
姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の実績を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

「進取敢為」の事業精神を発揮して
新たなステージへの挑戦を加速させていきます。

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

社長メッセージ価値創造の戦略

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、

持続的成長に向けて、
不退転の覚悟で
事業基盤の再構築に挑む
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姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の実績を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

価値創造の戦略

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、

精神神経、がん、再生・細胞医薬の
3 領域で独自の存在感ある
グローバルリーダーへ
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姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の実績を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、
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姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の実績を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、
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姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の実績を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、

TCFD提言に沿った情報開示
に向けて気候変動による
リスクと機会を評価・分析

計画最終年度はラツーダの
利益最大化と主要開発プロジェクトの
着実な進捗に注力

社長メッセージ価値創造の戦略
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姿」として、特定の領域においてグローバル

リーダーとなるとともに、フロンティア事業に

も取り組み、2033年に世界で存在感のある

「グローバル・スペシャライズド・プレーヤー」

となることを掲げました。

　特定の領域とは、当社の研究重点3領域で

ある「精神神経領域」「がん領域」「再生・細胞

医薬分野」です。いずれも人口構成の高齢化

が進みアンメット・メディカル・ニーズが大きく

高まる中、最先端の技術を取り入れて革新的

な医薬品の創製を目指しています。

　ただし当社が考えるグローバルリーダーと

は売上収益で一番になることではありません。

それぞれの領域においてなくてはならない特

色ある医薬品を提供することはもちろん、医薬

品に加え、フロンティア事業として疾病予防や

療養後のリハビリテーション、福祉・介護まで、

人々の健やかな暮らしを支える多様なヘルス

ケアソリューションを実用化することで、独自

の存在感ある会社になることが目標です。

　「2033年のありたい姿」の実現に向けた最

初のステップとして、当社は2018年度を起

点とする「中期経営計画2022（以下「本中

計」）」に取り組んでいます。4年目となる

2021年度は、北米「ラツーダ」の売上は前期

比減収となりました。一方で、米国において、

Roivant社との戦略的提携によって獲得した

「オルゴビクス」（適応症：前立腺がん）、「マイ

フェンブリー」（同：子宮筋腫）、「ジェムテサ」

（同：過活動膀胱）の3つの新製品の販売拡大

に努め、さらに、米国では小児先天性無胸腺

症の免疫再構築を適応症とした再生医療に

使用される他家培養胸腺組織「リサイミッ

ク」、日本では2型糖尿病治療剤「ツイミーグ」

をそれぞれ発売した結果、当社全体の売上

収益は、過去最高になりました。

　また、本中計で掲げたグローバルなパート

ナリング戦略の一つとして、2021年9月、大塚

製薬株式会社と精神神経領域の4つの開発パ

イプラインを対象とした共同開発・共同販売に

関する契約を締結しました。米国、日本、中国

でフェーズ3段階にある「ulotaront（SEP-363

856）」をはじめ、契約対象となる4つの化合物

は、将来の精神神経領域の成長エンジンとし

て期待している品目です。両社の協業によって、

これら価値ある薬剤を迅速・確実に開発し、

世界のより多くの患者さんに提供していきま

す。とくに「ラツーダ」のLOE後は投資できる

研究開発費が限られるため、今後もこうした戦

略提携の推進が不可欠となります。その第一

弾として大塚製薬というベストパートナーを

捗、ステークホルダーとの対話などを踏まえ、

2020年に更新を行うなど、マテリアリティの

継続的な見直しを行っています。

　2021年6月には各マテリアリティの目標

の進捗を評価・分析するためのKPIを設定

し、本レポートで2021年度の進捗を開示し

ました。今後も当社の事業内容や経営計画に

即したより適切なKPIにしていくため、社外

のステークホルダーの意見も踏まえながら議

論を重ねていきます。

　さまざまなマテリアリティの中でも、近年、

一層重要性を増しているのが「環境への取り

組み」です。当社では、製薬企業としての責任

を自覚し、事業のあらゆる領域で環境負荷の

低減を追求してきました。2005年には、当社

のあるべき姿とその実現に向けて取り組む

べき項目を定めた「環境基本方針」を策定

しており、その後の社会的要請の変化に対応

して、2021年5月には持続可能な社会の

実現をよりいっそう意識した内容に改定しま

した。今後、この「環境基本方針」のもと、

バリューチェーン全体を視野に入れた環境

負荷低減の取り組みを強化していきます。

取り組み強化の一環として、改定と同時に

「2050年までに温室効果ガス（GHG）排出量

（Scope1+2）ゼロ」を目指すことを宣言し、

既に大分工場と鈴鹿工場において再生可能エ

ネルギー由来の電力を導入しています。

　一方、2021年11月にはTCFD（気候関連

財務情報開示タスクフォース）提言への賛同

を表明し、同提言に沿った情報開示のための

リスクと機会の分析・評価に継続的に取り

組んでいます。+2℃シナリオおよび+4℃シナ

リオを用いて当社単体を対象に実施した分

析・評価では、いずれのシナリオでも当社に

も含めたulotaront（SEP-363856）とSEP-4199

の開発を推進します。ulotarontについては、

ウクライナ情勢の影響などにより、臨床試験へ

の患者さんの組み入れに影響が出ています

が、2024年度の上市目標を遅らせることのな

いよう、CROと協議しながら最善の手段を講

じていきます。がん領域では、初期開発品の開

発を推進します。再生・細胞医薬では、他家

iPS細胞由来細胞製品の加齢黄斑変性につい

ての国内治験を開始します。米国ではパーキン

ソン病を対象にした治験を開始するほか、細

胞製品製造施設の建設にも着手する予定で

す。フロンティア事業においても、「MELTz手

指運動リハビリテーションシステム」、認知症

周辺症状用機器、メンタルヘルスVRコンテン

ツなど、進行中のプロジェクトの事業化を加速

させていきます。

　2022年度の業績予想は、売上収益5,500

億円、コア営業利益300億円となる見通しで

す。COVID-19などの影響で、新製品の市場

浸透が想定よりも時間を要していることなど

により、改定中期経営計画の目標に対しても、

売上収益は円安による増収要因を除くと

900億円の下方修正、コア営業利益は売上

収益の下方修正の影響が大きく、資産売却な

どによる利益改善210億円を織り込んだも

のの300億円の下方修正となりました。

　当社は、事業活動を通じてより幅広い社会

課題の解決に貢献していくため、2018年に

CSR経営の重要課題（マテリアリティ）を特

定しました。その後も社会変化や活動の進

　当社は、2022年4月をもって「大日本住友

製薬株式会社」から「住友ファーマ株式会

社」へと商号を変更しました。2005年10月

に大日本製薬株式会社と住友製薬株式会社

が合併し、「大日本住友製薬株式会社」とし

て発足してから16年半の間に、会社の規模

や事業内容が大きく変容しました。当社が新

たな事業ステージに向けて変化し、さらに発

展し続けることを目指して、当社グループの

ブランドを刷新しました。グループ各社が

一丸となって新たな事業ステージへの挑戦

を加速させていきます。

　2005年10月の大日本住友製薬の発足時、

両社の名を合わせた社名を採用したのは、

1897年創業の大日本製薬の歴史の重みを大

切にするとともに、早期に従業員の融和を実現

するためでもありました。その合併から16年余

りを経て、融和が十分達成できたのはもちろ

ん、当社グループの売上規模は大きく拡大し、

事業のグローバル化も格段に進展しました。

　合併後に非定型抗精神病薬「ラツーダ」の自

社グローバル開発を推進、2009年のセプラ

コール社（現・サノビオン社）の買収によって米

国での事業基盤を構築し、「ラツーダ」は当社

初のブロックバスター製品となりました。2012

年にはボストン・バイオメディカル社（現・スミ

トモファーマ・オンコロジー社）の買収により、

アンメット・メディカル・ニーズの高いがん領域

に参入しました。2013年には再生・細胞医薬

分野へ進出し、さらに2018年以降は、医薬品

の枠を超え、疾病予防からリハビリテーショ

ン、社会復帰までのソリューション提供を目

指して本格的にフロンティア事業を開始しま

した。

　その一方で、この10年間は自社品の上市

がなく、企業理念にある「研究開発を基盤と

した新たな価値創造」の実践は、まだ道半ば

と言わざるを得ません。さらに、2023年2月

には、当社グループの売上の約4割を占める

「ラツーダ」が米国で独占販売期間終了

（LOE）となります。2019年12月のRoivant

社との戦略的提携によって将来のブロック

バスター候補を含めた複数のパイプラインを

獲得しましたが、これらがポスト・ラツーダの

成長エンジンへと育つまでにはまだ時間を

要するため、2023年度以降、しばらくは厳し

い状況が続く可能性があります。

　この状況を早期に克服し、グループの持

続的成長を実現していくため、当社は新製品

群の成長を一層加速させるとともに、さら

なるパイプラインの拡充、そして再生・細胞

医薬分野、フロンティア事業などへの取り組

研究開発、生産、営業、管理といったビジネス

に携わる一人ひとりが、目標達成に向けて

「ちゃんとやりきる」ことが欠かせません。

　当社では、本中計スタート以来、この「CHANTO」

の姿勢を海外を含めたグループ全体に浸透させ

るため、当社グループの経営陣や従業員との対

話の機会を設けて啓発活動を展開してきまし

た。2021年度の当社の取り組みとしては、さま

ざまな場面で「CHANTO」を実践するためのア

クションプランを各職場で設定・実行するととも

に、進捗状況のモニタリングを開始しました。

　もちろん、従業員が困難を乗り越えて目標

を達成するためには、そのチャレンジに報いる

評価・報酬制度、良いチャレンジをして失敗

した場合にはマイナス評価にならないといっ

た従業員が高い目標にチャレンジできる環境

の整備が必要になります。当社では、この考え

方を盛り込んだ新しい人事制度を2022年

4月から導入しました。今後も、国内外での

「CHANTO」のさらなる浸透・習慣化と、制度

の見直しなどの環境整備によって、従業員

一人ひとりが目標達成に向けて思い切りチャ

レンジできる企業文化を醸成していきます。

　本中計の最終年度となる2022年度は、

2023年2月に「ラツーダ」がLOEを迎える中、

その利益最大化および米国での新製品「オル

ゴビクス」「マイフェンブリー」「ジェムテサ」に

ついて、ポスト・ラツーダの成長ドライバーと

すべく、販売拡大に注力します。

　研究開発では、精神神経領域で、大塚製薬

と共同で、2つの追加適応症の臨床試験開始

重大な財務インパクトをもたらすリスク・機会

は見出されませんでした。温暖化の進行や国

際情勢の変化などを踏まえて今後も継続的

にシナリオの見直しを行うとともに、対象を

グループ全体に拡大して分析・評価を実施し、

財務インパクトの大きなリスク・機会には迅

速に対応していきます。

　当社では、これからも人々の健康で豊かな

生活に貢献する革新的な医薬品と医療ソ

リューションの創出に挑み続けます。そして

ポスト・ラツーダを担う次世代ブロックバス

ター候補の価値最大化や事業基盤の継続的

な強化、CSR経営の推進などにより持続的成

長を果たしてまいります。ステークホルダー

の皆さまには、今後も変わらぬご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

みをより一層強化していきます。いずれも非

常にチャレンジングな事業課題ですが、約

400年もの歴史を持つ住友グループには「進

取敢為（しんしゅかんい）」の事業精神があり

ます。これは「自ら進んで物事に取り組み、困難

に屈せずやり遂げる」ことです。今回の企業

ブランド一新を機に、海外を含めたグループ

全従業員がこの事業精神を改めて胸に刻

み、不退転の覚悟で事業基盤の再構築に取

り組んでいきます。

　当社は、変わりゆく世界の医薬・ヘルス

ケア領域でさまざまな社会課題を解決する

企業グループを目指し、2019年4月、「もっと、

ずっと、健やかに。最先端の技術と英知で、

未来を切り拓く企業」という新しいビジョン

を策定しました。そして「2033年のありたい

見出すことができたのは、2021年度の非常に

大きな成果であったと評価しています。

　2021年度は、本中計の重点施策の一つで

ある「デジタル革新」においても着実な進展が

ありました。Roivant社との戦略的提携により、

当社は「DrugOME」と「Digital Innovation」

という2つのヘルスケアテクノロジープラット

フォームと、それらに携わるデジタル人材を

獲得しました。以来、専任のテクノロジーチーム

と各ビジネス部門が密接に連携し、プラット

フォームの有効活用を図ってきました。本格

的な活動を開始して2年ほどですが、既に多

岐にわたって成果が現れつつあります。

　例えば、DrugOMEに関しては、自然言語

処理技術を活用したアセット探索、疾患展望

の調査などビジネス・ディベロップメント活動

をサポートするかたちで活用が進んでいるほ

か、研究部門でも最新の論文情報から有望な

創薬ターゲットを識別してランキング付けを行

うシステムを構築しました。今後も開発化合物

の事業性評価、開発計画や試験デザインの最

適化、臨床試験の効率化、有望なパイプライン

の早期獲得などに広く活用していく計画です。

　一方、Digital Innovationについては、各

ビジネス部門に専任技術者であるデジタル

イノベーターを配置し、デジタル技術の活用

によって各部門の業務課題解決や生産性向上

を追求しています。日本での活用事例として

は、国内薬事情報の検索ツールや、治験関連

文書の作成支援ツールなど、さまざまなアプリ

ケーションを開発して業務効率化を実現して

います。さらに米国では、治験登録者の予測

ツールや登録を迅速化するツールを開発した

ほか、チャットボットを用いた効率的な営業活

動の実現、SNS情報を分析してマーケティン

グ活動でアプローチすべきオピニオンリー

ダーを抽出するなどの活用が進んでいます。

　このように2つのプラットフォームはともに期

待以上の成果を上げています。今後もより高度

な情報活用を目指すのはもちろん、成功事例を

他の部門に横展開することで当社グループ全体

のデジタル革新を一層加速させていきます。

　本中計では、当社グループの持続的成長を

支える経営基盤強化の一環として、この「デジ

タル革新」と併せて「変革を加速する企業文化

の醸成と人材の育成」に取り組んでいます。そ

のキーワードとなるのが「CHANTO」であり、当

社グループ全体に「ちゃんとやりきる力」を浸

透させるために世界各国の従業員と共有する

行動指針です。これは前述の「進取敢為」の精

神にも通ずる考え方であり、「常にレベルの高

い目標を掲げそれを達成する」ことです。

　当社の企業理念は「人々の健康で豊かな生

活のために、研究開発を基盤とした新たな価

値の創造により、広く社会に貢献する」です。

しかしながら、現代における創薬研究は、成功

確率が2万分1とも3万分の1とも言われるほ

ど厳しい世界です。この壁を乗り越えて新たな

価値創造を実現するためには、DrugOMEや

Digital Innovationなどを有効活用して研究

開発の精度や生産性を高めていくと同時に、 代表取締役社長
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