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ジェネリック医薬品市場が安定成長に移行するなか、人生100年時代を迎え、当社グループにとっての

新たな事業機会も生まれています。このたび、当社グループはこうした市場環境に的確に対応すべく

長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」、中期経営計画「START 2024」を策定しました。

ジェネリック医薬品事業を中核に
「健やかな暮らし」に貢献する
ヘルスケア企業グループへ

価値創造戦略  ｜  2030年長期ビジョンと中期経営計画「START 2024」

国内事業では、ジェネリック医薬品業界の産業構造の変化に対応できる体制の構築とコスト競争力の強化に注力、米国事業
では、成長を加速するための体制整備期間としてパイプラインや製品ラインナップの拡充、製造能力の強化に努めました。
その結果、売上収益・コア営業利益ともに1割増を実現しました。

前中期経営計画「M1 TRUST 2021」（2018年4月～2021年3月）の振り返り

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

2030年度 目標数値

高齢化社会の進展に加え、技術面では新たなモダリティ（治療手段）やAI、ロボットなどの技術革新が進んでいます。一方で、
国内ではジェネリック医薬品の数量シェアが80％に近づき、市場規模の成長は鈍化すると考えられます。薬価下落等による
収益性の悪化によって、業界再編が加速する可能性もあります。

外部環境の変化

2020年度 2030年度

日本事業 売上収益

米国事業

新規事業

売上収益合計

ROE

1,536億円

販売数量 133億錠

販売数シェア 15.7％

生産能力 155億錠

売上収益 336億円

売上収益 －

1,872億円

5.8%

2,600億円

200億錠

20.0％以上

230億錠以上

600億円

800億円

4,000億円

10.0%以上

売上収益／コア営業利益

トレンドの変化

達成事項

売上収益

2020年度

米国事業
日本事業

日本事業

● 新製品売上シェアは常にGE内1、2位を獲得
● 工場移管による製造場所集約等で生産効率向上
● 単独上市、競争優位な新製品の発売
● 独自技術を開発

高齢化社会の進展、
予防・未病への価値観の変化

技術の進化

人生100年時代

予防・未病の
重視

医療費の増大

在宅医療の
増大

新規モダリティ AI

デジタル ロボティックス

新規モダリティ、AI、ロボットなどの
技術革新の進展

米国事業

● パイプラインや製品ラインナップの拡充
● 工場集約により製造能力の強化のため
新たな新工場建設に着手

コア営業利益
（年度）20112008 2014 2017 2020

47億円

340億円

443億円

1,872億円

340億円

1,872億円

336億円
1,536億円

2017年5月
米国Upsher-Smith買収

国内ジェネリック医薬品市場
全体の見通し

1,872

15.7

336

1,536

1,681

14.9

333

1,347

4,000億円

20.0%以上

800

600

2,600

（年度）
（1ドル＝
100円）

2017 2020 2023
（予想）

2030
（目標）

日本事業
米国事業
新規事業

日本市場販売数シェア

「START 2024」では重点戦略として、❶国内ジェネリック医薬品市場におけるシェアの拡大、❷米国事業における将来の
成長に向けた事業投資、❸新たな成長分野の開拓の３つを掲げています。これらの戦略をスピーディーかつ着実に実現する
ことで、2030年をゴールとする長期ビジョンの実現を目指していきます。

長期ビジョン

「START 2024」 （2021年4月～2024年3月）
中期経営計画

ジェネリック医薬品事業 新規事業への進出

❶ 国内GE市場におけるシェア拡大
● 新製品の売上増加
● 安定供給力の強化

➡P23 事業による価値創造 日本事業

❷ 米国事業における
将来の成長に向けた事業投資

➡P17 社長メッセージ

● デジタル・医療機器事業
● オーファン医薬品事業（ALS等）
● 健康食品事業

❸ 新たな成長分野の開拓

➡P17 社長メッセージ

中期
経営計画

M1 TRUST
2018

M1 TRUST
2015M1 TRUST

START 2024M1 TRUST 2021中期経営計画

● 2017年以降3年間で
GE医薬品の数量シェアは80％近くまで上昇

● 今後は成長鈍化を見込むものの
一定程度の需要拡大を予想

薬価下落等による収益性悪化に伴う
業界再編加速の可能性
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価値創造戦略  ｜  社長メッセージ

1957年生まれ。1980年4月、株式会社住友銀行（現・株式会社三井住友銀行）入行。

主に法人向け融資業務に携わる。2012年、沢井製薬株式会社入社。

同社経営管理部長、Upsher-Smith Laboratories, LLC 取締役等を経て、

2018年、沢井製薬株式会社取締役（常務執行役員 管理本部長 兼 戦略企画部管掌）。

2021年4月、サワイグループホールディングス株式会社 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）就任。

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

人を大切にする企業文化を守りながら
新体制のもと、2030年の成長に向けて
新たな舵を切りました

末吉 一彦  PROFILE

このたびサワイグループホールディングス株式会社の代表取締役社長グループ最高執行責任者

（グループCOO）に就任いたしました末吉です。

サワイグループの中核会社である沢井製薬には10年前に入社し、主に財務部門を歩んでき

ました。その前の32年間は、銀行で主に法人向け業務に携わっていました。30代から40代の

頃はいわゆるバブル経済が崩壊した時代で、大企業を含め様々な業界の企業が厳しい経営環境

に陥りました。そこからいかに脱却するかを取引先の企業と一緒に考え、再建までサポートする

ことが、私が最も長く取り組んだ仕事です。この経験を通じて学んだことは、苦しい局面に陥った

企業にも、必ず何らかの強みや価値があり、それを活かす方法を発見できれば、再生できるという

ことです。人についても同様で、すべての人に皆優れた部分があります。それをどう見出し、活か

していくのかがマネジメントの要諦ではないか、という考えを持つようになりました。

沢井製薬に入社後、ジェネリック医薬品業界を見てきましたが、2年ほど前から、この業界に

おいても各社が生き残りをかけた転換期を迎えつつあるのではないかという想いを抱くように

なりました。その変化に対応すべく、会社の体制を変えていくべきと経営会議で経営層に訴えて

きた結果、このたびの持株会社化が実現に至り、図らずもこのたび、そのリーダーシップをとって

いく立場となりました。

とはいえ、持株会社化は手段であって、目的ではありません。サワイグループは2021年5月

11日、ジェネリック医薬品80%時代における市場成長率の鈍化や、ヘルスケア・医療環境に対する

ニーズの多様化・高度化といった取り巻く環境を踏まえ、我々が将来、どう変わっていくべきかの

道標となる長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」を公表しました。このビジョンを実現して

いくことが、持株会社化の真の目的です。

サワイグループには、日本のジェネリック医薬品業界の中で最も利益を生み出す力があります。

この力をさらに伸ばすと同時に、新たな事業領域に挑戦していくことが、私の役割だと認識して

います。

ジェネリック医薬品業界の転換期のなか、
新たな事業領域に挑戦していきます

就任のご挨拶

2020年度は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大による厳しい事業環境のなか、売上収益は

前期比2.6%増の1,872億1,900万円、コア営業利益はほぼ前期並み（1%減）の340億4,300

万円を確保することができました。

国内事業は、2度の薬価改定に加え、新型コロナウイルス感染拡大による受診抑制などの影響

を受けましたが、競合品の少ない品目を中心に新製品が順調に伸び、売上収益、コア営業利益

ともに前期を上回りました。一方、米国事業は、新型コロナウイルス感染拡大による急性期の

ブランド製品へのマイナス影響や主要ジェネリック医薬品への競合の新規参入により、売上収益、

コア営業利益ともに前期を下回りました。

売上収益は微増、コア営業利益は前期並みを確保しました2020年度の
業績総括
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価値創造戦略  ｜  社長メッセージ

当社は、2017年にUpsher-Smith社を買収し、世界最大の医薬品市場である米国市場に本格

進出しました。

今後、目指していく姿は、スペシャリティジェネリック医薬品企業として、独自の販売力を活か

せるジェネリック医薬品と小規模のブランド薬にフォーカスし、持続的で長期にわたる成長を推進

することです。今後、3年間で30品目以上の新製品を予定しており、より難易度の高い製品ライン

ナップを増やし、他社との差別化を図っていきます。また、2023年までの3年間で、Upsher- 

Smithの生産機能を集約した新工場の建設関連に約130億円を投資し、生産性の向上を図る

など、将来の収益性向上に向けた先行投資を実施します。また、米国においては、日本以上にジェネ

リック医薬品市場の変化は激しく、これに対応していくために、原点に戻って、Upsher-Smith

の研究開発についてはこれまで以上に当社がサポートしていこうと考えています。

他社との差別化で長期にわたる成長を推進米国事業

もう1つの戦略の柱は、新規事業への進出です。医療財政が逼迫する日本の医療用医薬品市場

では、先発医薬品メーカー、ジェネリック医薬品メーカーとも右肩上がりの成長は難しくなって

きました。そのようななかで、当社が持続的な成長を続けるには、ジェネリック医薬品での強みを

活かしつつ、未病や予防といったヘルスケア領域にも果敢に挑戦していかなければなりません。

1年間かけて市場分析をして議論を重ね、当社にとって将来展望が開ける、優先的にチャレンジ

していくべき事業領域を、❶希少疾患をターゲットとした新薬事業（希少疾患新薬開発事業）、
❷デジタル・医療機器事業、❸健康食品事業の3つに絞り込みました。これら新規事業に対し
3年間で300億円の投資枠を設定し、重点的にリソースを投入していきます。3つの領域のうち、

希少疾病用医薬品事業とデジタル・医療機器事業はすでに一歩踏み出していますので、これを

しっかり育てていくのが、私の使命だと思っています。

成長が見込める３領域に重点的にリソースを投入新規事業

新たにチャレンジしていく事業領域

希少疾病用医薬品事業については、2020年6月にニュージェン・ファーマ社が創出したALS治療

薬について、同社との間で、医療用医薬品として応用可能なすべての適応症について、全世界を対

象とした共同開発に着手しました。同社が研究してきたALSの疾患に対する知見と、沢井製薬の

製剤研究を含めた臨床研究開発力を最大限に活用して、今後、開発を進めていきます。2025年

以降の上市を目指し、本年度中に米国で第一相臨床試験を開始する予定です。

デジタル・医療機器事業は、具体的にはすでにいくつか進んでいる案件があります。一つは、医

療用アプリ開発に取り組むサスメド社（本社・東京）との資本提携。さらに、ニューロリーフ社（本

社・イスラエル）と片頭痛およびうつ病向けのデジタル医療機器について日本における独占開発

販売契約を締結したことです。

近年の傾向として、特に中枢神経系領域では、薬剤治療だけでなく、デジタル治療や認知行動

療法等のニーズが増えていますが、ソリューションの開発・提供は限られているのが現状です。

中枢神経系領域で豊富な製品ラインナップを持つ当社の強みを生かし、薬剤治療と認知行動療

法アプリ、デバイスを用いて痛みを抑えるニューロモデュレーションを活用した「三位一体のソ

リューション」の提供を目指していきます。この3つを提供できる企業グループは当社だけで、今

後の最先端分野であると考えています。

この分野では、今後も様々な企業との戦略的提携によって、ITを活用したソリューションを通

じ、人々の健康に多面的に貢献していきたいと考えています。事業の成否は、いかにより良いビジ

ネスパートナーを見つけるかにかかっています。今回提携先に選んだサスメド社やニューロリー

フ社の経営陣やキーパーソンとは、価値観を共有しており、お互いが良きビジネスパートナーに

なれると実感しています。

最後の健康食品事業については、未病や予防領域において、健康寿命の延伸をサポートする

ビジネスへの参入を検討しています。これまで治療中心だった我々の事業をヘルスケアという領域

に広げるとともに、その中で、サワイらしさをどう打ち出していくかが、工夫のしどころだと考えて

います。

長期ビジョン実現に向けた、3カ年のファーストステップとして策定した新中期経営計画

「START 2024」では①国内ジェネリック医薬品市場におけるシェア拡大、②米国事業における将来

の成長に向けた事業投資、③新たな成長分野の開拓、の３つを重点戦略に掲げています。そのうち

①国内ジェネリック医薬品市場のシェア拡大に関する戦略の詳細は沢井製薬の澤井社長からお

伝えしますので（P23参照）、私からは米国事業と新たな成長分野についてご説明申し上げます。

国内外のジェネリック医薬品事業のさらなる成長と、
新たな成長分野の開拓に取り組みます

将来に向けた
成長戦略

米国事業の戦略

新規事業

既存事業

600億円

2024年以降の
成長を目指す

336億円

（年度）

（1ドル=100円）

2030
（目標）

2021 2022 20232020

スペシャリティGE医薬品企業として、独自の販売力を活かせるGE医薬品と
小規模のブランド薬にフォーカスし持続的で長期にわたる成長を推進

成長ドライバー

成長イメージ

● 既存のブランド薬およびGE医薬品の販売推進による売上への寄与
● ニッチなジェネリック医薬品を中心に、さらなる製品ラインナップの充実
● 沢井製薬との協働による、難易度の高いパイプラインと製品ラインナップの強化

目指す姿

ジェネリック医薬品事業

❸ 健康食品事業 ❷ デジタル・医療機器事業

❶ 希少疾患新薬開発

治 療診 断疾患予防

Sawai Group Vision 2030

START 2024

将来の収益性向上
のための先行投資
（設備・研究開発等）
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価値創造戦略  ｜  社長メッセージ

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

社会課題解決に向けた取り組み

昨今、株主・投資家の皆さまが財務面はもとより、非財務面についても重視されていることは

重要な点だと考えています。サワイグループは、事業そのものが社会課題の解決であり、たとえば

医療費の増大という社会的課題に対し、ジェネリック医薬品を安定的に供給し続けることで日本

国内だけでも毎年3,000億円近い医療費の節減に寄与しています。また、沢井製薬の医薬品の

販売数量は前期で約130億錠に達し、国内で販売される医薬品の数量の約8%を占め（当社分析

による）ており、わが国の医療に不可欠なインフラでもあると自負しています。

そこで、このたびの長期ビジョンの策定にあたっては、SDGsに示された課題に私たちがどの

ように貢献していくのかを指針化すべく、2030年までの目標を新たに掲げました。日米ジェネ

リック医薬品事業の売上の約2倍に相当する医療費の節減をはじめ、数値目標を定めたことで、

社会課題の解決と私たちの事業活動の関係も、いっそう鮮明になったと考えています。引き続き、

持続可能な社会保障制度と医療アクセスの向上を目指すとともに、より広いヘルスケア領域へも

事業を拡大し、健康寿命の延伸に貢献していきます。また、ステークホルダーの皆さまとの関係

においても、環境に配慮した生産や人権の尊重をはじめとした課題への取り組みを加速させて

いきます。

事業を通じた社会貢献を核に、ESGへの取り組みを推進します社会的課題の
解決に向けて

長期ビジョンでは、2030年度の売上収益は日本事業で2,600億円、新規事業で800億円、

米国事業で600億円の計4,000億円を目指しています。新規事業の比率が高めでチャレンジング

な数字を設定しましたが、規模だけではなく、収益性をしっかりと確保しながら着実に取り組んで

いきたいと思います。

財務面の目標として当社が重視しているのは、資本効率です。すなわち、株主さまからいただ

いた資本にどれだけリターンできるかを追求します。その指標であるROE（自己資本利益率）は

日本では一般的に8%以上が目標と言われていますが、当社では2030年度に10%を目指して

います。また、株主還元は、中期経営計画の3年間の配当総額170億円以上を予定しています。

財務の健全性も確保しなければなりませんが、資本効率を高めることと財務の健全性を維持

することは、ときに相反するテーマですので、バランスをとりながら進めていきます。

ROE10％を目標として、収益性と資本効率を追求数値目標

中期経営計画「START 2024」期間中の投資計画

最後になりましたが、私が社長として、常に大切にしたいと考えていることを申し上げます。

それは、当社をもっと夢のある会社にしたい、1人でも多くの社員が自らの夢を実現できる会社に

したいという想いです。

企業の最大の財産は「人」であり、当社の強みもまさにそこに行き着きます。当社には、私自身

もそうですが、外部から来た人材も多いのですが、その出自を問わず、すべての社員を大事にする

企業風土があります。今後、新規事業の具現化に伴い、さらに多くの人材が当社に集うことになる

と考えていますが、そのときにこの企業文化が真価を発揮すると考えています。

もう一つ、当社の良さは社員の誠実さです。長年、ジェネリック医薬品ビジネスに「真面目に愚直

に誠実に」取り組んできたこと。その姿勢は今後も変えてはなりません。一方、今、当社グループは

変革期を迎えており、守るべきところと変えるべきところをしっかり見極めていく必要があります。

今後の成長においては多様な企業との連携が求められますが、大事なのは、当社にとってのみ

ならず、相手からも良きパートナーだと思っていただける関係の構築です。パートナーに相応しい

と理解していだだき、信頼を得るには、実績だけでなく、当社の企業風土をしっかり伝えていか

なければなりません。新たにスタートした持株会社体制のもと、オープンなカルチャーを活かして

業界内外の様々な人たちと協働し、イノベーションを起こしていきたいと考えています。

「人」を大事にする企業風土を活かし、
様々な人との協働によるイノベーションを生み出します

サワイの
カルチャーと未来

■ 事業による価値創造

持続可能な社会保障制度と
医療アクセス向上への貢献
（GEによる医療費節減）

新規事業による
健康寿命延伸への貢献

生産数量原単位CO2排出量25%削減(2030年度)
廃プラ再資源化率65％以上(2030年時点)

日米GE事業売上の約2倍の医療費節減効果

未病・予病を含むより広いヘルスケア領域に事業拡大

安全・多様な職場環境
ダイバーシティの推進
人権尊重への取り組み

持株会社化を通じたガバナンスの整備・運用深化
リスクマネジメント・コンプライアンス強化

取り組む課題 数値目標等 関連するSDGs

■ 価値創造の基盤

取り組む課題 数値目標等 関連するSDGs

E：環境に配慮した生産

S：人材育成、
働き方・働きがい、
人権尊重

G：コーポレート
ガバナンスの深化

製品ラインナップ拡充へ

研究開発投資・
製品等買収 約300億円

研究開発費
（GE医薬品事業）

設備投資 約700億円
（日本：約600億円／米国：約100億円）

新規事業（投資予定枠） 300億円

株主還元（3年の配当総額） 170億円以上

GE事業の
営業キャッシュ・
フロー（3カ年計）

約1,000億円

現預金

約540億円
(2021年3月末時点）

合計約750億円の
キャッシュを投入

約450億円

原資 投資先

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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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）
沢井製薬株式会社 代表取締役社長

澤井 健造

転換期にある業界の
唯一無二の存在として
患者さんの期待に応えます

価値創造戦略  ｜  事業による価値創造

日本事業
（沢井製薬）

新製品の貢献によって利益面では計画を達成、
2021年度は、品質や供給への期待に
応えていきます

2020年度の国内ジェネリック医薬品市場は、2回の薬価

改定と新型コロナウイルスの感染拡大による受診抑制の

影響を受けましたが、当社は6月と12月に単独もしくは

限られた競合状況のもと新製品を上市し、これらが売上・

利益に大きく貢献しました。その結果、国内売上収益は

153,584百万円（前期比6.6％増）と計画を下回ったものの、

営業利益では26,284百万円（前期比7.7％増）と計画を達成

することができました。逆境の中にあって、当社従業員の

実力を再認識すると同時に、新製品を上市し続けることの

大切さを再認識した1年でした。

2021年度は、ジェネリック医薬品業界の品質問題に起因

する市場の不信感を払拭し、高品質なジェネリック医薬品を

安定供給することで患者さんの期待に応えることが最も

重要な課題だと考えています。その期待に応えながら、さら

なるシェア拡大を図るためには、供給力の強化が喫緊の課題

であり、早急に増産体制の方向性を明確化していきます。

国内市場ではジェネリック医薬品の数量シェアが80%に

新製品による売上拡大を目指して
新製品開発と安定供給の２つの課題に取り組みます

当社グループはこのたび、2023年度を最終年度とする

新中期経営計画「START 2024」を策定しました。その重点

戦略の1つが「国内ジェネリック医薬品市場におけるシェア

拡大」です。そのカギは新製品による売上拡大であり、今後

3年間で85品目以上の新製品投入を予定しています。

ジェネリック医薬品は、一度承認されると、早い段階で

新薬からの切り替えが進み、その後、なかなかシェアを覆す

ことが難しい製品です。逆に言えば、他社に先駆けて新製品

を開発し、いち早くシェアを獲得すれば、長きにわたって

売上に貢献してくれます。ですから、先発品の特許が切れた

ときに、最も早いタイミングで上市することが競争優位に

つながります。

最近では、多くの製薬会社が共同開発などによって同時

にジェネリック医薬品を上市し、シェアが分散する傾向に

近づき、全体としての伸びは今後鈍化すると考えられます。

しかし、毎年、確実に特許が切れる新薬があり、今後3年間

に特許切れとなる新薬の市場は7,000～8,000億円程度は

あると見ています。その70～80%がジェネリック医薬品に

置き変わると考えると、当社の成長の余地は充分にあります。

現在、ジェネリック医薬品の信頼性に対して逆風が吹いて

いますが、当社としてはその中で、さらなる信頼を獲得して

いくことで、多くの患者さんの期待に応えていきます。

あります。当社としては、より難易度の高い品目の上市や、

他社に先駆けた単独上市によって、できるだけ競争・競合が

少ない製品の割合を増やしながら、シェアを拡大していく

必要があります。特に、毎年、薬価改定があることを考え

ると、経営の安定性を確保するために付加価値の高い製品

を増やすことは必須です。

実際に、当社は過去3年間で89品目の新製品を発売し、

品目数はもちろん、販売数量でも他社を上回る実績をあげて

きました。こうしたことが可能なのは、長年のジェネリック

医薬品事業で蓄積されたノウハウによる総合力があるから

です。当社の研究開発の人的資源はジェネリック医薬品

メーカーの中では圧倒的で、知的財産の保護・活用のための

調査・分析はもちろん、原薬の性質や製剤技術に精通した

人財も大勢います。そうした総合力があるからこそ、特許の

盲点を突いたり、自社の知財を活用するアイデアもわいて

くるのです。

ジェネリック医薬品の開発は、特許が切れてから、なる

べく早く承認を取得するというのが、従来のプロセスでし

たが、今後はこうした「受け身」とも言えるやり方だけでは、

過去3カ年の発売品目数と主な発売品

発売実績合計  89品目
今後3カ年の新製品の発売計画売上収益／コア営業利益

売上収益（百万円）

（年度）2017 2018 2019 2020

24,349 28,130 26,483 30,258

134,720
144,098 144,130 153,584

コア営業利益（百万円）

100,000

150,000

0

50,000

200,000

競争・競合の少ない品目を拡大
新製品開発の強化重点戦略1

生き残りは難しいと考えます。たとえば、新薬メーカーの

特許を回避できるようなアイデアや、特許そのものの無効性

を検証していくなど、他社が思いつかないような「攻め」の

姿勢で積極的に特許にチャレンジしていきます。もちろん、

失敗に終わるリスクもありますが、それ以上に得られる

メリットは大きいと考えています。

初収載GEの
先発品

サインバルタカプセル/ルネスタ錠/
ベシケア錠/アドシルカ錠等

過去3カ年の新規発売品目の売上収益（百万円）

発売予定 85品目以上
成分数

製品数

先発市場（億円）

13

32

2,507

11

27

2,880

14

26

2,744

2021年度2018年度 2019年度 2020年度 2022年度 2023年度

発売品目数※

主な発売品
（成分名）

33（3） 14（7） 42（9）

●カペシタビン
●オセルタミビル

●エルデカルシトール
●バゼドキシフェン
●フェキソフェナジン
塩酸塩・塩酸プソイド
エフェドリン
（プソフェキ配合錠）
●レパグリニド
●バルデナフィル

●ミカファンギン
Na点滴静注用
●タダラフィルCI
●アプレピタント

※(  )は、うち単独上市・競争優位の品目

2018年度発売品目
2019年度発売品目
2020年度発売品目

5,526

551

7,918

13,964

1,890

6,514

2018 2019 2020 （年度）
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● 約800品目の承認取得実績
● 特許無効審判、侵害訴訟等についての豊富な
経験

● 知財専門弁護士を含む外部専門家との綿密
な連携

● 多品目の一番手上市を実現する人員体制
● 独自技術の開発

● 約450ある原薬製造所に、年間約100件の
監査を実施

● GQPに従い、厚労省の承認基準に適合して
いるかを監査し、品質改善指導を実施

● PIC/Sに基づき全800品目、毎年各1ロットを
サンプリングし、長期安定性試験を実施

● ICH Q3D、PIC/S、薬機法改正への対応

● 約800品目の製品情報を、迅速かつ的確に
お伝えする情報提供体制

● 患者さん・医療関係者向けの豊富な資材・コン
テンツ

● 医薬品の副作用や安全性情報、製品の更なる
改良のための情報収集体制

● 部門間連携による需要変化等への対応

● 原材料の需要変動等に迅速に対応できる調
達体制

●多品種多品目生産を実現できる製造スキル
●部門間連携による需要変化への対応
●適正在庫の確保

価値創造戦略  ｜  事業による価値創造

ジェネリック医薬品は、一度承認されると、早い段階で

新薬からの切り替えが進み、その後、なかなかシェアを覆す

ことが難しい製品です。逆に言えば、他社に先駆けて新製品

を開発し、いち早くシェアを獲得すれば、長きにわたって

売上に貢献してくれます。ですから、先発品の特許が切れた

ときに、最も早いタイミングで上市することが競争優位に

つながります。

最近では、多くの製薬会社が共同開発などによって同時

にジェネリック医薬品を上市し、シェアが分散する傾向に

あります。当社としては、より難易度の高い品目の上市や、

他社に先駆けた単独上市によって、できるだけ競争・競合が

少ない製品の割合を増やしながら、シェアを拡大していく

必要があります。特に、毎年、薬価改定があることを考え

ると、経営の安定性を確保するために付加価値の高い製品

を増やすことは必須です。

実際に、当社は過去3年間で89品目の新製品を発売し、

品目数はもちろん、販売数量でも他社を上回る実績をあげて

きました。こうしたことが可能なのは、長年のジェネリック

医薬品事業で蓄積されたノウハウによる総合力があるから

です。当社の研究開発の人的資源はジェネリック医薬品

メーカーの中では圧倒的で、知的財産の保護・活用のための

調査・分析はもちろん、原薬の性質や製剤技術に精通した

人財も大勢います。そうした総合力があるからこそ、特許の

盲点を突いたり、自社の知財を活用するアイデアもわいて

くるのです。

ジェネリック医薬品の開発は、特許が切れてから、なる

べく早く承認を取得するというのが、従来のプロセスでし

たが、今後はこうした「受け身」とも言えるやり方だけでは、
事業の基盤となる強み

築き上げてきた信頼とブランドを基盤に
シェア拡大を目指す

President & CEO, Upsher-Smith Laboratories, LLC

Rusty Field

将来の成長に向け
組織を再構築していきます

Upsher-Smithにとって2020年度は厳しい年度でした。

米国ジェネリック医薬品市場での激しい競争により、主力

製品の価格は大幅に下落し、COVID-19によってブランド

薬の成長も鈍化しました。COVID-19は患者の行動や

医師へのアクセスに影響を及ぼし、ブランド薬Tosymra ™

の立ち上がりを妨げ、当期純利益に大きな影響を与えま

した。さらに、2019年10月から2020年3月までに発売

された3つの新規片頭痛治療薬への影響は、我々の想定

以上でした。ジェネリック医薬品事業のリスクを相殺する

重要な戦略であるブランド薬による業績拡大は遅れること

になりました。米国のジェネリック医薬品市場の競合の

特性は、2018-2020年度中期経営計画の初期にわかって

いましたが、その時点では、価格への影響の程度と期間を

予測することはできませんでした。

これらの大きな課題の中で、当社は顧客への「業界最高の」

供給を維持し、販管費は計画を大幅に下回る水準を維持

しました。2021年3月には、収益基盤に応じた事業構造

と経費支出に整合させるためのリストラを完了しました。

次期中期経営計画では、2024年以降の成長に向けて

Upsher-Smithを再構築することに重点を置き、4つの重要

な戦略を実行します。第一に、ブランド・ポートフォリオに

よる成長を牽引するとともに、新たなブランド薬を追加する

ことです。過去の教訓をもとに深く分析・評価した後、2020年

8月に、主要ブランド薬流通戦略を変更した結果、同年10月

から翌年3月にかけて、Tosymra ™の販売単位の成長率が

倍増しました。2021年4月には、Tosymra ™の平均販売

価格向上に向けた戦略を実施しました。2021年度は、これ

らの戦略に加え、消費者への直接的なマーケティング戦略を

第1四半期から第2四半期の間に新たに追加する予定です。

第二に、複雑なジェネリック医薬品と505(b)(2)※小規模

ブランド薬の開発に特化するために、パイプラインのポート

フォリオを再構築します。2019年から2020年にかけて取り

組んできた研究開発体制とその人財の変革によって、この再

構築を適切に達成できることでしょう。複雑なジェネリック

医薬品に関しては、患者さんへ特徴的できめ細かな情報

提供等のサービスを行っています。第三に、生産部門の集約

を完了し、将来にわたって効率性と品質を高めていきます。

最後に、これらの戦略との整合性を確保し、営業コストを削

減することで、将来にわたってキャッシュ・フローと営業利益

を改善するために、事業の再構築をさらに進めていきます。

当社の経営陣と従業員は、サワイグループホールディン

グスの長期経営計画に沿って、2030年までに売上収益を

現状の2倍にすることに全力を注いでいきます。短期的には

課題の多い時期が続きますが、その影響を緩和し、長期的

な成長を実現するための戦略が遂行されています。サワイ

グループホールディングスとのパートナーシップはこれまで

以上に強く、事業戦略への理解と関与も深まることで、今後

の業績は向上していくと考えています。
※ 505(b)(2)：米国での承認申請方法の1つ。505(b)(2)申請では、新薬
の投与経路や剤型を変更した医薬品を、当該新薬の有効性や安全性
データを利用して簡略に申請可能。ジェネリック医薬品ではなく、ブランド
薬として承認される。

米国事業
（Upsher-Smith)

売上収益／コア営業利益

（年度）
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シェア拡大のもう1つのポイントは、供給力の強化です。

市場からの要望に応えるため、まずは現在当社が保有して

いる生産能力をフル活用し、早期に年間155億錠を供給

できるようにします。さらに、できるだけ早く年間200億錠

を供給できる体制を目指します。

供給力を向上させるには様々なアプローチがありますが、

まずは人員の補強や既存工場の設備増強など、自社の生産

能力をフルに発揮できる体制づくりに取り組みたいと思い

ます。同時に将来に向けて、新たな設備投資や、他社との

生き残りは難しいと考えます。たとえば、新薬メーカーの

特許を回避できるようなアイデアや、特許そのものの無効性

を検証していくなど、他社が思いつかないような「攻め」の

姿勢で積極的に特許にチャレンジしていきます。もちろん、

失敗に終わるリスクもありますが、それ以上に得られる

メリットは大きいと考えています。

当社は、日本にジェネリック医薬品の市場がなかった

数十年前から、ジェネリック医薬品の開発・生産・販売を

行い、国内にこの市場を発展させてきたパイオニアです。

その中で特に重視してきたのが、品質であり、それを担う

社員の教育研修や業務改善活動です。こういった活動は

長年かけて醸成し、我々のフィロソフィーとして会社にしっ

かりと根付いています。それが土台となり、当社は50年以上、

業界NO.1のブランド力と、そのブランドに対する信頼を

築いてきました。

今後も、研究開発部門と生産部門、また、営業部門と生産

管理部門といった部門間の連携を密にし、サワイブランド

の信頼を損ねることのないよう、引き続き高品質な医薬品

の安定供給に取り組みながら、さらなるシェア拡大を目指

していきます。

連携や買収など様々な選択肢を検討し、供給力の向上を

図っていきます。

その中で、忘れてはならない大事な点は、きちんと品質

を保証していける体制を維持しつつ、供給力を上げていく

ことです。いくら品質を声高に叫んでルールや手順をつくっ

ても、それを運用するのは人間です。一番大事なのは我々

の品質に対するマインドを維持・向上させていくことであり、

その教育にも一層力を入れていきます。
200億錠を供給できる体制へ

安定供給力の強化重点戦略2

安定供給力の強化

100
80

2014

155 133

2020

200億錠以上の
自社生産体制確立を目指す

研究開発
人財基盤
財務基盤
組織力

生　産

営　業

品質管理

200

2017 2018 2019 2020

6,730
9,563 7,883

3,765

33,347

40,242 38,407
33,635

生産能力（億錠） 販売数量（億錠）

（年度）

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

25 26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



価値創造戦略  ｜  品質・安全統括／財務担当役員より

グループCQOメッセージ

「自分の家族に勧められる」医薬品を安定供給するべく
品質保証体制に万全を期しています

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

上席執行役員
グループ財務担当役員（グループCFO）
兼 グループ財務部長

櫻井 良樹

グループCFOメッセージ

2020年度は、日本では連続薬価改定の影響や新型コロナウイルス感染症の流行に伴う

受診控えの影響を受けながらも、「プレガバリンOD錠・カプセル」をはじめとした新規収載

品の販売に注力した結果、想定どおりの売上を計上できました。また、ジェネリック医薬品

業界での品質問題が発生しているなか、製造管理・品質管理を厳格に実施することで製品の

品質を最優先にしつつ、原材料の複数購買や、大阪工場を閉鎖して三田西工場へ移管する

等の生産の効率化に取り組みました。これにより、コスト競争力のさらなる強化に加え、

今後の市場シェア拡大を見据えた生産能力の向上を図りました。

米国においては卸・薬局等の統合による買い手の購買力拡大、ジェネリック医薬品の価格

下落、主力ブランド品への競合参入、新型コロナウイルス感染症の流行によるTosymra™の

販売不振による無形資産の減損損失の発生等の経営環境の厳しさが増すなか、Upsher-Smith

と連携し、ジェネリック医薬品、ブランド医薬品双方での上市製品の拡充に取り組みました。

上記の結果、営業利益は前年度比で減少したものの、売上収益では増収を達成しました。

2021年度は、日本では連続薬価改定により、販売単価の下落はあるものの、先発医薬品

の特許切れに伴う新製品の上市により、ジェネリック医薬品の販売数量は引き続き着実に

伸長することが予想されます。一方、米国では、新型コロナウイルス感染症の流行による

マイナス影響等により、引き続き厳しい競争環境が続く可能性もあります。

このような経営環境にあっても、当社は今年度より始まる新たな中期経営計画「START 

2024」のもと、研究開発、生産、信頼性保証、営業等の各部門の力を結集し、日本、米国の

両市場において着実な成長を目指していきます。

毎年の薬価改定に伴う経営環境の悪化から、業界再編が加速していくと予想されています。

また、中期経営計画にも記したように、新規事業や研究開発への積極的な投資を予定して

おり、これらの投資活動を柔軟かつ機動的に行っていくため、Upsher-Smithを含むグロー

バルな環境を意識しながら、引き続き強固な財務基盤の維持・確保に努めます。新型コロナ

ウイルス感染症の流行に対しては、国民の生命、健康の保持に必要不可欠な医薬品の安定

供給体制の維持のため、一定数の在庫を確保しつつ、フリーキャッシュ・フローの改善に

努めてまいりました。

なお、当社は、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%を目処に安定的かつ継続的

な配当を行うことを方針としています。2020年度は、沢井製薬として 1株当たり年間130円

（配当金総額約57億円）を株主の皆さまに還元しました。

長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」の実現に向け
機動的な投資を実行できる財務基盤の構築に努めます

2020年度の業績

2021年度の見通し

投資および株主還元の方針

近年複数のジェネリック医薬品メーカーで不祥事が多発し、ジェネリック医薬品業界全体

の信頼が揺らいでいます。その最大の課題は品質確保です。これは、沢井製薬を中核とする

当グループにとり、事業を進めるうえでの根幹であり、存在意義そのものです。しっかりと

した品質の医薬品を、低価格でかつ安定的に供給することが我々の使命です。

では、沢井製薬は使命達成のために何をすべきでしょうか？　

沢井製薬が提供する医薬品は、自社のみで100%製造している訳ではありません。有効

成分(原薬)はすべて外部調達で、約300成分を国内200か所、海外300か所の製造所

から購入しています。当然、購入する原薬に問題がないことを受入試験で確認し厳しく管理

していますが、それだけではありません。原薬の製造環境や工程・品質管理状況について、

定期的に自社監査員が現地に赴きチェックを行っています。国内はもちろん、海外でも月

5か所・年60か所を5年サイクルで監査を実施しています。

一方、製剤加工は、自社での製造がほとんどを占めます。薬機法で定められたGMP基準や

世界基準であるPIC/S-GMPに準拠して、実際に行った作業を記録し工程管理試験を行い、

正しい手順で求める品質が達成されているかを全製品・全ロット・全工程について逐一確認

しています。また、最後に、最終製品の出荷試験記録および全製造記録を評価することで、

きちんとした品質の製品のみ、医療現場に供給できる品質保証体制を構築しています。

加えて、原薬と同様に、自社６・他社委託先約50の製剤工場についても3年に1度の定期

実地監査を実施しています。

品質確保のためには、この他にもいろいろな取り組みを行っています。承認書と製造実態

の齟齬確認は基本です。GMPで求められる各品目の毎年の品質照査の際はもちろん、

2021年度は一斉自主点検を実施しています。また、ヒューマンエラーによるミスを未然に

防ぐため、作業者には定期的に知識・実技の教育訓練を行うとともに、作業者２名体制で

作業にあたり１次担当者が実施した作業結果を別の担当者が客観的に確認を行い、その

作業が正しく実行され正しく記録が残されているか確認を行っています。さらに、問題が

あればすぐに製造部門から独立した品質保証部門担当者を派遣し、製造現場と協力して

原因究明と対策を行っています。

医薬品は、きちんとした品質の製品を正しく安全に使用して初めて、期待する効果を発揮

します。このため、品質保証・薬事管理以外にも、副作用情報、注意事項等情報(旧添付文書)、

表示事項について、医薬品情報センター等、様々な部門が協力して、正しい情報を適時適正

にお伝えすることにより患者さんや医療機関からの安心と信頼の実現に努力しています。

「医薬品は最後はヒトがつくる」ものです。「良いものをつくる、つくったものは自分の家族

に勧められる」という自信こそ、グループ全体の基本です。この基本に忠実に、グループ

すべての経営陣・従業員は、生命を守る医薬品産業の一員であることの自覚を持ち、「なに

よりも健やかな暮らしの(実現の)ために」安心・信頼いただける品質保証体制の維持・

構築に地道に取り組みます。

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

沢井製薬
● 品質に対する取り組み
紹介動画

グループCQOの寺島からも、ステーク
ホルダーの皆さまへ直接メッセージ
をお届けしています。
https://www.sawai.co.jp/sawai
generics/initiatives/quality_mo
vies/
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