
私達は 人々の健康に貢献します
私達は こころの笑顔を大切にします

健康に貢献するすべてのものを通じて
こころの笑顔を支える

東和薬品グループは、優れた製品とサービスを創造することによって、人々の健康に貢献します。

そして私達の企業活動を通して、

患者様、医療関係者の皆様、地域社会をはじめとするすべての方々にこころから喜ばれ、

求められる企業を目指していきます。

企業理念

人々の健康こころの笑顔

東和薬品統合報告書は、株主・投資家をはじめとするステークホルダーの皆様に、当社グループの企業
価値向上に向けた取り組みをお伝えすることを目的に発行しています。今回は価値創造プロセスとトップ
メッセージにおいて当社の価値創造ストーリーをお伝えするとともに、2021年5月に策定しました第5期
中期経営計画 2021-2023「PROACTIVE Ⅱ」を通じた企業理念実現への取り組みについてご説明して
います。ステークホルダーの皆様のご意見やご関心にお応えできるよう内容の充実に努めてまいります。
忌憚のないご意見を賜りますようお願いいたします。

東和薬品グループ連結（一部、国内連結・単体の数字を含む）

2021年3月期（2020年4月～2021年3月） 
※財務情報は2021年3月末時点。一部2020年3月以前、2021年4月以降の取り組みも報告しています。

国際統合報告評議会（IIRC）「国際統合報告フレームワーク」　経済産業省「価値協創ガイダンス」

当報告書の記載内容のうち、歴史的事実でないものは将来に関する見通し及び計画に基づいた将来予測
です。これらの将来予測には、リスクや不確定な要素等の要因が含まれており、実際の成果や業績等は記載
の見通しとは異なる場合があります。

東和薬品のあゆみと今の姿
1　企業理念
2　目次・編集方針
3　これまでのあゆみ
5　東和薬品が応える社会課題
7　東和薬品の強み

東和薬品の価値創造
9  　特集1　品質管理と安定供給
11　特集2　海外市場への取り組み
13　財務ハイライト・非財務ハイライト
15　トップメッセージ
21　東和薬品の価値創造プロセス
23　東和薬品を取り巻く外部環境
24　東和薬品の資本
25　前中期経営計画の振り返り
26　新中期経営計画
30　東和薬品グループの目指していく事業

事業を支える基盤
31　ガバナンス
35　リスクマネジメント
36　リスク情報
37　コンプライアンス
38　社外取締役メッセージ
39　役員紹介
40　社会
46　環境

財務・企業データ
47　11ヵ年財務サマリー
49　 経営者による財政状態、経営成績及び

キャッシュ・フローの状況の分析
51　企業データ

I N D E X

編 集 方 針

対 象 範 囲

対 象 期 間

参照ガイドライン

見通しに関する 
注 意 事 項
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2020年度
連結売上高

1,549 億円

第1次成長期　創業～2001年度 第2次成長期　2002～2020年度

第3次成長期
2021年度～

これまでのあゆみ

［ 連結売上高推移 ］

会社の歴史

ジェネリック医薬品使用促進策に基づく取り組みの歴史

　当社は1951年に創業して以来、70年にわたってジェネリック 
医薬品の研究開発・製造・販売に取り組んできました。「安定
供給」「品質確保」「情報提供」を充実しながら、「飲みやすく、
扱いやすい」、工夫した医薬品の研究開発に引き続き注力する
一方で、世界中の患者様へ東和薬品グループの付加価値製剤
を提供するための体制づくりや、新しい医療体制に対応した
健康関連事業の創出に取り組んでいます。

吉田逸郎が代表取締役社長に就任

新社屋完成

中央研究所完成

創業 付加価値製剤を上市

一般用医薬品販売開始 ジェイドルフ製薬（株）子会社化

OTCから医療用医薬品の
製造販売へ転換

「RACTAB技術」
確立

1951 20001996

新規市場への進出のため
スペインのPensa 
Investments, S.L.を子会社化
現商号：Towa Pharma 
International Holdings, S.L.

2019

1997

大地化成（株）子会社化

グリーンカプス製薬（株）設立

2010

2016

1998

1957 2003

東証一部上場2004

新規事業の創出のためTIS株式会社
と合弁会社Tスクエアソリューションズ

（株）を設立
2018

1965 2004

生産体制
140億錠

生産能力
115億錠

ジェネリック医薬品数量シェア政府目標
2007

2012年度までに
30％以上

2013
2018年度末までに

60％以上

2015
2017年央に70％以上、2020年度末の

なるべく早い時期に80％以上

2017
2020年9月までに

80％以上

※年表記は年度

生産能力
75億錠

生産能力
85億錠

生産体制
140億錠

生産能力
110億錠

生産体制
140億錠

生産能力
105億錠

生産体制

大阪

山形

岡山

1977 2005 2013

2012 2016

2012 2017

2017

2017

1983 1995 1996

1981

1998 2008

大阪工場
完成 新大阪工場（現大阪工場）完成 大阪工場　

倉庫・試験エリア拡大

西日本物流センター・
第二固形製剤棟完成 第二固形製剤棟増築

山形工場・東日本
物流センター完成

（生産能力25億錠）

（生産能力25億錠）

新東日本物流
センター完成

（移転）

（生産能力35⇒50億錠）（生産能力25⇒35億錠）

固形製剤棟の改築岡山工場
完成

包装棟
完成

製剤棟
増築

大阪第二工場
完成

メクト（株） 
東北工場買収

山形工場 
建設計画開始

固形製剤棟改装・
第二固形製剤棟完成

（生産能力25⇒35億錠）
生産体制65億錠となり、
2019年以降順次設備増強

東和式販売体制へ
営業所（2021年10月現在）　71拠点

2017年 広域卸2社との協業を開始

代理店（2021年10月現在）　31社59拠点
2011

東和式直販体制販売体制
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東和薬品が応える
社会課題

　世界でも高い充実度を誇る、日本の国民皆保険制度。この
制度を維持していくには、一人ひとりが医療費を節約しな
ければなりません。その点、「ジェネリック医薬品を選ぶ」こと
は、誰もが簡単にできる節約法であり、身近なところでできる
社会貢献の一つです。当社では、ジェネリック医薬品事業をコア
事業としつつ、人々の健康に貢献する関連事業を創出して
いくことで、社会課題に応えていきます。

　日本は高齢化と医療の高度化を背景に、医療費は毎年約1兆円の
ペースで増え続けています。厚生労働省の試算では、2025年には60兆
円を超えると予測されています。一方で、保険料や税金等を支える労働
人口が減少していることから、制度設計の前提が崩れかけています。
このまま試算通りに医療費が膨らみ続けると、今まで当たり前に受けら
れた医療が受けられなくなったり、窓口負担や税金が上がったりという
事態が想定されます。今後、国民皆保険制度を維持していくため、医療
費の増大に歯止めをかけることが欠かせません。

　当社では、「ひとりでも多くの患者様に役立ちたい」という思いのもと、
医療現場からの声やご要望に応えて改良を加え、付加価値のあるジェネ
リック医薬品を提供しています。さまざまな疾患領域をカバーするため、
ラインナップしている医薬品は750品目以上を数えます。また、安心・安全
なジェネリック医薬品をお届けするため、原薬にもこだわった製品づくりを
行っている点が特長です。そして、単に低価格なだけではなく、より飲み
やすく、扱いやすい薬を多くの方々にお届けすることが当社の使命です。

　ジェネリック医薬品を選択することで、医療費（薬剤費）の負担を抑える
ことが可能になります。個人の薬剤費の負担を減らすことができると
ともに、国の負担、健康保険組合の負担も合わせて軽減することができ
ます。たとえば、1年間に使われる医薬品のうち、変更可能なものをジェネ
リック医薬品にするだけで、約9,000億円の薬代を節約できます。
※2021年7月現在　当社試算

厚生労働省発表「平成27年度国民医療費の概況」
「第76回社会保障審議会　医療保険部会　資料」

薬の価格の比較（イメージ）

水なしでも飲める
OD錠（口腔内崩壊錠）に。

マスキング技術で苦味を
コーティングして飲みやすく。

分割しても何の薬かわかるよう
製品名を印刷。

薬効マークや文字で、
薬を見分けやすく。

粒子を小さくしてザラつき感を抑える。 成分は同じで小型化。

　超高齢化社会を迎えている日本では、人生100年時代に向けた健康寿命
の延伸が重要な課題となっています。健康寿命とは、WHO（世界保健機関）
が2000年に提唱したものです。従来、0歳児が何年生きられるかを表した
平均寿命が重視されてきましたが、近年、健康に生活できる期間である
健康寿命が注目されています。健康寿命の延伸に向けては、疾病を予防し、
健康で活動的な毎日を過ごすことが大切といえます。また、医療費の抑制
という観点からも健康寿命の延伸が欠かせないものとなっています。

　当社では、「人々の健康に貢献する」という企業理念のもと、ジェネリック
医薬品事業を通じた医療への貢献とともに、健康寿命の延伸のため、
未病のケアや疾病の予防を通じた貢献も目指しています。未病のケアに
ついては、病気になる前の状態を健康な状態に戻す、または悪化させない
といった観点から、新たな製品やサービスの開発等の健康に関する幅広い
取り組みを展開していきます。また、疾病の予防では健康の維持に向け
て、疾病リスクの検査事業といった取り組みに着手しています。

これからも国民皆保険制度を維持するために 750品目以上の医薬品をラインナップ

ジェネリック医薬品の選択で医療費を抑制
より飲みやすく、より安全にご使用いただくための工夫

増加し続ける日本の医療費

健康寿命の延伸と疾病の予防

ジェネリック医薬品で医療費削減に貢献

医療での貢献から未病のケア、疾病の予防も視野に

2025
(予測)

2015201020052000199519901985

毎年約1兆円
ペースで増え続ける

医療費

課 題 東 和 薬 品 の 取り組 み

薬効マーク

新薬
（先発医薬品）

原料費・
企業運営費 研究・開発費

研究・
開発費

原料費・
企業運営費

ジェネリック
医薬品
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原 薬 開 発 製 品 開 発 品 質 管 理

人 財 育 成

安 定 供 給 情 報 提 供

東和薬品の強み 　ジェネリック医薬品は、新薬（先発医薬品）より後に発売する
お薬だからこそ、最新の製剤技術を活用することで、効き目や
品質、安全性が新薬と同等でありながら、より良い製品とする
ことができます。当社では、品質や安全性はもちろんのこと、
飲みやすく、扱いやすい安心できるお薬を提供するため、さま
ざまな取り組みを行っています。

　当社では「国の承認を得た原薬」の中から「当社独自の厳しい品質基準」を
満たす原薬を使用しています。また、原薬研究を積極的に行い、蓄積されたノウ
ハウをもとに、製品づくりに最良な原薬を選定しています。さらには、自社で原薬
の製造方法を確立するとともに、グループの原薬製造会社である大地化成株式
会社や協力体制を構築済の原薬メーカーに委託して製造する体制を構築して
います。各メーカーに対しては、基準や法令に則った製造がなされているかを定期
的に調査・確認し、安定的に原薬が調達できるように管理しています。

　当社では、3工場によるバックアップ体制によって、万一どこかの工場が操業
停止した場合でも、他の工場で補完できる体制を構築しています。また、東
日本、西日本それぞれに設けた物流拠点は、物流の効率化を図るとともに万一
の際のバックアップ体制を整備しています。現在、3工場合わせて年間115億錠※

の生産が可能です。さらなる需要増に向けて、2022年度末までに140億錠へと
生産量を拡大。そして、2023年度末までに山形工場に第三固形製剤棟を建設
し、2024年度以降、175億錠の生産能力を実現する計画です。

　当社では、さまざまな疾患領域をカバーするため750品目以上の医薬品
をラインナップ。「ひとりでも多くの患者様に役立ちたい」という思いの
もと、医療現場からの声や要望に応えて改良を加えることで、付加価値の
あるジェネリック医薬品を提供しています。その中では、お子様や高齢者
でも飲みやすいよう形や味を改良したり、病院や薬局で取り扱いやすいよう、
視認性や、光・温度・湿気に対する安定性を向上したりといった工夫を施して
います。

　ジェネリック医薬品を安心してご使用いただくために、当社では、専門的
な教育を受けたMR（医薬情報担当者）を中心として、自社製品に関する
適正使用情報、学術情報等を医療関係者の皆様へ迅速かつ適切に提供
できる体制を整えています。また、患者様やその家族に向けて、医薬品を
安心して使用いただくための情報発信を行っています。さらには、情報発信
にとどまらず、医療機関の声を収集し、社内にフィードバックすることで、
より良い製品づくりに活かしています。

　当社では、信頼される企業を目指して、製品の研究開発から製造、営業、
製造販売後に至るまで、国が定めた厳重な品質管理基準を遵守しています。
そして、全社を挙げて品質管理に取り組み、医療用医薬品に必要な品質
保証体制を確立しています。特に、医薬品の製造では、GMPと呼ばれる、
国が定めた「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」やその他関連する法令
を遵守するだけでなく、独自の制度・教育訓練等により適切な品質と安全性
の確保に、徹底的に取り組んでいます。

　当社は、総合ジェネリック医薬品メーカーとして、より信頼され、必要とされる 
存在を目指しています。信頼される会社の礎は人財であるという考えのもと、働き 
がいのある環境づくりをはじめ、人財の育成、組織の強化への取り組みを進めて
います。2023年度までの「第5期 中期経営計画」では、重点方針の一つとして

「働きがいのある環境づくりと人財育成」を掲げ、個人の成長やキャリアの充実に
より、従業員一人ひとりにとって、働きがいのある会社であり続けることを目指して
いる他、従業員の成長を働きかける体制の強化を追求しています。

製品づくりに最良の原薬を 
開発・選定しています

原 薬 開 発 安 定 供 給

製 品 開 発 情 報 提 供

品 質 管 理 人 財 育 成

いかなる時でも安定して供給できるように 
３工場による生産体制を確立しています

技術と経験を活かして、より飲みやすく、 
扱いやすい製品を開発しています

医薬品を安心して使用していただくため、 
積極的な情報発信を行っています

確かな品質と安全性の確保に、 
徹底的に取り組んでいます

信頼される企業を目指して、働きがいのある 
環境づくりと人財育成に注力しています

関連情報

▼ P.41
関連情報

▼ P.41

関連情報

▼ P.27
関連情報

▼ P.40

関連情報

▼ P.42
関連情報

▼ P.43

※錠剤・カプセル剤の生産能力
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