力を入れています。

　我々の業界で今、求められているのは、品質についての取り組みを開示することで信頼回復

に努め、価格だけではなく、患者さんに安心してご使用いただけるジェネリック医薬品を選んで

もらえるようにしていくことです。当社グループは、この点において業界をリードしていく責務が

あると思っています。それによって、結果として売上・利益にも結びつくことがあるべき姿です。

　現在、当社では、トラストファーマテック社の設立と第二九州工場の新棟建設によって今後

数年で約60億錠を増産できる体制を整えました。投資できる財務体力があり、技術もブランド

もある当社は、まだまだ成長していけると思っています。今後も生産能力の拡大を進め、ジェネ

リック医薬品特有の多品種少量生産を、いずれは少品種大量生産と組み合わせたビジネスモデル

に変えていきたいと考えています。

　グループの企業理念は「なによりも健やかな暮らしのために」です。沢井製薬は「なによりも

患者さんのために」という企業理念を掲げ、病気に苦しむ患者さんの1日でも早い健康的な生活

の実現に貢献していますが、グループとしては、すべての人に対して病気になる可能性を少し

でも減らし、究極の患者負担の軽減に貢献していきたいという想いを込めたのが、この企業理念

です。

　沢井製薬では、以前から食生活改善の冊子をつくって医療機関などに提供するなど、未病や

病気の予防領域に対する広報活動に取り組んできました。そうした活動に加えて、健康食品や

デジタルを使って実際に病気の予防にも貢献することで、なくてはならない存在を目指していき

ます。今後、事業を展開するに当たっては、会社を設立する可能性もありますが、当社のもとに

医薬品事業と健康食品事業やデジタル事業が並び、それぞれの社名と目指すことが一致する

ようなグループにしていきたいと考えています。会社によって重点を置くお客様は違っても、

すべての人の健やかな暮らしのために貢献し、社会とともに持続的に発展していけるヘルスケア

企業グループを目指し続けてまいります。
厳しい状況下でも、患者さんの期待に応えることが私たちの使命です

日本のジェネリック医薬品業界を牽引していく決意

代表取締役会長
グループ最高経営責任者（グループCEO）

すべての人の「健やかな暮らし」のために、
なくてはならない存在でありたい

グループ企業理念に込めた想い

　2021年4月1日、サワイグループホールディングス株式会社を設立し、現在の持株会社体制
に移行してから約1年が経過しました。一方で、国内の医薬品企業を取り巻く環境は、薬価改定

による競争の激化や規制強化などによってますます厳しくなっています。

　このような環境のもと、当社グループが持続的な成長を続けるためには、既存のジェネリック

医薬品事業をいっそう強化するとともに、健康寿命の延伸など時代の要請に沿った新たな事業

の育成が不可欠と判断し、環境の変化に最も適切に対応できると選択したのが、持株会社体制

でした。

　目的のひとつであったグループの経営・監督と業務執行の分離については、持株会社制への

移行によって、取締役会は監督を一層強化し、執行部門は迅速かつ責任ある業務執行をすると

いう役割分担が明確になりました。経営陣についても、当社の副会長で沢井製薬株式会社の社長

である澤井健造社長が中核の国内ジェネリック医薬品事業を担い、末吉一彦社長がグループ

全体のコーポレート部門の管理統括と海外および新規事業について執行責任を果たすという

役割が明確になりました。さらに私がグループ全体を統括し、コンプライアンス・ガバナンス強化

を担うことで企業経営の基盤を強固なものとしています。

　また、持株会社化によって、沢井製薬以外の子会社もコンプライアンス・ガバナンスに関連し

た会議体に参加し、グループ全体で意見交換ができる体制ができました。我々の業界への信頼

が揺らいでいるなか、何よりも重要な遵法精神に則って有意義な議事を進めています。今後は、

グループの取締役会・戦略会議と、沢井製薬の取締会・経営会議を兼務する役員が、それぞれの

会議体において、大きく俯瞰してグループ全体を見る視点と、細部の責任領域を見る視点を課題

に応じて切り替え、さらなる運営の充実を図っていきたいと考えています。

　一方、この1年を振り返りますと、2021年度に米国事業で約690億円の減損損失を計上する

ことになりました。2017年にUpsher-Smithを買収した後、主要品目への競合他社の参入が

続き、経営環境が大きく変化したことが要因です。株主をはじめステークホルダーの皆さまには

お詫び申し上げますとともに、同社の強みを活かしながら今後、事業の再構築に取り組んでまい

ります。

　当社グループは、2021年12月に新たな子会社としてトラストファーマテック株式会社を設立し、

3月に北陸のジェネリック医薬品メーカー、小林化工株式会社の生産設備を、また4月に関連部門

人員を譲り受けました。沢井製薬に組み入れるのではなく、グループのなかの兄弟会社として

ともに仕事ができるようになったことは、持株会社化のひとつの成果だと考えています。

　会社設立に至った背景には、ジェネリック医薬品の供給不安に対する強い危機感がありました。

小林化工を含む複数社の薬機法違反に起因する製造停止により、製品を安定的にお届けする

価値創造ストーリー  ｜  会長メッセージ 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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一般用から医療用医薬品メーカーへ ジェネリック医薬品のリーディングカンパニーへ グローバル展開拡大 新たな事業への挑戦

価値創造ストーリー  ｜  価値創造の歩み

非財務資本構築の歴史

「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

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

企業理念及び
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

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

株式移転による
持株会社体制への移行

当社グループが今後も持続
的な成長を続けるためには、
既存事業の強化と同時に時代
の要請に即応した新たな事業
の育成を実現する必要がある
と考え、持株会社体制への移
行が最適であると判断されま
した。

2021

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

1929

20302020 2021201020021980197019601929

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

2017 2021
サワイグループ
ホールディングス株式会社を設立（4月）

トラストファーマテック
株式会社を設立（12月）

M1 TRUST 2021 START 2024M1 TRUST 2018M1 TRUST 2015M1 TRUST中期経営計画

化研生薬株式会社を
子会社化

2006

東京証券取引所市場
第一部上場

2003

メディサ新薬株式会社を
完全子会社化

2010

（年度）

知的資本知的資本 知的資本製造資本

研究拡充を目指して
大阪研究所の開設

当時、独立した研究開発専用
の施設を有するジェネリック
医薬品メーカーは多くありま
せんでした。早くから研究開発
を重視する姿勢は、1994年
の製剤研究センター、2015年
の開発センターに引き継がれ
ています。

1984
製造資本社会・関係資本 社会・関係資本 社会・関係資本

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

創業

1,938
2021年度売上収益

億円

4,000億円

225億円

376億円 1,681億円
1,055億円

目標

2014
連結売上高が初めて
1,000億円を突破

関東工場

1948
大阪市旭区に澤井製薬株式会社を設立

大阪市旭区に沢井製薬の前身、
澤井薬局を創業

創業当初の主力品である目薬

2007
2013年3月末までに
ジェネリック医薬品の数量
シェアを30％以上とする
政府目標が示される

中期経営計画
「M1 TRUST」を発表

2009

500億円
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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

379名

255名

42件

No.1のブランド力

知的資本

価値創造ストーリー  ｜  価値創造モデル

安価で
安全な医薬品
へのニーズ

QOLへの
関心の高まり

社会保障制度
の持続

ジェネリック
医薬品事業

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 

（2019年度） （2021年9月）
44.4兆円

日本の人口に占める
65 歳以上の割合 

超高齢社会

29.1％

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
 に精通した人財による
 製剤技術力

●   新製品原薬の高い
 調査・調達力

●   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
 よる安定調達体制

●   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

●   的確な情報提供
●   豊富な製品ラインナップ
●   卸・販売会社との
 強固な連携

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

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。2021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。

製造資本

財務資本

社会・関係資本

人的資本

なによりも
健やかな
暮らしのために

約148億錠（沢井製薬）
販売数量

医療アクセスの向上

提供する価値

価値創造活動とサワイの強み経営資本（インプット）

高品質で付加価値の高い
ジェネリック医薬品を日米
両市場に安定供給することに
より、医療の質を落とすこと
なく、医療の効率化（医療費
の削減）を図る社会インフラ
の役割を担います。

社会的課題

新規事業

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つを想定しました。3年間
の投資枠として300億円を
設定しています。

約3,382億円（日本事業）
約994億円（米国事業）

医療費節減額

医療財政への貢献

300億円
新規事業への投資枠（2021年度～2023年度）

健康寿命延伸への貢献

女性  32名
男性  11名（沢井製薬）

育児休業取得状況（2021年度）

人財育成

医療
アクセスの
格差
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サワイの強み
●   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

価値創造ストーリー  ｜  サワイの強み

トラストファーマテック設立 ̶ 新たな「トラスト」への挑戦をスタート

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148億錠に達し、わが国

の医療に不可欠なインフラとなっています。

安定供給への貢献

GMPを重視した製造・品質管理を徹底

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。

徹底した品質管理

生産能力

沢井製薬 Upsher-Smith Upsher-SmithUpsher-Smith 沢井製薬沢井製薬

品質管理部門のスタッフ数 自社で実施したGMP監査数

昨年度は、ジェネリック医薬品（GE薬）メーカーでの

不祥事に端を発した品質・供給問題にともなうGE薬不信

に対し、サワイグループの中核である沢井製薬では信頼

回復を目指し様々な取り組みをしてきました。経営陣は

法令遵守を社内外に宣言するとともに、医薬品製造販売業

における各責任者の役割をあらためて明確にしました。

また、承認書の自主点検をはじめ、製剤製造所会社名の

公開、原薬・製剤工場へのGMP実地監査日の公開も行い、

各種法規制への対応を積極的に実施することで、業界を

リードする取り組みをしてきました。今後さらに、各ステーク

ホルダーの皆さまの声に耳を傾け、迅速な情報の共有化

も含め積極的に取り組んでいきます。

さて本年は、トラストファーマテックを新たにグループに

迎えました。一貫したグループの品質・安全性ポリシーの

もと、新規事業を含む事業全般の品質・安全性をしっかりと

コントロールします。企業の品質偽装には世間から厳しい

目が向けられており、適正な品質管理は重要な経営課題と

なっています。我々サワイグループは、「なによりも健やかな

暮らしのために」を合言葉に、社会に貢献し続ける、誠実で、

日々着実に向上する企業集合体でありたいと思います。

製剤工場ではGMPを遵守して、製造管理と品質管理を

行っています。また、製造工場がGMPを遵守しているかを、

本社・品質保証部が現地確認等でGQP基準に従って恒常

的に確認し、基準に適合した製造管理・品質管理を行って

いることを確認しています。コロナ禍において実地監査が

困難なため、新たな取り組みとしてリモート監査を取り入れ、

また第三者機関による実地監査も積極的に進めています。

また、サプライチェーンでは、原薬メーカーは少なくとも5年

に1度、製剤製造委託先は少なくとも3年に1度の監査を

実施しています。

200億錠以上の自社生産体制の確立を目指して

中期経営計画「START 2024」で公表している「早期に

200億錠以上の自社生産体制確立」の実現に向けた取り

組みの一環として第二九州工場内に新固形剤棟の建設を

決定しました。業界における品質・供給等の問題への対応と、

当社シェアのさらなる拡大への対応が目的です。ステップ1

として2024年に20億錠の

生産能力を追加し、ステップ2

として市場動向や新製品開発

状況を見ながら10億錠分を

追加していく予定です。

原薬製造国の開示

2019年7月より医療関係者向け総合情報サイトに自社

製品の「原薬製造国」、「最終原薬製造所」を公開し、引き

続いて「製剤製造企業名」の開示も行っています。

当社販売の医薬品を医療関係者が安心して使用していた

だけるよう、原薬製造国と最終原薬製造所の国別割合や、

最終原薬製造所及び製剤製造企業の実地監査日を情報

公開しています。

目標を策定・宣言し、全社で「トラスト（信用、信頼、信義）」
づくりの挑戦をスタートしました。
年間30億錠の生産設備を活用し、一日も早く安定供給

に供するために、沢井製薬に多くの従業員を派遣して
研修を受けるとともに、社内で生産準備に携わる従業員
には沢井製薬から技術者を招き、協議・実務指導を通して
サワイグループとしての基準の体得を進めています。
一歩一歩、確実に、一つ一つ製剤に「信」を込めた医薬品
製造を果たせるよう準備に邁進します。

2022年4月1日、当社は正式に事業を開始しました。
従業員の90％以上を占める小林化工出身者は、品質事故
の後、業務内容の振り返り、補完業務を行うとともに、
コンプライアンス、GMP等の再履修、各種改善措置、手順
書の改訂等を精力的に進めてきました。2021年12月の
サワイグループへの譲渡発表以降サワイグループの一員
として、沢井製薬と共通の「なによりも患者さんのために」
という企業理念のもと、コンプライアンス、薬機法・GMP
について改めて学び、GMP各種手順書の理解に多くの
時間を費やし、4月末にはそれぞれの職場単位での行動

トラスト
ファーマテック
株式会社
代表取締役社長  
蓮尾 俊也

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

Topics

確固たる「沢井ブランド」の確立を目指して

取締役 常務執行役員
グループ品質・安全
統括役員
（グループCQO）
寺島 徹

第二九州工場
新固形剤棟イメージ図

現地視察している風景 転籍した従業員が研修を受けている様子

グループCQOメッセージ

沢井製薬生産・信頼性保証

約155億錠 393名約36億錠 67名 141回 69回
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販売品目数

沢井製薬

Upsher-SmithUpsher-Smith

沢井製薬

MR数

サワイ製薬の製剤化技術  サワイ ハーモテック

価値創造ストーリー  ｜  サワイの強み

研究開発 調達

購買対象品目に精通したスタッフが、当社品質要求水準

を満たす取引先を選定し、密接に連携することで、販売

予測・生産計画と連動した原材料の安定的な調達を実現

しています。さらに、原材料の安定的な調達のために、取引

先説明会の開催による信頼関係維持・構築や、継続的な

取引先の評価に取り組んでいます。

営業・
マーケティング

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。

2021年度には、レベチラセタム粒状錠「サワイ」の承認を
取得し、てんかん治療薬で初の粒状錠を上市いたしました。
苦みと服用性を考慮して水分で錠剤表面がゲル化するコー
ティング技術を採用しております。レベチラセタム錠・DSと
合わせて３剤形をラインアップし、医療関係者や患者さんの
ニーズに合った製剤をご提供することが可能となりました。

SAWAI HARMOTECHとは、たとえば、
お薬を服用する時により飲み心地がいいと
感じられるような技術、お薬をより効率的
に製造できる技術など、お薬に付加価値
をプラスし、製剤上のハーモニーを生み
出す沢井製薬のオリジナル製剤技術に
つけられた総称です。

調達先

から幅広く原材料を調達

※ 日本での品目換算に準じて算出

研究開発費

日本事業

研究開発部門のスタッフ数

沢井製薬

※

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

サワイの強み
●   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財による製剤技術力

レベチラセタム
粒状錠250mg
「サワイ」

レベチラセタム
粒状錠500mg
「サワイ」

レベチラセタム
錠250mg
「サワイ」

レベチラセタム
錠500mg
「サワイ」

サワイの強み
●   的確な情報提供
●   豊富な製品ラインナップ
●   卸・販売会社との強固な連携

サワイの強み
●   新製品原薬の高い調査・調達力
●   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調達体制

OD錠製造技術

核粒子製造技術

フィルムコーティング技術

製剤の工夫

DRACORE®
ドラコア

湿式コーティング型
薬物含有核粒子製造技術

「乾式コーティング」を使った
薬物含有核粒子の製造技術

「湿式コーティング」を使った
薬物含有核粒子の製造技術

「湿式吸着法」を使った
薬物含有核粒子の製造技術

SARAMEL®
サラメル

MALCORE®
マルコア

SARACOAT®
サラコート

THRUCOAT®
スルーコート

「さらっと溶ける」
プレミックス添加剤技術

「するっと飲める」
フィルムコーティング技術

「コーティングしているのに
さらっと溶ける」
フィルムOD錠技術

世界中から良質なものだけを厳選する「原薬選び」、より

良い品質をめざす「製剤化研究」、そして開発した製剤の

品質を保証するための「試験」を行っています。また患者

さんのために飲みやすさを、医療関係者の皆さまのために

扱いやすさを追求した「製剤工夫」も積極的に行っています。

125億円 253名
世界30カ国 約500社

約800品目

約130品目

約380名

約40名

®
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販売数量

沢井製薬

医療アクセスの向上
日本を含む世界には、経済的な理由で十分な医療を受け

られない方も多くおられます。サワイグループは、高品質

で付加価値の高いジェネリック医薬品の開発・安定供給に

より、医療アクセスの向上に努めてまいります。

健康寿命延伸への貢献
中核であるジェネリック医薬品事業のみならず、予防から

治療まで幅広い範囲で、健康食品やデジタル・医療機器等

の薬剤治療に限らない選択肢を提供するほか、希少疾患

領域の新薬開発事業にも参入していきます。

人財育成
多様な視点を持ち、状況変化を素早く感じ取って自ら判断

し、自律的に行動に移せる人財を育成するとともに、社員

一人ひとりの多様な潜在能力を発揮できる環境を整える

ことによって、企業価値の向上を図ってまいります。

医療財政への貢献
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

医療の高度化にともな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。

価値創造ストーリー  ｜  提供する価値 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

人々の健やかな暮らしを
支えるサワイの価値創造能力
「医療アクセスの向上」「医療財政への貢献」「健康寿命延伸への貢献」「人財育成」の

実現により、サワイグループは「人々の健やかな暮らし」

という価値を提供できると考えています。

育児休業取得状況（2021年度）新規事業への投資枠（2021年度～2023年度）医療費節減額

日本事業

米国事業

日本で流通する医療用
医薬品の数量に占めるシェア

当社推計

女性管理職比率目標

沢井製薬

約3,382億円

約994億円 沢井製薬

女性　32名

男性　11名約148億錠 300億円約8% 8%

15 16サワイグループホールディングス 統合報告書 2022 サワイグループホールディングス 統合報告書 2022



2021

130

2021

24,413

△13.8

△28,269
2021

193,816

26,321

売上収益/コア営業利益

価値創造ストーリー  ｜  財務非財務ハイライト

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

2021年度は、薬価改定に加え、他社の供給停止等による限定出荷
はあるものの、2020年度製品の売上増等により、過去最高の売上
収益を達成しました。コア営業利益については、日本事業での研究
開発費の増加、米国事業での主要ジェネリック医薬品への競合
参入の影響により減益となりました。

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。2021年度は、米国
事業でのれんを含む無形資産を減損したこと等により、親会社の
所有者に帰属する当期損失28,269百万円となりました。

財務 非財務

（年度）2012 2013
日本基準 IFRS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

105,454
89,824

80,503

132,428
123,492

168,068

184,341182,537187,219

コア営業利益売上収益

193,816百万円 26,321百万円
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） 2012-2016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） 2012-2016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。

日本基準 IFRS 日本基準 IFRS

日本基準 IFRS
（年度）2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

14,053
12,19312,022

20.1
15.0 13.2 14.4

12.1 8.7 10.2 9.4 5.8

15,91417,156
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 

△ 28,269百万円 △13.8%

（年度）

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。2021年度は、日本
事業で2,233百万円、米国事業で5,724百万円の減損損失を計上
したこと等により前期比75.8%増の24,413 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。2021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

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

6,110
5,1704,551

10,208

8,019

14,533

16,671

13,487 13,883

24,413百万円

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

105
95

85

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 －

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（サワイ ハーモテック）について
の特許出願・登録が増えています。

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

2021

42

42件

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

2,534
2,746 2,734

2,967
3,176

2021

3,382

3,382億円

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。コロナ
禍の影響で多くの製造所、特に海外製造所で実地監査不可となっ
ていますが、リモート監査や第三者による監査（委託）によって
補っています。

当社グループが高品質のジェネリック医薬品を比較的数多く供給
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

2021

141

沢井製薬が実施したGMP監査数

141回

（年度）2016 2017 2018 2019 2020

102

150

106

155

119

155

124

155

133

155

2021

148
155

148億錠 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、
2012～2013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。

注) 2012-2016年度は日本基準に基づいた研究開発費の数値を記載しています。

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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