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健康宣言
この企業理念を実現するために、
社員一人一人が心身ともに健康で
活き活きと自由闊達に働ける職場環境の整備に、
組織全体で取り組むことを宣言します。
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トップメッセージ
大鵬薬品の取り組み

Global One Taiho

Challenge!
History of Challenges

Spirit of Globalization

大鵬薬品は、1963年に大塚グループの一員として創立

は、提携先の仏セルヴィエ社を通じて2016年に販売

大鵬薬品は、北米、アジア諸国に加え、欧州その他の地

弊社の事業展開の重要な鍵は「人財」です。グローバ

されて以来、全社一丸となって、世界中の患者さんや生

を開始しました。現在、世界で販売国を拡大していま

域でも販売体制の構築を進めています。さらに、臨床開

ルに通用する人財の育成、国籍等にとらわれない優秀

活者の皆さまに安心して使っていただける高品質な製品

す。このように大鵬薬品は、世界のがん化学療法に貢

発の拠点を日本、欧米、アジアに置き、数々のグローバ

な人財の採用を進め、働き方改革にも積極的に取り組

の提供と安全性情報の伝達に取り組んでまいりました。

献できる医 薬 品 開 発にチャレンジを続ける一 方 、免

ル臨床試験を実施しています。同時に、他社との協業・

んでいます。また、社員ががんなどの病気になったとき

弊社の医薬品事業の歴史を創立当時から顧みますと、

疫・アレルギー、泌尿器領域においても新規性のある

提携を通して、研究開発の加速化にチャレンジしていま

の就労支援も充実させており、様々な背景をもつ社員

まだ経口抗がん剤が汎用されていなかった1974年に

医薬品開発に精力的に取り組み、患者さんのＱＯＬ

す。今後も、世界中の患者さんにいち早く新薬をお届け

が活躍できる職場づくりを推進しています。

パイオニアとして経口のテガフール製剤「フトラフー

向上、さらには根治につながる新薬を創造すべくチャレ

できるよう努めてまいります。

ル」を発売。1984年には「ユーエフティ」
（テガフー

ンジを続けています。

ル・ウラシル配合剤）、1999年には「ティーエスワン」

また、コンシューマーヘルスケア事業においては、
「チオ

（テガフール・ギメラシル・オテラシルカリウム配 合

ビタ」シリーズ、
「ソルマック」シリーズ、
「ハルンケア」と

剤）、さらに2014年には「ロンサーフ」
（トリフルリジ

いう愛情ブランドを育て上げてきました。今後も、生活

ン・チピラシル塩酸塩）と自社開発の経口抗がん剤を

者の皆さまの健康維持、健康寿命の延伸、生活の質の

発売してまいりました。2015年には、ロンサーフを大

向上に貢献する製品開発にチャレンジしてまいります。

鵬グループとして初めて米 国で自 社 販 売し、欧 州で

※ QOL：Quality of Life（生活の質）

※

Commitment to Compliance and Sustainability
大鵬薬品の企業理念「私たちは人びとの健康を高め 満

イアンスの徹底に努めます。優れた製品の研究開発·供

ち足りた笑顔あふれる 社会づくりに貢献します。」のも

給を通じて、世界の人びとの健康に貢献する価値ある

とに、社員一人一人が法令、行動規範およびその精神

存在であり続けられるよう、Global One Taihoとなっ

を順守し、生命関連企業に従事する者として、コンプラ

て持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

代表取締役社長

Masayuki Kobayashi
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Global One Taiho
大鵬薬品では、2つの事業を通じて、
人びとの健康と笑顔への貢献を目指しています。
大鵬薬品の取り組み

研究開発
新薬を心待ちにする人びとのために革新的で
信頼できる薬剤をいち早く患者さんのもとへ
これまで培ってきた経験・技術、世界のキーオピニオンリーダーとの信
頼関係を生かし、医薬品の研究開発の質とスピードの向上に取り組ん
でいます。これからも国内の研究開発ネットワークにとどまらず、欧米や
アジアのアカデミア、ベンチャー企業、関係会社とも連携を図り、独創

医療用
医薬品事業

的で誰からも信頼される新薬の研究開発に挑み続けてまいります。
またコンシューマーヘルスケア領域では、生活者のインサイトを追求し
たユニークな製品の研究開発に挑戦してまいります。

コンシューマー
ヘルスケア事業

生産
国際的な水準を満たした生産体制で、
安全で高品質な製品を供給
医薬品、医薬部外品などの製品ごとに最適な生産、品質管理体制を構
築し、製品の品質・安全性を追求しています。
医薬品の生産においては、これまで培ってきたノウハウを生かし、欧米
などの国際的な水準を満たした、業界をリードする万全な品質保証体
制を確立しています。また、部門間で情報を共有し、現場のニーズや社
会課題の把握に努め、迅速な対応を心がけています。これからも弊社製
品を使用される皆さまにとっての最高品質を安定的に供給するととも
に、さらなる技術の向上に努めてまいります。

世界の人びとに画期的な製品を届けるべく、
研究開発、生産、
マーケティングなどの機能が
一丸となって取り組んでいます。

マーケティング
画期的な新薬と良質な情報を提供し、
世界の健康に貢献を
人びとの健康と笑顔をサポートすべく、世界に広がるネットワークを通
じて、グローバルにマーケティングを展開しています。これからも、患者
さん、ご家族、医療スタッフなど関連する全ての方々の安心と勇気の礎
となる、価値ある製品と情報を提供してまいります。
またコンシューマーヘルスケア領域では、生活者のインサイトを探求
し、生活者に寄り添った新しい市場を創出することで、
「笑顔」の連鎖
を創造してまいります。
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Open Innovation
一日でも早く新薬を届けるため
開発品進行状況

日本発の創薬とグローバルなオープンイノベーション

大鵬薬品では、各専門分野の知識や経験を有する研究
員、部署が連携し、その力を融合して自社創薬を推進し

革新的な新薬創出のために

ています。また、創薬基盤技術の整備拡充を進めるととも
に、国内外の研究機関と連携することで自社技術を補完
し、研究開発のスピードアップをしています。

門知識や最先端技術の共有による創薬力強化、開発力のさ
らなる向上、グローバル展開を加速しています。さらに、コー

剤形

経口剤

胃がん

日本・アジア

TAS-114
TAS-114

経口剤

非小細胞肺がん

日本・米国・欧州

TAS-115
TAS-115

前立腺がん

日本

経口剤
特発性肺線維症

日本

消化管間質腫瘍(GIST)

日本

固形がん

米国・欧州

ポレートベンチャーキャピタルTAIHO VENTURES, LLC、
大鵬イノベーションズ合同会社（p11, p12参照）や、オープ

コーポレート
ベンチャーキャピタル
の活用

ンイノベーションファンドRemiges BioPharma Fund, LP
への出資を通じて、国内外の有望なバイオベンチャー企業や

開発地域

TAS-118
TAS-118

自社創薬

つくばエリア

予定される効能または効果、
対象疾患名および症状名

TAS-116
TAS-116

開発段階
フェーズⅠ

フェーズⅡ

フェーズⅢ

申請中

研究開発

ほかにも、大塚グループや他社との協業・提携を通じて、専

治験薬記号

経口剤

アカデミアとのネットワークを構築することで、自社にはない
独創的・革新的技術や創薬シードへアクセスしています。
すべては世界の患者さんの健康と笑顔に貢献するために。
自社創薬やさまざまなコラボレーションを通じてイノベー

アカデミア・他社との
協業・連携

ションの創出に取り組み、革新的新薬の研究開発にチャレ
ンジしていきます。

3つの重点開発領域

がん領域
「ティーエスワン」に続き、新しい作用機

がん
免疫・アレルギー

の経験や基盤技術を応用し、医療ニーズ

これまでの知見やノウハウを基に新しいタ

の高い自己免疫疾患などの難治性疾患病

イプの抗がん剤の研究開発を行っていま

態メカニズムに着目した薬剤や、希少疾

す。また、多様化するがん治療に貢献でき

患にも応用可能な新しい作用機序を持つ

るよう、がんの増殖、生存、血管新生、薬

薬剤の研究開発に取り組んでいます。

剤耐性などに関与するタンパク質の機能
細胞における特異的な代謝を標的とした

泌尿器領域

尿失禁・頻尿治療剤「バップフォー」から

抗がん剤、さらには近年著しく発展してい

得られた豊富な知見や経験を生かし、さ

るがん免疫に関わる抗がん剤などの研究

まざまなタイプの尿失禁・排尿疾患の病

開発に積極的に取り組んでいます。

態研究を進めてきました。これらを生か
し、アンメットメディカルニーズに応える
新しいタイプの治療薬の研究開発を進め
ています。
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経口剤

固形がん

日本

TAS-119
TAS-119

経口剤

固形がん

米国・欧州

TAS-120
TAS-120

経口剤

肝内胆管がん

日本・米国・欧州

TAS0313
TAS-0313

注射剤

尿路上皮がん

日本

TAS3681
TAS3681

経口剤

前立腺がん

米国・欧州

TAS0728
TAS4464

経口剤

固形がん

米国・欧州

ET-743
ET-743

注射剤

卵巣がん

日本

Pro-NETU
Pro-NETU

注射剤

抗悪性腫瘍剤投与に伴う悪心・嘔吐

日本

TAS-205
TAS-205

経口剤

デュシェンヌ型筋ジストロフィー
（DMD）

日本

TAS5315
TAS4464

経口剤

関節リウマチ

日本

TAC-302
TAC-302

経口剤

過活動膀胱を伴う排尿筋低活動

日本

TAS-303
TAS-303

経口剤

腹圧性尿失禁

日本

フェーズⅠ/フェーズⅡ

がん領域の研究で培った分子標的型創薬

序を有する「ロンサーフ」を創製するなど、

を阻害する分子標的型抗がん剤や、がん
泌尿器

免疫・アレルギー領域

TAS-117
TAS-117

2019年12月31日現在

最新情報については、こちらをご覧ください。
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Close-up
抗がん剤開発の歴史

写真は発売当時のもの

1974

「フトラフールカプセル200mg」
と
「フトラフール注400mg」発売

2013

写真は発売当時のもの

「ティーエスワン配合OD錠
T20・T25」発売

2009

2015

「ティーエスワン配合顆粒T20・T25」発売

1999

「ヨンデリス点滴静注用
0.25mg･1mg」
発売

写真は発売当時のもの

Since

1969

2010

フトラフールの開発者と握手を握手を交わす
小林幸雄社長（当時）

Close-up
抗がん剤開発の歴史

「ティーエスワン配合カプセルT20・T25」発売

2014

「ロンサーフ配合錠T15・T20」発売

「アロキシ静注0.75mg」発売

76

ロンサーフ承認国数

63

写真は発売当時のもの

大鵬薬品の抗がん剤の歴史は、
ラトビア共和国での
「フトラフール」
との出会いから始まった

1984

44

「ユーエフティ配合カプセルT100」
発売

34
写真は小型化変更品

2003

1969年、初代社長の小林幸雄は、当時急激に需要が増え始

「ユーゼル錠25mg」発売

めた生薬製剤「パントクリン」の商談で旧ソ連を訪れました。

1

商談の傍ら、寸暇を惜しんで製薬関連の視察を行った小林
は、モスクワのがん研究所である注射剤のアンプルを目にし
ます。それは、抗がん剤の新薬5-フルオロウラシル（5-FU）の
誘導体※「フトラフール」でした。小林は直感で大きな可能性
を感じ、その場で日本国内での臨床試験実施を決意しまし
た。帰国後すぐに研究所内に「制がん班」を設け研究を開
始。基礎研究において効果を確認した後、臨床試験へと移り
ました。しかし、最初の臨床成績報告会では携わった研究者
たちから効果に対する否定的な報告が相次ぐなど満足のいく

小さな可能性の芽を結実させ
がん治療の概念を変える
1974年経口抗がん剤「フトラフール」が誕生しました。従来

2010

「アブラキサン点滴静注用100mg」発売

の抗がん剤とは異なり 経口で長期投与ができる という特

2017

2018

2019

日本発の新薬を
世界の患者さんのために
「ロンサーフ」は、 トリフルリジン および チピラシル の2

徴から外来治療を可能とし、後に 術後補助化学療法 の概
念を定着させました。

2015 2016

種類の化合物の配合剤で、大鵬薬品が創薬した薬剤です。
2014年に世界に先駆けて国内で発売し、翌年には、米国に

がん治療の今を支え、
そして未来を切り拓く

おいても販売を開始しました。本剤は、大鵬が米国で初めて

2013年には、
「ティーエスワン」で抗がん剤として世界初と

員会（EC）より承認を取得し、現在はアジア諸国を含めた80

効例の発表があり、その有効例にいちるの望みを託し研究を

飽くなきチャレンジを続け、
新たな可能性を創り出す

継続。その結果、低濃度でも長時間がん細胞と接触すること

それから10年後、1984年に、
「フトラフール」に ウラシル

なるOD錠を発売しました。近年では、より一層患者さんの

カ国以上で承認されています。大鵬薬品は、半世紀にわたる

で抗がん作用を発揮することが解明され、当時世界的に汎用

を配合した「ユーエフティ」を発売。この「ユーエフティ」か

QOLを意識した、がんのトータルケアを目指した研究開発も

抗がん剤開発の歴史の中で、がん化学療法に関する多くのエ

されていなかった経口抗がん剤の開発へと大きく舵を切りま

ら、さらに研究が進められ、
「フトラフール」を主薬に、 ギメ

行っています。がん患者さんが服用しやすい剤形を開発する

ビデンスを確立してきました。その豊富な経験を力に変え、こ

した。その時、1972年4月、直感から切り拓いた可能性は現

ラシル と オテラシルカリウム という新規化合物を配合した

とともに、がん治療にとどまらず、患者さんのQOLの向上にも

れからも日本をはじめ世界のがん患者さんに貢献できる新薬

実へと確実に動き出しました。

「ティーエスワン」を、1999年に発売しました。

貢献できるよう努めています。

を開発してまいります。

研究結果が得られませんでした。ただ、ある患者に対する有

※誘導体：ある化合物の分子の一部が変化してできた化合物。

9

2014

2

承認を取得した製品です。欧州においても2016年に欧州委

2020年3月31日現在

10

Taiho Global Network
すべては世界の患者さんの
健康と笑顔に貢献するために。

世界中から信頼される機動的な
グローバル・スペシャリティファーマを目指します
大鵬薬品は2000年代に入って以降、グローバルな研究・開発を進め、
米国における自社販売体制の実現やその他地域における販売網の拡大をしています。
さらに、近年では2つのコーポレートベンチャーキャピタルを設立し、開発パイプラインの拡充や、
イノベーションの創造と活用を推進しています。
これからも、大鵬薬品は世界中の人びとの笑顔のために、
さらなるグローバル化を積極的に推進してまいります。

グローバル展開

11

2002年にグローバル開発拠点として、TAIHO PHARMA

2016年、米国カリフォルニア州にバイオベンチャーへの出資を

2011年に東南アジアにおける販売、薬事、MA活動の拠点とし

1992年、岡山県備前市に岡山大鵬薬品株式会社を設立し、生

U.S.A., INC.（ 現TAIHO ONCOLOGY, INC.）を米国ニュー

行 うコ ー ポレ ートベンチャ ー キャピ タルとして T A I H O

てTAIHO PHARMA SINGAPORE PTE. LTD.をシンガポール

活者のニーズにお応えする外用剤の企画・開発と生産技術の向

ジャージー州プリンストンに設立しました。厳選された専門家

VENTURES, LLCを設立しました。主にがん領域において、革

に設立しました。抗がん剤「ティーエスワン」
（現地での製品名

上に努めています。2017年には、誰もが安心して抗がん剤治療

チームが、日本の大鵬薬品の社員と協力しながら、欧米の医療

新的な新薬の研究開発や創薬基盤技術の開発を行っている国

「TS-ONE」）、
「ロンサーフ」、
「ユーエフティ」、
「フトラフー

を受けられる社会づくりに貢献するために、AG（オーソライズド

専門家および医療専門団体とともに、がん治療に貢献できる新

内外の有望なバイオベンチャーへの投資を行うとともに、大鵬

ル」を自販あるいは提携先を通じて販売しています。
「現地ス

「ユーゼル」や「ティーエスワン」
ジェネリック※）事業に参入し、

薬のグローバル開発を進めています。その中で、大鵬薬品として

薬品がこれまで経口抗がん剤のパイオニアとして培ってきたリ

タッフの手で、現地の人びとのために」をモットーに、東南アジア

のAGの製造・販売をしています。さらには、製造受託業の一環

は北米で初めての製品として2015年に米国FDAより、
「ロン

ソースを活用し、ベンチャー企業の発展を支援しています。大鵬

のがん専門医や医療関係者とよりよい信頼関係を構築しなが

として、2020年1月より「チオビタドリンク」シリーズ（100ｍL）

サーフ」が進行・再発の結腸直腸がんの承認を取得以降、同社

薬品はTAIHO VENTURES, LLCを通じて、有望なベンチャー

ら、各国において抗がん剤の許可申請・販売を行うことで、大鵬

の製造も行っております。

が本剤を販売しており、2019年には切除不能進行・

企業との提携機会を探り、開発パイプラインの拡充や

グループにおける「東南アジア医療のハブ」としての役

再発胃がんの適応追加承認を取得しました。

革新的な創薬基盤技術の取得を目指しています。

割を担っています。

※オーソライズドジェネリック：先発メーカーに特許等の使用を許可
されたジェネリック医薬品

2016年、カナダにおける医薬品事業の拠点としてTAIHO

2 0 0 9 年 、欧 州 の 開 発 拠 点として TA I H O P H A R M A

2008年に中国における開発・マーケティングの拠点として大鹏

2019年、ヘルスケア領域の国内スタートアップ企業に対して出資

PHARMA CANADA, INC.を設立しました。2018年、カナダ保

EUROPE, LTD.をイギリスに設立しました。日米の研究開発の

药品信息咨询（北京）有限公司を設立しました。大鵬薬品が研

を行うコーポレートベンチャーキャピタルとして、大鵬イノベー

健省より「ロンサーフ」が承認を取得。以降、同社がカナダで本

専門チームと緊密に連携しながら、欧州における抗がん剤の販

究開発した抗がん剤の中国における許可取得、そして中国のが

ションズ合同会社を設立しました。医療用からコンシューマーヘル

剤を販売しています。

売承認取得を目指して、臨床開発プログラムの管理と薬事関連

ん専門医に対する情報提供活動を行っています。2009年には

スケア領域におけるスタートアップ投資に加え、起業前の早期段

業務のサポートを行っています。欧州では、
「ティーエスワン」

第1号の製品として「ティーエスワン」
（中国登録商標「愛斯

階からハンズオン（伴走）型にインキュベーション投資※も行うの

（欧州での製品名「Teysuno」）と「ロンサーフ」を、

万」）を発売し、事業展開を開始しました。2019年には「ロン

が特徴です。同時に、社内アセットの他領域展開にも積極的に取

それぞれ提携会社を通じて販売しています。

サーフ」
（中国登録商標「朗斯弗」）が承認を取得し、

り組み、既存の枠組みにとらわれないオープンイノベー

発売に向けて準備をしています。

ションによるイノベーション創造を推進していきます。
※インキュベーション投資：事業の創出や創業を支援する投資
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Main Products
主な製品一覧

その他の製品については、
こちらをご覧ください。

大鵬薬品の工場

医療用医薬品
抗悪性腫瘍剤

アレルギー性疾患治療剤

ロンサーフ®

ビラノア®

ヒト型抗ヒトIL-23p19モノクローナル抗体製剤

トレムフィア®

徳島工場

錠剤、カプセル剤、顆粒剤、注射剤、ドリ
ンク剤などさまざまな剤形の医薬品、医
薬部外品を製造しています。

代謝拮抗剤

ティーエスワン®
代謝拮抗剤

ユーエフティ®

抗悪性腫瘍剤

アブラキサン®

５-HT3受容体拮抗型制吐剤

アロキシ®

北島工場（徳島県）

抗がん剤を製造しています。

主な製品一覧

コンシューマーヘルスケア製品
栄養ドリンク

チオビタ® シリーズ

口腔咽喉薬

ピタスシリーズ
生薬製剤／軽い尿もれ・頻尿用薬

ハルンケア®

埼玉工場

原薬を製造しています。

ウイルス除去・抗菌スプレー
胃腸内服液

ソルマック® シリーズ

エフィル

犬山工場（愛知県）

生薬製剤の原料を製造しています。

2020年3月31日現在
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Corporate Social Responsibility

大鵬薬品のCSRについては、こちらをご覧ください。

大塚グループのCSRについては、こちらをご覧ください。

C S R ミッション

ダ イ バ ー シ ティ 推 進

大鵬薬品は、大塚グループの一員としてCSRを事業と一体化したものと認識し、企業理念のもと、自らの持続的な成長と、

満ち足りた笑顔にあふれ、健康でサステナブルな社会の実現を目指します。そのために必要となる最適なガバナンス体制を築き、

社会と地球の健康に貢献する各活動目標の達成に向けて取り組みます。

社員を「人財」と捉え、ダイバーシティ推進の一環として、

社員一人一人が活き活きと働くことができるようにさまざまな取り組みを行っています。

イクボス企業同盟
に加盟

サステナブルな社会の実現に貢献

仕事と出産育児

すくすく保育園

の両立支援

これまで、キャリア相談室や人財開発シートといったキャリア

大鵬の事業活動＝社会課題の解決＝CSR
私たちは人びとの健康を高め

満ち足りた笑顔あふれる

社会づくりに貢献します。

社会の健康【社会】
健康 人財 品質

地球の健康【環境】
気候変動 資源共生 水資源

【ガバナンス】

コーポレートガバナンス

コンプライアンス

リスクマネジメント

支援に加え、在宅勤務制度やフレックスタイム制といった働き
方改革を進め、社員が自身の将来ありたい姿を描いて活躍す
ることができるように努めてきました。
社会に新たな価値を継続的に提供する企業は、多様な社員
の活躍の先にあるものと捉え、2019年11月、イクボス企業
同盟※への加盟を機に、ダイバーシティ＆インクルージョンを
さらに推進します。
一人一人の価値観を尊重し、挑戦を応援するイクボスを増や
すことにより社員のモチベーションを高め、満ち足りた笑顔あ
ふれる職場づくりを目指します。
※NPO法人ファザーリング・ジャパン提唱による企業同盟

社会貢献活動
大鵬薬品は、地域やNPO法人などとのパートナーシップを通じて、笑顔あふれる社会づくりへ貢献してまいります。

READY FOR
SDGs に参画、

とくしま協働の
森づくり事業

がん領域の
課題に支援

への参加

治療と仕事

の両立支援

大鵬薬品では、在宅勤務制度のほか、有給休暇取得推進日、
定時退社推奨日を設定し、社員のワーク・ライフ・バランスの
向上に努めています。そして、産業カウンセラーやキャリアコ
ンサルタントによるキャリア相談室では、社員が自ら考え、成
長していける支援を心掛けています。また、仕事と育児の両立
支援のために、法定を上回る制度を整備し、妊娠時・産休
前・復職時等の面談を実施しています。つくばエリア（茨城
県）には事業所内保育所「すくすく保育園」を開設し、一時保
育や病児保育、延長保育の体制を整えることで女性のキャリ
ア継続と男性の積極的な育児参加を応援しています。今後
も、社員一人一人が働きやすく、ライフステージの各段階に応
じて多様な働き方で活躍できる職場を目指します。
「女性活躍推進ワーキンググループ」発足に
際しデザインしたロゴ。
「Women」という文
字の中に「 男 性（ 青：M e n ）と女 性（ 赤：
Women）が共に活躍し、大鵬の未来を創造
する」という意味を込めています。

抗がん剤を扱う企業として、がんやその他の病気にかかって
も、治療しながら働き続けられる職場、また、さまざまな背景を
両立支援チーム」と産業看護職が中心となり、制度面の充

仕事と介護

の両立支援

2019年、READYFOR株式会社が法人向けに開始した

徳島工場では、2010年度から毎年、徳島県と（公社）徳島森

実、協力者の育成、相談しやすい環境の整備、社内外への啓

SDGsマッチング事業「READYFOR SDGs」に参画し、
「がん

林づくり推進機構との間において「とくしま協働の森づくり事

発活動を行っています。仕事と治療の両立を図るために利用

領域の課題に挑戦する」プロジェクトを募集しました。採択し

業」パートナーシップ協定を締結し、県内の森林育成事業に協

できる制度としては有給休暇（全日、半日）のほか、積み立て

た7つすべてのプロジェクトは、クラウドファンディングで目標

賛しています。この協定に基づいて、間伐などにより森林を整

有休（保存有休）、在宅勤務制度、フレックスタイム制などが

介護に関わるようになっても離職せずに仕事が続けられるよ

金額を達成し、大鵬薬品はマッチングギフト として目標金額

備・保全することで、森林によるCO2 吸収量が増加し、地球温

あります。また、がんに罹患した社員の休業期間延長、再雇用

う、法定を上回る介護休業期間、休業中の社会保険料の会社

の同額を寄付しました。がんの治療にとどまらず、がんを取り

暖化対策につながります。寄付金に加え、社員とその家族も間

制度（カムバックパス制度）など、治療に専念し状況に合わせ

負担など、制度面での充実を図り、社員の仕事と介護の両立

巻くさまざまな課題を解決しようとする団体・個人と、またそ

伐や植栽体験に参加することで、とくしま協働の森づくり事業

た柔軟な働き方ができる制度も充実しています。がんやその他

を支援しています。介護が必要になった際に利用できる制度

の方々を支援する皆さまの共通の「夢」が実現しやすくなるよ

を支援しています。2019年には、徳島県内に事業所を持つ大

の病気を早期発見し、早期治療につなげるために、人間ドック

や相談先などについてまとめたハンドブックを、社内イントラ

うにサポートしていきたいと考えています。

塚グループ9社とともに協定を締結し、森づくり事業は10社に

受診の費用を会社が一部負担するなど、社員の健康維持を会

ネットで見られるように発信しています。また定期的に｢仕事と

※会社が一定額を上乗せして寄付する制度

よる「ＦＡＢ とくしま森づくり事業」へ拡大されました。大鵬薬

社がサポートしています。

介護の両立支援セミナー」を開催し、介護に関する情報を提

品はホスト企業グループの一員として、2023年度まで徳島県

これらの取り組みが評価され、2019年10月にはがんアライア

供すると同時に、社員への啓発、社員の意識の把握に努めて

西部の穴吹川上流における森林整備を支援します。

ワード2019においてゴールドを受賞しました。

います。

※

※

CSR

もつ人が働きやすい職場を目指し、人事部の「治療と仕事の

※Forest Activity Base
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Corporate Data
財務ハイライト

百万円

2015.12

2016.12

2017.12

2018.12

2019.12

¥134,309

¥150,406

¥130,446

¥124,967

¥138,982

営業利益

19,335

38,496

14,050

11,641

17,294

純利益

14,834

28,065

10,376

9,570

12,254

研究開発費

34,250

31,911

38,443

34,064

36,501

25.5%

21.2％

29.5％

27.3%

26.3%

総資産

¥381,453

¥398,603

¥391,757

¥388,655

¥410,000

純資産

346,176

366,311

363,835

363,613

354,032

2,477

2,436

2,410

2,416

2,337

売上高

売上高研究開発費率

従業員数（人）

9
代表取締役社長

小

林

将

之

常 務 取 締 役

橋

本

信

之

常 務 取 締 役

宇津木

照

洋

常 務 取 締 役

岡

田

泰

典

取

役

仁

木

達

也

従 業 員 数 : 2,337名（2019年12月31日現在）

常 勤 監 査 役

山

下

広

喜

売

上

高 : 1,389億円（2019年12月期）

監

査

役

辻

征

二

純

利

益 : 122億円（2019年12月期）

監

査

役

中

喜

勝

事

業

所 :本

会

社

名 : 大鵬薬品工業株式会社
TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

設

立 : 1963年（昭和38年）6月1日

資

本

金 : 2億円

代

表

者 : 代表取締役社長

支

小林 将之

社／東京
店／医薬15支店

出張所／全国53カ所
工

場／全国4カ所

研究所／徳島、つくば（茨城県）
本 店 住 所 : 東京都千代田区神田錦町1-27
TEL 03（3294）4527
本社所在地 : 東京都千代田区内神田1-14-10
PMO内神田ビル2階〜9階
17

島

2

年間売上高

研究開発費率

従業員

数字で見る
大鵬薬品

1

0

3

1,389億円

7

チオビタドリンクシリーズ

約
２０２０年３月３１日現在

1.6億本を年間販売

対売上高

26.3％

がん領域の取組

半世紀

2,300名

約

がん関連製品

68％

売上の

2019年12月期（単体）

領域別売上比率（2019年度）
医療用医薬品事業

約

9割

会社概要

コンシューマーヘルスケア4支店

締

4
5 8

1割

コンシューマーヘルスケア事業 約

ヘルスケア
8.7%

がん領域 68.3%
アレルギー領域 10.1%
皮膚領域 4.9%

医薬その他
6.1％

消化器領域 1.1%
泌尿器領域 0.8%
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大塚グループの CSR

大 塚 グループ企業理念

−サステナブルな社会の実現に向けてー

C SR ミッション
大塚グループは、CSR を事業と一体化したものと認識し、企業理念のもと、自らの持続的な成長と、健康でサステナブルな社会の実現
を目指します。そのため、最適なガバナンス体制を土台として、社会と地球の健康に貢献する各活動目標の達成に取り組みます。

世界の人々の健康に貢献する革新的な製品を創造する
概要
大塚グループは、 Otsuka -people creating new products for better health worldwide の企業理念のもと、世界の人々の健康に貢

サステナブルな社会の実現に貢献

献することを目的に、事業を展開するトータルヘルスケア企業グループです。疾病の診断から治療までを担う「医療関連事業」と日々
の健康の維持・増進をサポートする「ニュートラシューティカルズ

＊1

関連事業」の 2 本柱でヘルスケアをトータルでとらえ、世界 31 カ国・

地域、195 社で 47,000 人＊2 の社員が、 健康 という人類の普遍的な願いをかなえるため、様々なテーマに挑戦しています。創業以来、
歴代の経営者が育んできた「流汗悟道」
「実証」
「創造性」という大塚の伝統・文化は現在に受け継がれ、 なくてはならない企業 と

大塚の事業活動＝社会課題の解決＝CSR

して世の中に貢献することを日々追求し、大塚らしいユニークな製品・サービスを提供し続けることで、持続的な成長を目指しています。
＊1. ニュートラシューティカルズ：Nutraceuticals ＝ nutrition（栄養）＋ pharmaceuticals（医薬品）

グループ構成

＊2. 2019 年 12 月末現在。大塚ホールディングスおよびその子会社、関連会社

社会の健康【社会】
健康 人材 品質

大 塚 ホールディングス

地球の健康【環境】
気候変動 資源共生 水資源

【ガバナンス】

コーポレートガバナンス
大 塚 製薬

大鵬薬品工業

大 塚 製薬工場

大 塚 倉庫

大 塚 化学

大 塚 食品

会社名

大塚ホールディングス株式会社（ Otsuka Holdings Co., Ltd . )

設立

2008 年 7 月 8 日

代表取締役社長 兼 CEO

樋口 達夫（ひぐち たつお）

資本金

816 億 9 0 百万円

本社

東京都千代田区神田司町 2−9

事業内容

グループの経営戦略、管理ならびに事業専門サービスの提供

コンプライアンス

大 塚メディカル
デバイス

大塚グループの重要項目（マテリアリティ）と主に関連する SDG s
重要項目

社会課題

●満たされていない医療・
健康ニーズの存在
健康 ●感染症の蔓延
●栄養ニーズの存在
●高齢化に伴う課題の増加

社会 人材 ●プレゼンティーイズム *
●多様化への未対応

沿革

目標

活動

●アンメット・ニーズ解決への貢献
●結核の撲滅
●健康なくらしの実現のための
仕組み作り
●健康寿命の延伸

●アンメット・ニーズ解決に向けた研究開発促進
●抗結核薬の研究開発と薬剤アクセスの向上
●運動・栄養等を主テーマとした人々の
健康維持・向上の支援、啓発活動
●パートナーシップ強化による課題解決促進

●創造意欲を喚起する企業風土の醸成
●従業員エンゲージメントの強化

●人材育成
●ダイバーシティ促進
●健康経営

1921 年：徳島県鳴門市に化学原料メーカーとして創業
1946 年：輸液（点滴注射液）事業を開始し、医薬品事業に参入

●ステークホルダーの信頼の獲得
●バリューチェーン全ての段階での
持続可能性の追求
品質 ●持続可能性を損なう消費・生産
●安心・安全のための
品質保証体制の確立

1965 年：消費者向けの健康飲料（オロナミン C ドリンク）を発売、ニュートラシューティカルズ関連事業に参入
1971 年：大塚製薬が大塚グループとして初の自社医薬品研究室を設立
1973 年：世界の人々の健康に貢献することを目的に初の海外進出
2008 年：グループ全体の持続的な企業価値向上を目指し、グループの純粋持株会社として大塚ホールディングスを設立

気候
●地球温暖化
変動

2010 年：東京証券取引所市場第一部に上場

財務内容

セグメント別情報（2019 年度）

外部顧客に対する売上収益

（億円）

66.2％

医療関連

9,243

ニュートラシューティカルズ関連

3,338

消費者関連
その他

11.7％
10.3％

売上収益
13,962 億円

336
1,047

（億円）

28.6％

49.4％

日本

6,897

北米

3,996

欧州

1,441

その他

1,628

水 ●水リスクによる
資源
淡水の利用可能量減少
ガバナンス

●2030 年目標：CO2 排出量を
2017 年比で 30% 削減

主に関連するSDGs

●持続可能な調達と製品設計
●徹底した品質管理と安定供給
●責任ある販促活動と情報提供
●ステークホルダーとのコミュニケーションの深化
●「消費者志向経営」の推進
●バリューチェーン全体の CO2 排出量削減

●2030 年目標：単純焼却・埋立を
●資源効率向上による環境負荷軽減
2019 年比 50% 削減
●社会・地球共に持続可能な状態を目指した
●2030 年目標：PETボトルにおける
事業活動の推進
リサイクル原料および植物由来原料の
使用割合50% 以上
●2030 年目標：水の利用効率を
2017 年比 15% 改善

●脆弱なガバナンス体制
●長期的な企業価値向上
●社会変化によって生じるリスク

●水リスクの把握
●水資源の管理と有効利用
●コーポレート・ガバナンスの強化
●コンプライアンスの徹底
●リスク把握、評価、管理

大塚グループ

23.9％

売上収益
13,962 億円

環境 資源 ●環境負荷の増大
共生

売先別情報（2019 年度）

外部顧客に対する売上収益

7.5％
2.4％

リスクマネジメント

* 出社しているにも関わらず、心身の状態の悪さから生産性が上がらない状態

大塚ホールディングス株式会社の詳細はこちら ▶ https://www.otsuka.com/jp/
大塚グループC S R 活動の詳細はこちら ▶ https://www.otsuka.com/jp/csr/
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