
足元を固めながら、
サワイの強みを活かした
新たな領域にも果敢に
挑戦していきます

2021年度の国内事業は、薬価改定の影響や、他社の供給停止等による限定出荷はありました

が、新製品が売上増に寄与しました。研究開発費の増加でコア営業利益は減少したものの、売上

収益、営業利益ともに前期を上回りました。

一方、米国事業については、競合参入の影響により主要ジェネリック医薬品の売上が大きく減少

したことなどにより、売上収益は前期を下回りました。さらに、多額の減損損失を計上したことで、

営業利益は大幅な赤字となりました。

これらの結果、連結全体の売上収益は売上収益193,816百万円（前期比3.5％増）、コア営業

利益は、26,321百万円（前期比22.7％減）、営業損失は、35,888百万円（前期は18,888百万円の

営業利益）となりました。

売上収益は前期を上回ったものの、米国事業の減損損失により、
営業利益は大幅な赤字となりました

2021年度の
業績総括

サワイグループは2021年に持株会社体制として再スタートを切り、現在、将来に向けた長期

ビジョン「Sawai Group Vision 2030」に沿って経営を進めています。

既存のジェネリック医薬品市場が数量シェア80%時代を迎える一方で、ヘルスケア・医療に

対するニーズの多様化・高度化はますます加速しています。当社はこれを事業機会と捉え“ありたい

企業グループ像”として、「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、社会のなか

で安心して活き活きと暮らせる世界」を創り、人々の健康に貢献し続けることを目指しています。

新体制移行後の1年を振り返りますと、まずは持株会社と事業会社の業務を兼務している多く

の社員の皆さんに、これまでとの違いを理解してもらうことからスタートしました。それぞれの

仕事で今、どの立場で何を発信しているのか、切り替えに苦労した面はありましたが、徐々に整理

がつき、前進しつつあると感じています。

持株会社化の成果のひとつは、ジェネリック医薬品の安定供給に寄与する新しい子会社の設立

です。トラストファーマテック株式会社を設立し、小林化工株式会社の生産設備と人財を譲り受け

ました。沢井製薬株式会社の子会社としてではなく、長年プライドを持って働いてきた方々を

尊重できるかたちで、“兄弟”会社として受け入れることができたのは、持株会社という受け皿を

つくっていたからだと確信しています。もちろん、沢井製薬の製品を製造するに当たっては、これ

からサワイの企業文化や法令遵守意識などの浸透に徹底して取り組んでいかねばなりません。

「Sawai Group Vision 2030」に沿った経営を推進しています新体制1年目を
振り返って

価値創造戦略  ｜  社長メッセージ 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

減損とは、固定資産の帳簿価額を切り下げる会計処理です。通常、固定資産は取得時の価格を

使用年数にわたり費用化（減価償却／償却）しますが、市場や技術の変化といった経営環境の変化

に伴い収益性が低下する等、投資に見合った金額の回収が見込めない場合、臨時的に減損を行い

ます。資産価値の減少分は損失となりますが、キャッシュアウトは発生しません。

当社では、競合他社の参入が続き経営環境が厳しい米国事業の持続的成長のあり方を検討し将

来計画を見直した結果、売上減少や成長率の低下等が見込まれ、米国事業の資産の回収可能価額

が帳簿価額を下回ることが判明し、688億円の減損損失を計上しました。（主な内訳は、のれん399

億円、商標権等無形資産260億円、有形固定資産 29億円です。）

この結果、無形資産の償却費は従来の50億円レベルから、当期は19億円まで軽減される予定

です。（今後の具体的な取り組みについては、P.28のリッチ氏のメッセージもご参照ください。）

減損損失の計上について

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

決算概要 （単位：百万円）

売上収益

コア営業利益

営業利益

税引前利益

為替レート（期中平均）

187,219

34,043

18,888

18,460

12,340

1ドル106円 1ドル112円

153,584

30,258

26,284

–

–

33,635

3,765

△7,396

–

–

193,816

26,321

△35,888

△36,214

△28,269

+3.5%
(+6,597)

△22.7%
(△7,722)

–
(△54,776)

–
(△54,674)

–
(△40,609)

163,841

27,016

32,361

–

–

29,975

△708

△68,249

–

–

前期比
2021年度通期実績2020年度通期実績

日本 米国 日本 米国

親会社の所有者に
帰属する当期利益

※ 日本と米国のセグメント別業績は調整があるため、全体の計数とは一致しない。
※ コア営業利益は、営業利益から非経常的な要因等による損益を除いて算出。
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日々の健康状態の記録・管理、オンライン診療予約・受診、未病・予防対策情報閲覧の機能
を搭載したPHR管理アプリ「SaluDi」を2021年10月にリリース。

管理アプリ「SaluDi」PHR事業

当社グループが今後、持続的に成長していくには、医療保険制度のもとで発展してきたジェネ

リック医薬品事業だけではなく、その事業を核としながらも、製薬業の枠を超えた新たなビジネス

を構築・発展させていく必要があります。どのような事業領域に広げていくべきか、持株会社化に

当たって社内の意見を収集した結果、辿りついたのが、サワイの知見やノウハウが活かせるデジ

タル・医療機器、新薬事業、健康食品の3領域でした。国が目指す未病、予防対策、データヘルス

改革などを通じた健康長寿社会の実現に向け、これら３領域に重点的にリソースを投入してい

ます。各領域の進捗と今後の成長戦略をご説明いたします。

グループの持続的な発展に向けた新たな成長領域開拓への取り組み新規事業の進捗

米国事業においては、先述のように競合参入の影響により主要ジェネリック医薬品の売上が

大きく減少するとともに、米国セグメントの将来計画を見直した結果、大きな減損損失を計上

することとなりました。事業の責任者として、特に株主の皆さまに対しては、心よりお詫び申し上げ

ます。今後、私の責務として事業の建て直しと早期黒字化に向けた戦略を実行してまいります。

サワイグループが、米国で100年以上の歴史を持つジェネリック医薬品メーカー、Upsher-Smith

を買収し、世界最大の医薬品市場に本格進出したのは、2017年でした。以来、Upsher-Smith

はグループの一員としてその一翼を担い、サワイグループのグローバル展開に貢献してきま

した。

しかし、近年、米国のジェネリック市場では卸・薬局等の統合により3大購買グループの

シェアが約90%を占めており、また、米国食品医薬品局(FDA）による医薬品簡略承認申請

(ANDA)承認件数が高い水準を記録するなかで、インドのジェネリック企業との厳しい価格競争

が起きています。そこで事業の建て直しに当たっては、彼らと正面から戦わなくてもよい付加

価値の高い製品やビジネスモデルにシフトするとともに、研究・生産・販売などの各部門にも

メスを入れ、コスト削減を実現することで、早期の黒字化を目指します。

生産部門では、コロラド州にあるデンバー工場から、ミネソタ州メープルグローブにある本社と

隣接する新工場への製品移管を進めています。新工場への生産統合によって、オペレーティング

コストの圧縮と、品質と効率のさらなる向上が実現し、利益への貢献が見込まれます。また、

コスト面から原薬調達先の見直しにも取り組みます。

製品の上市につきましては、費用対効果を従来以上に厳しく精査し、確実に利益が上がるも

のに絞っていく考えです。さらに開発についても、自社開発から、アメリカに向けてすでに開発を

進めている世界中の企業との連携に軸足を移し、成功報酬型の取引構造とすることで、開発リス

クの低減に取り組みます。

なお、新たなマネジメント体制として、CEOに大手商社の出身で海外でのキャリアも長い執行

役員の中岡卓氏が就任しました。今後はUpsher-Smithのノウハウを尊重するだけでなく、

当社が戦略と方針について今までよりも深く関与してリーダーシップを発揮していきます。新規

開発品の方向性などについては、我々主導で同社の経営陣と真剣に討議しており、判断と結果

の責任を明確にしながら、取り組んでいきます。

高付加価値化と、コスト削減などの施策で早期の黒字化を目指します米国事業の再構築

価値創造戦略  ｜  社長メッセージ

デジタル・医療機器事業は事業化に向けて順調に進捗しています。2021年1月に、沢井製薬は

片頭痛・うつ病向けの非侵襲型のニューロモデュレーション機器について、イスラエルのNeurolief

社と日本における独占開発販売契約を結びました。電磁波で片頭痛を治す医療機器は、薬剤

治療不能な患者さんに対する新たな治療手段となるものです。すでにアメリカでは販売されて

いますが、日本では今までになく、中枢神経系領域の医師から大きな期待が寄せられています。

2022年中に承認申請を行いますが、承認されれば、在宅で使用できる日本で唯一のニューロ

モデュレーション機器となります。2024年の上市を計画しています。

また、2021年10月には、日々の健康状態の記録・管理、オンライン診療予約、未病・予防対策

情報閲覧の機能を搭載したPHR（パーソナルヘルスレコード）管理アプリ「SaluDi」をリリースしま

した。こちらは、すでに病院や薬局など幅広いお客様に高い関心を持っていただいています。

さらに、多くの医療機関から、オンライン診療・服薬指導などのほか、幅広いビジネスに活用できる

のではないかと引き合いが寄せられており、自治体からも「市民の健康維持のために活用したい」

とお声がけいただいています。2022年4月からは、東京大学などと共同で、特定検診から受診

勧奨、行動変容へと結びつけるビジネスモデルの構築を目指した実証実験を進めています。

サワイの取り組みを活かした差別化の１つが健康関連情報の提供です。2008年より沢井製薬で

運営している健康情報サイト「サワイ健康推進課」にもアクセスできるようにしています。サワイ

健康推進課は、具体的な疾患や症状などはもちろん、日々の体調不良に対する改善方法の提案や

美容・ダイエットなど、より幅広い方のニーズを満たす情報提供サイトで、月間平均PV数は

250万以上と多くの方にご覧いただいています。また、薬局などに無償で提供している血圧手帳

のデータを取り込んで血圧管理することも可能になりました。

「SaluDi」が、かかりつけ薬局や医療機関とデータが共有され、さらに、オンライン診療やオン

ライン服薬指導に活用されるようになれば、医療機関側に感じていただけるメリットも大きくな

ります。現在、アプリの基礎的な部分は無料で提供していますが、今後さらにサービス・内容を

充実させて、新たなビジネスとして成立させていきたいと考えています。

希少疾病用医療薬をターゲットにした新薬事業につきましては、ALS治療薬の米国での上市を

目指して臨床試験に向けて準備中です。また、社内の評価体制を強化し、継続してパイプラインの

拡充を検討中です。

健康食品については、すでに商品開発を終え、消費者庁へ機能性表示食品として届出を行い、

受理されています。費用対効果が高いネット媒体を販路として、テストマーケティングに向けた

準備を進めています。この分野で私たちは後発ですが、生活習慣病の治療薬は沢井製薬が最も

得意とする領域ですので、「サワイが開発しているなら安心だ」という信頼感を強みに展開して

いきたいと考えています。

主な機能

※ SaｌuDiはインテグリティヘルスケア社のSmart One Healthを、沢井製薬ブランドとしてOEM提供

●  疾患情報
●  「サワイ健康推進課」
の情報

① 健康関連情報の提供

●  外部の測定機器と連携し自動入力
●  食事写真、検査データ、お薬手帳も管理

② データ（PHR）の記録、可視化

● 医療機関と患者さんとのメッセージ交換機能
● 医療機関と連携して患者さんをサポート可能

③ コミュニケーションツール

●  記録したPHR（Personal Health Record）
を医療機関と連携したうえで診療が可能

④ オンライン診療との連携

糖尿病手帳や血圧手帳の形で
PDFを保存すれば、メール添付
や印刷しての持ち運びなど、便利
にご活用いただけます。

共有したデータについ
て、医師とコミュニ
ケーションを取ること
ができます。

メッセージ機能 PDF・CSV出力

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

日本事業においては、第二九州工場新固形剤棟建設、小林化工の資産譲受といった成長投資

を実施いたしました。これらは当社の将来利益、ROE向上が期待できる投資であるとともに、

投資判断に当たっては資本効率を考慮した意思決定を行っています。

当社では、一定以上の投資案件については、NPVやIRRを指標としたROIが資本コストを

上回ることを原則にグループ投資委員会で慎重な審議を経た後、取締役会で経営判断がなされ

ます。株主資本だけでなく負債も活用するため、資本コストの算定に当たってはWACC（現時点

では約4%）を使用しています。ただし、投資効率のみならず、企業理念や社会性の観点も踏まえ

中長期的に企業価値向上に資する場合は、投資決定の経営判断をすることもあります。また、

定期的に資本コストと各投資案件の状況を見直し、当初の想定を下回ることが明白になった

場合は撤退をも視野に入れた厳格な投資判断・経営管理を日本事業のみならず、米国事業・

新規事業ともに行う仕組みにしています。

資本コストと企業価値向上を踏まえた投資判断・経営管理を行っています投資判断

当社グループでは、ジェネリック医薬品の提供によって医療費負担を軽減し、医療費の増大と

いう社会課題の解決に貢献しています。2021年度は、日本で3,382億円、米国で994億円の

医療費節減に寄与しました。国内で沢井製薬の医薬品販売数量は、全医療用医薬品の約8％を

マテリアリティに基づいたサステナビリティを推進し、
様々なステークホルダーとの長い信頼関係を築いていきます

サステナビリティ
への取り組み

当社グループが今後、持続的に成長していくには、医療保険制度のもとで発展してきたジェネ

リック医薬品事業だけではなく、その事業を核としながらも、製薬業の枠を超えた新たなビジネス

を構築・発展させていく必要があります。どのような事業領域に広げていくべきか、持株会社化に

当たって社内の意見を収集した結果、辿りついたのが、サワイの知見やノウハウが活かせるデジ

タル・医療機器、新薬事業、健康食品の3領域でした。国が目指す未病、予防対策、データヘルス

改革などを通じた健康長寿社会の実現に向け、これら３領域に重点的にリソースを投入してい

ます。各領域の進捗と今後の成長戦略をご説明いたします。

占め（当社分析）、わが国の医療に不可欠な社会インフラとしての役割も果たしています。

こうした本業を通じた価値創造を主軸に、ステークホルダーとの関係において、ESG（環境、

社会、ガバナンス）の課題に対しても真摯に取り組むことが、当社グループの持続的成長の基盤

です。このたび、当社グループでは、医療アクセスの向上、医療財政や健康寿命延伸への貢献と

いった「価値創造につながるマテリアリティ」と、環境に配慮した事業、働き方・働きがい・人権

尊重、コーポレートガバナンスといった「持続的成長の基盤となるマテリアリティ」を設定しました。

この両軸で今後、サステナビリティを推進していきます。

サステナビリティのなかでは特に「人」に関わる部分を重視しています。企業の最大の財産は

「人」であり、当社の強みもそこに行きつくからです。当社の社長に就任し、私自身が大切にして

いるのは、社員が活き活きと仕事ができる会社、仕事に夢を感じられる会社を創りたいという想い

です。2030年に向けた長期ビジョン策定では、中堅・若手の社員を集めて策定プロジェクトに

参加してもらい、ゼロベースで闊達な議論を行いました。今後もできるだけ双方向のコミュニ

ケーションを取りながら、誰もがやりたい仕事に手を挙げられ、面白い仕事にチャレンジできる

仕組みづくりをしていきたいと考えています。その前提として、女性の管理職が8%に届いて

おらず、国内の社員のほとんどが日本人であるなどの現状を変えていくために、ダイバーシティ

の推進の取り組みが必要だと考えています。

企業は様々なステークホルダーとの長い信頼関係を築けてこそ、サステナビリティが実現し

ます。サワイが培ってきた誠実でオープンな企業カルチャーを様々なステークホルダーに伝え、

協働することで、ともにイノベーションを起こし、当社グループが目指す「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」を目指してまいります。

価値創造戦略  ｜  社長メッセージ 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

デジタル・医療機器事業は事業化に向けて順調に進捗しています。2021年1月に、沢井製薬は

片頭痛・うつ病向けの非侵襲型のニューロモデュレーション機器について、イスラエルのNeurolief

社と日本における独占開発販売契約を結びました。電磁波で片頭痛を治す医療機器は、薬剤

治療不能な患者さんに対する新たな治療手段となるものです。すでにアメリカでは販売されて

いますが、日本では今までになく、中枢神経系領域の医師から大きな期待が寄せられています。

2022年中に承認申請を行いますが、承認されれば、在宅で使用できる日本で唯一のニューロ

モデュレーション機器となります。2024年の上市を計画しています。

また、2021年10月には、日々の健康状態の記録・管理、オンライン診療予約、未病・予防対策

情報閲覧の機能を搭載したPHR（パーソナルヘルスレコード）管理アプリ「SaluDi」をリリースしま

した。こちらは、すでに病院や薬局など幅広いお客様に高い関心を持っていただいています。

さらに、多くの医療機関から、オンライン診療・服薬指導などのほか、幅広いビジネスに活用できる

のではないかと引き合いが寄せられており、自治体からも「市民の健康維持のために活用したい」

とお声がけいただいています。2022年4月からは、東京大学などと共同で、特定検診から受診

勧奨、行動変容へと結びつけるビジネスモデルの構築を目指した実証実験を進めています。

サワイの取り組みを活かした差別化の１つが健康関連情報の提供です。2008年より沢井製薬で

運営している健康情報サイト「サワイ健康推進課」にもアクセスできるようにしています。サワイ

健康推進課は、具体的な疾患や症状などはもちろん、日々の体調不良に対する改善方法の提案や

美容・ダイエットなど、より幅広い方のニーズを満たす情報提供サイトで、月間平均PV数は

250万以上と多くの方にご覧いただいています。また、薬局などに無償で提供している血圧手帳

のデータを取り込んで血圧管理することも可能になりました。

「SaluDi」が、かかりつけ薬局や医療機関とデータが共有され、さらに、オンライン診療やオン

ライン服薬指導に活用されるようになれば、医療機関側に感じていただけるメリットも大きくな

ります。現在、アプリの基礎的な部分は無料で提供していますが、今後さらにサービス・内容を

充実させて、新たなビジネスとして成立させていきたいと考えています。

希少疾病用医療薬をターゲットにした新薬事業につきましては、ALS治療薬の米国での上市を

目指して臨床試験に向けて準備中です。また、社内の評価体制を強化し、継続してパイプラインの

拡充を検討中です。

健康食品については、すでに商品開発を終え、消費者庁へ機能性表示食品として届出を行い、

受理されています。費用対効果が高いネット媒体を販路として、テストマーケティングに向けた

準備を進めています。この分野で私たちは後発ですが、生活習慣病の治療薬は沢井製薬が最も

得意とする領域ですので、「サワイが開発しているなら安心だ」という信頼感を強みに展開して

いきたいと考えています。

マテリアリティ

医療財政への貢献

人財育成

健康寿命延伸への貢献

医療アクセスの向上
製品の品質・安全性
安定供給
充実した情報提供
付加価値の高いジェネリック医薬品開発
未病・予防を含むより広いヘルスケア領域に
事業拡大
経営人財の育成

価値創造につながるマテリアリティ

環境に配慮した事業

働き方・働きがい・
人権尊重

コーポレート
ガバナンス

気候変動への対応
リサイクル推進・廃棄物の抑制
水の使用削減
生物多様性
ワークライフバランスの実現
安全で衛生的な職場環境の実現
ダイバーシティの推進
リスクマネジメント・コンプライアンスの強化
ステークホルダーエンゲージメント
贈収賄・腐敗防止
サプライチェーンマネジメント/
公正・透明な取引の推進
情報セキュリティの強化

持続的成長の基盤となるマテリアリティ

価値創造に
つながる
マテリアリティ

持続的成長の
基盤となる
マテリアリティ

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
関
心

非常に
高い

非常に
高い

高い
自社にとっての重要度
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