
ジェネリック医薬品の
リーディングカンパニーとして、
高品質な医薬品を安定的に
お届けし続けます

日本事業
（沢井製薬）

増産で需要増に対応、新製品の売上寄与で
売上収益は前期を上回りました

2021年度の国内ジェネリック医薬品事業は、薬価改定

や他社の供給停止等による限定出荷があったものの、

2020年度新製品の売上増などにより、国内売上収益は

163,841百万円（前期比6.7%増）となりました。新製品

開発のための研究開発費が増加しコア営業利益は27,016

百万円（前期比10.7%減）となりましたが、小林化工株式

会社の生産活動に関わる資産を譲り受け、負ののれん発生

益を計上したことで、営業利益は32,361百万円（前期比

23.1%増）となりました。

市場の需要増に対しては、夜間休日労働等で増産の

努力を続けた結果、生産数量は2020年度に比べて約9％

増の151億錠(委託生産含む)となりました。それでも、

医療機関の皆さまからのご要望のすべてにはお応えできず、

限定出荷を継続せざるを得ない状況が続きましたが、

2022年4月には57品目の限定出荷を解除し、市場在庫の

偏りも解消されつつあります。

国内ジェネリック医薬品の安定供給に向けて
グループでの増産体制に道筋をつけました

沢井製薬では市場からの要望に応えるため、国内ジェネ

リック医薬品市場におけるシェア拡大と安定供給力の強化

に取り組んでいます。また、2030年度に向けたグループ

の長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」では、230億

錠以上の自社生産能力を目標に掲げており、2021年度は

その目標達成に向けて大きな進展があった1年でした。

2021年10月に第二九州工場における新固形剤棟の投資

を決定したのに続き、2022年3月には、小林化工の生産

設備を譲り受け、４月に小林化工の出身者が入社された

ことでトラストファーマテック社が本格的に始動しました。

同社は７つの製造研究施設と年間約30億錠の生産能力

を有しており、2023年4月の初出荷を予定しています。

2023年度以降、トラストファーマテックと第二九州工場

新棟が順次稼働することで、グループとして国内医薬品

メーカーでトップとなる210億錠程度の生産体制が整う

見込みとなりました。トラストファーマテックには、沢井

製品の中でもできるだけ数量の多い製品を製造する予定で、

すでに7品目程度の製造を同社に委託をする計画で進め

ています。同社には、当社から見て魅力的な設備や新しい

設備があり、優秀な人財もたくさんいます。特に製剤開発

などの開発力は高く、同社が当社グループに入ったメリット

は大きいと考えています。

2022年度の生産計画については、当社の既存6工場に

おいて、包装単位の統一による生産効率化の工夫を重ね

ながら、人員増などによる増産で約165億錠(委託生産含む)

を見込んでいます。さらに今後も業界の再編・集約化を

見据え、自社工場の建設、生産委託先の確保、他社工場の

買収などあらゆる手段を講じることで、他社の追随をゆる

さない圧倒的な生産能力の実現を目指してまいります。

供給力アップにおける最大の課題は、「人」の確保と教育

です。資金を投じることで設備の生産能力は上がりますが、

それを稼働するのは言うまでもなく「人」だからです。トラ

ストファーマテックと沢井製薬とは別会社ですが、サワイ

の製品を生産する以上は、社員には、当社の工場や社員

と同じ目線で、何のために製品をつくっているのかという

フィロソフィーはもちろん、社会貢献や法令遵守への意識

を同レベルに持っていってもらわねばなりません。

初出荷までの期間、当社では、同社社員に対して当社の

工場と同等の生産活動ができるよう座学と実地の研修を

実施します。工場で実際にモノづくりをしながら、サワイ

基準の生産方法について習得してもらいます。

しかし、研修を通じて身に付く知識やスキルとは違い、何

をやりがいに仕事をするのかといった仕事観は、一朝一夕

には身に付くものではありません。沢井製薬では、「なにより

も患者さんのために」という企業理念の浸透活動を15年継

続しています。また、各工場でも長年、業務改善活動に自主

的に取り組んでいます。企業文化とは、そのように時間を

かけて定着していくものであり、トラストファーマテックに

おいても同様に、長期的な取り組みが必要と考えています。
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グループの長期ビジョンでは、国内ジェネリック医薬品

市場の当社シェアを現在の約16％から20%以上とするこ

とを目標にしています。この目標を達成するには、新製品開

発の強化が欠かせません。特に単独上市品をはじめ、競争

優位な品目の投入が重要なカギとなります。

2021年度は、競争優位品目6製品をはじめ、32製品を

発売しました。2022年度以降も、サワイの研究開発力を活

かした高難易度の製剤開発などによって、競争優位に立

てる新製品をしっかりと出し、適正な価格で販売する地道

な努力を続けていきます。競争の少ない品目になるほど

供給責任が重くなりますが、安定供給を第一にしながら

チャレンジを続けてまいりたいと考えています。

さらに、当社では毎年、多くの製品を世に出していく過程

で、様々な技術の開発や特許取得を行っています。そう

いった活動を通じて獲得した「より飲み心地が良いと感じ

られる技術」や「より効率的に製造できる技術」などの薬に

付加価値をプラスするオリジナルな製剤技術を「SAWAI 

HARMOTECH®(サワイ ハーモテック)」と名付け、コーポ

レートサイト上で情報公開を始めました。

当社の技術を少しでも知っていただくために、今後も研

究開発や関連する情報を積極的に開示していきたいと考え

ています。

当社では従来から、製造や品質に関する情報公開に注力

してきましたが、2021年度からはさらに一歩踏み込んだ開

示に取り組んでいます。5月には、コーポレートサイトに「品

質管理に関する開示」ページを追加し、当社の品質や

GMP、製造プロセスの紹介を始めました。冊子版も医療機

関でお配りしています。また、6月には、医療関係者向け総

合情報サイトで、製剤製造企業に関する情報と原薬製造所

の監査に関する情報の公開も始めました。医療関係者の皆

さまに当社製品を安心して使っていただけるよう、業界に

先駆けて公開することにしたものです。

ジェネリック医薬品業界が信頼を回復するためは、品質

に関して何を改善し、どんな計画を立て、結果がどうなった

のか、すべてを公開することが重要です。当社では情報公

開においても、業界のリーディングカンパニーとしての責務

を果たしてまいります。

「なによりも患者さんのために」という企業理念のもと、

少しでも早く患者さんや医療従事者に高品質なジェネリッ

ク医薬品をお届けすることが、当社の使命です。供給につ

いては、長期的な増産体制が整いつつありますが、すべて

の制限解除に向けて、今後、生産部門・営業部門一体となっ

て取り組み、皆さまの期待にお応えしていくべく努力してま

いります。

価値創造戦略  ｜  事業による価値創造

グループ全体でサワイの生産品質と企業文化を
しっかりと継承していきます

日本事業のSWOT分析

Strength　強み Weakness　弱み

Opportunities　機会 Threats　脅威

●  国内有数の供給力
●  独自の製品開発力
●  トップメーカーとしての知名度・
ブランド力

●  安定した財務基盤
●  企業理念に基づく社員の誠実さ

●  需要急増に伴う従業員の育成・
確保に時間がかかる

●  赤字でもシェア上位の品目が
多く、販売中止の経営判断が
困難

●  ジェネリック医薬品業界の再
編機運

●  高齢化の進行による需要拡大
●  ヘルスケア・医療環境ニーズ
の多様化・高度化

●  毎年薬価改定等による薬価引
き下げ

●  ジェネリック医薬品全体に対す
る信頼低下

●  AGの発売増
●  先進国の中では低い成長率
●  為替変動、インフレによる原薬・
資材コストの上昇
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2022年度は、薬価改定の影響はあるものの、新製品

などの売上により、売上収益、コア営業利益とも増加を見

込んでいます。

代表取締役副会長
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第二九州工場
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オリジナル製剤技術を活用した新製品開発を
進めます

沢井製薬では市場からの要望に応えるため、国内ジェネ

リック医薬品市場におけるシェア拡大と安定供給力の強化

に取り組んでいます。また、2030年度に向けたグループ

の長期ビジョン「Sawai Group Vision 2030」では、230億

錠以上の自社生産能力を目標に掲げており、2021年度は

その目標達成に向けて大きな進展があった1年でした。

2021年10月に第二九州工場における新固形剤棟の投資

を決定したのに続き、2022年3月には、小林化工の生産

設備を譲り受け、４月に小林化工の出身者が入社された

ことでトラストファーマテック社が本格的に始動しました。

同社は７つの製造研究施設と年間約30億錠の生産能力

を有しており、2023年4月の初出荷を予定しています。

2023年度以降、トラストファーマテックと第二九州工場

新棟が順次稼働することで、グループとして国内医薬品

メーカーでトップとなる210億錠程度の生産体制が整う

見込みとなりました。トラストファーマテックには、沢井

製品の中でもできるだけ数量の多い製品を製造する予定で、

すでに7品目程度の製造を同社に委託をする計画で進め

ています。同社には、当社から見て魅力的な設備や新しい

設備があり、優秀な人財もたくさんいます。特に製剤開発

などの開発力は高く、同社が当社グループに入ったメリット

は大きいと考えています。

2022年度の生産計画については、当社の既存6工場に

おいて、包装単位の統一による生産効率化の工夫を重ね

ながら、人員増などによる増産で約165億錠(委託生産含む)

を見込んでいます。さらに今後も業界の再編・集約化を

見据え、自社工場の建設、生産委託先の確保、他社工場の

買収などあらゆる手段を講じることで、他社の追随をゆる

さない圧倒的な生産能力の実現を目指してまいります。

供給力アップにおける最大の課題は、「人」の確保と教育

です。資金を投じることで設備の生産能力は上がりますが、

それを稼働するのは言うまでもなく「人」だからです。トラ

ストファーマテックと沢井製薬とは別会社ですが、サワイ

の製品を生産する以上は、社員には、当社の工場や社員

と同じ目線で、何のために製品をつくっているのかという

フィロソフィーはもちろん、社会貢献や法令遵守への意識

を同レベルに持っていってもらわねばなりません。

初出荷までの期間、当社では、同社社員に対して当社の

工場と同等の生産活動ができるよう座学と実地の研修を

実施します。工場で実際にモノづくりをしながら、サワイ

基準の生産方法について習得してもらいます。

しかし、研修を通じて身に付く知識やスキルとは違い、何

をやりがいに仕事をするのかといった仕事観は、一朝一夕

には身に付くものではありません。沢井製薬では、「なにより

も患者さんのために」という企業理念の浸透活動を15年継

続しています。また、各工場でも長年、業務改善活動に自主

的に取り組んでいます。企業文化とは、そのように時間を

かけて定着していくものであり、トラストファーマテックに

おいても同様に、長期的な取り組みが必要と考えています。

今後3カ年の新製品の発売計画

製造や品質に関する情報開示に注力し
ジェネリック医薬品への信頼回復をリード

グループの長期ビジョンでは、国内ジェネリック医薬品

市場の当社シェアを現在の約16％から20%以上とするこ

とを目標にしています。この目標を達成するには、新製品開

発の強化が欠かせません。特に単独上市品をはじめ、競争

優位な品目の投入が重要なカギとなります。

2021年度は、競争優位品目6製品をはじめ、32製品を

発売しました。2022年度以降も、サワイの研究開発力を活

かした高難易度の製剤開発などによって、競争優位に立

てる新製品をしっかりと出し、適正な価格で販売する地道

な努力を続けていきます。競争の少ない品目になるほど

供給責任が重くなりますが、安定供給を第一にしながら

チャレンジを続けてまいりたいと考えています。

さらに、当社では毎年、多くの製品を世に出していく過程

で、様々な技術の開発や特許取得を行っています。そう

いった活動を通じて獲得した「より飲み心地が良いと感じ

られる技術」や「より効率的に製造できる技術」などの薬に

付加価値をプラスするオリジナルな製剤技術を「SAWAI 

HARMOTECH®(サワイ ハーモテック)」と名付け、コーポ

レートサイト上で情報公開を始めました。

当社の技術を少しでも知っていただくために、今後も研

究開発や関連する情報を積極的に開示していきたいと考え

ています。

当社では従来から、製造や品質に関する情報公開に注力

してきましたが、2021年度からはさらに一歩踏み込んだ開

示に取り組んでいます。5月には、コーポレートサイトに「品

質管理に関する開示」ページを追加し、当社の品質や

GMP、製造プロセスの紹介を始めました。冊子版も医療機

関でお配りしています。また、6月には、医療関係者向け総

合情報サイトで、製剤製造企業に関する情報と原薬製造所

の監査に関する情報の公開も始めました。医療関係者の皆

さまに当社製品を安心して使っていただけるよう、業界に

先駆けて公開することにしたものです。

ジェネリック医薬品業界が信頼を回復するためは、品質

に関して何を改善し、どんな計画を立て、結果がどうなった

のか、すべてを公開することが重要です。当社では情報公

開においても、業界のリーディングカンパニーとしての責務

を果たしてまいります。

「なによりも患者さんのために」という企業理念のもと、

少しでも早く患者さんや医療従事者に高品質なジェネリッ

ク医薬品をお届けすることが、当社の使命です。供給につ

いては、長期的な増産体制が整いつつありますが、すべて

の制限解除に向けて、今後、生産部門・営業部門一体となっ

て取り組み、皆さまの期待にお応えしていくべく努力してま

いります。
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過去3カ年の新規発売品目の売上収益（百万円）

https://www.sawai.co.jp/medicine/sawaigenerics/research/sawai_harmotech/

「SAWAI HARMOTECH®」

President & COO, Upsher-Smith Laboratories, LLC

Rich Fisher

販売・生産・調達・開発などの全業務を
徹底的に見直し売上と利益の拡大に
取り組みます
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米国事業のSWOT分析

Strength　強み Weakness　弱み

Opportunities　機会 Threats　脅威

●  米国内の製造拠点から安定し
た質の高い供給ができること

●  大手卸との強固な関係性
●  従業員エンゲージメントの高さ

●  自社開発力の不足

●  先進国でありながら人口増を
続ける市場

●  世界市場の約40%を占める市
場規模

●  低品質製品を供給する競合企
業起因の供給混乱・途絶

●  コスト競争力に勝るインド企業
との競争激化

●  3大購買グループへの統合によ
る継続的な価格下落
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3,259

18,153

2,010
2019 2020 2021 （年度）

売上収益／コア営業利益
売上収益 コア営業利益

50,000

（百万円）

　2022年4月7日付でUpsher-Smithの社長兼COOに

就任いたしましたリッチ・フィッシャーです。2021年度に

Upsher-Smithが多額の減損損失を計上したことにつき

ましては、サワイグループホールディングスの株主の皆さま

には、心よりお詫び申し上げます。今後のUpsher-Smith

の事業戦略として、2022年度には以下の3つの課題に取り

組んでまいります。

1. 売上収益安定に向けた施策
　世界最大の医薬品市場である米国におけるジェネリック

医薬品の競争環境は非常に厳しく、Upsher-Smithの主要

製品も競合他社の参入により大きな影響を受けてきました。

そこで、既存ジェネリック医薬品の価格下落による売上減少

を補うため、「Zembrace」等のUpsher-Smithのブランド

製品の販売による売上と利益の増加に注力していく予定

です。また、2021年度に上市したイソトレチノインなど、

参入障壁の高いジェネリック医薬品についても、Upsher- 

Smithは利益と売上の拡大を追求してまいります。

2. コスト圧縮策
　生産機能の集約を目的としてミネソタ州の本社近くに

建設した新工場については、2021年度に売却したデン

バー工場からの製品移管や、従来外注していた製品を自社

で内製化することにより、年間10百万ドル以上の効率化

を見込んでいます。また、原薬の調達ソースの見直し・強化

による原価率の低減に加え、社内で取り得る構造改革も

含め、あらゆる手段を講じてコスト低減を図っていきます。

3. 開発戦略について
　社内構造改革の一環として、研究開発機能の改革を

実施し、医薬品の製剤化に関する社外のリソースを活用

する体制としました。この新しい体制により、研究開発費

用を圧縮するとともに、成功報酬型の取引構造にすること

により、ポートフォリオのリスク軽減につなげていきます。     

　Upsher-Smithは、1919年の創業以来、最も困難な時期

に直面していますが、スペシャリティ・ジェネリック企業と

して成長し、サワイグループの業績に持続的に貢献していく

所存ですので、皆さまのご理解とご支援をお願いいたします。
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