
当社は、1717年（享保2年）の創業以来、「病気と苦痛に対する⼈間の闘いのために」という企業理念のもと、薬業⼀筋
に邁進してきました。2021年度に、持続可能な社会の実現のためにサステナブル経営⽅針を新たに策定しました。

⼩野薬品⼯業のサステナビリティの考え⽅
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������テリ�リティの����業���の�����������

2021年度に新たに策定したサステナブル経営⽅針の�、��と���の経営��を�����に��、�理する��
�、�テ���テ�の����を����の��������経営の�����としました。�定した�テ���テ�は��経
営��の��と��に����、���進�の�る��������に����ています。

また、社�のステ���ル��に当社のサステナ��テ�に対する����を理�いた����も、��と���を�
�した����と対��可能になると��ています。

�テリ�リティ��のステ��

⼩野薬品の�テリ�リティ

����の����

当社は��ま�、���2�000に��いて����を定め、�����に�����きました。201�年度には、当社����
に�����き�����テ��を��にするため、�����の�����として�テ���テ�を��定し、��をもとに

���の実�に�����きました。�
2021年度ま�に進めてきた�テ���テ���に対する��と進�は以�を�����い。

��テ���テ�の��と進�は����������い
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�テ���テ�の�定に�た�ては、ま�����1�����た��を「��創�」、「��創�のための��」、「��
の保�（�����ス�）」に��しました。「��創�」と「��創�のための��」は、当社にと�ての�会��
�、「��の保�」は当社にと�ての�ス�と��しています。��に経営会�な�の�に�いて、ステ���ル��

にと�ての���と�業にと�ての���の�����������る1��の�テ���テ���を�定しました。�
テ���テ���は���会にて��のう�、���定しています。

�テ���テ�の���を�定した理�と�な��と進�に�いては「�テ���テ����の対�」を�����い。

ステ�����テリ�リティの��

ステ������の�����

2021年度に実�した�テ���テ����は、��となる経営��を��するために、��経営��の策定と��て経
営����を�いました。�の��、当社の��を創�し、持続�に��するための��な�会と�ス�を��してい
ます。
�����の経営����には、���、����、���の�������������し、�業を����経営�
�、当社の������と現�との������を実�しました。��に��� テ����の��の����しているス
���ル��（�����、����、���ナ�企業、���、���、����）��の�����を�ま�、経営
��を��しました。
�����に�いては、����を実現するために��な��として⼈���������の����に�する��を
��しました。また、���2�000、���ス�����、������、������ル������10��、�������、
���との対�の��な�を�ま�、��を�新しています。な�、��の��に当た�ては、��の経�を���会
に�いて��し、��を�な��進めました。
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�����

201�年度に��た�テ���テ���に�いては、��の���ス����定した�テ���テ���、��の���

�に�いて、�����との�����を実�し、�の�当�に�いて��しました。
また、2021年度の�テ���テ�の��しに�いても、������との�����を実�し、�当�と�来��に�

いて��しました。

⼩野薬品������の���������テリ�リティ��
������の���������������

������������
�������

��の�テ���テ���は��薬��し���に�進�なものにな�ています。��の�テ���テ�は⼀��な�
�の�テ���テ����を�いていました�、��は��の�を��、社�������の�る�����ス���

��ています。���し����の�いた��を�い、まとめ��た�は���しいと�います。�社も��にした�
なる�うなもの�す。

また、���定した�テ���テ�に�����と�、「病気と苦痛に対する⼈間の闘いのために」という企業理念を
���きる�という����ても、���の�る����定��ています。
����して�しい�は、����ルス����テ�����を��してい�う��、����ルの��、��を��

����たものにする�と�す。��の������スを�定した�に、�の��の��気にな�ました。
⼀��は、����ル���度の�いテ��を��に����ている�という��す。�に���は、��の��、�
����ス、�����テ�����ル�����������、とい�た����に����ま�ています。��薬

������ル��をする��、��のステ���ル�����している��を�ま�以�に��してい������
ます。

���は、��薬�������ステ��������る「���」という��を����に��る��������
��す。���「����の保�」という�現�は、�薬業�に��る�������������を��すという�
�薬�の�めの������に�いの�、���は�����な������������にな�てきます。

��は��のステ���ル��の��を����る�と�����にな�てきて��、��の�業�の�も�ま�以�
に����てい�ると�いと�います。
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����������テリ�リティ��������������
�����の����������������

��会社����ル
�����
������

�テ���テ�の����を��ま�の���の������、��と���を��した経営���と��して��、�
�の��を�����き��進している�と�う���ます。�テ���テ���の���スも���す。経営�も�
めて、����な��社にと�て��なの�、���しな����を進めてきた�は��に���たと�います。ま

た、���の����う�来の�����する�に�いても��して����ている�も�����きます。
��の社�との���������に�いて��して�しい����ます。���定した�テ���テ�の��「��
創�のための��」と「��の保�」に�ま�る�����は、������も��に�た�ます。�のため、�当に

����の��を�������きるの�、または�も�も�当に�テ��ルな��に���ているの�とステ���
ル��に����る可能����ます。社����する�には、���に対して���の���る����を�し、�

�ま�以�に����た������⽅�を��してい��と���にな�てきます。
また、新たな�テ���テ�は「����と�������スの��」の�うに�きな������を��ています
�、ステ���ル��は��に�ま�る���な�テ���テ���を��たいと��ます。�に���は�の���

�に、���������⼈��保�とい�たテ����ま�ているの�、また��を�の�度進める�も�なの�、
��を持�て企業と���������をと�ます。企業�も��に��、���きる�と��ましい�す。

�テ���テ���は����ている⽅�に��て�進していると�います。��創�の����を��するために�
��の��にも���に�����とと、��との���������を、年���してい��と���にな�てきま
す。

�テリ�リティ���の��
2021年度に��定した�テ���テ�の���に�いては、���な��と��を�て、進�を��していきます。�

��に、��経営��と��し、���に対�する��、��、��会����、�社�な����������サ��ル
を��するとともに、���会���経営会�に�いて�理していきます。

以�に、�テ���テ���を�定した理�、��な��と����を�します。な�、��に対する進�に�いて
は、2022年度の����年度�とに��していきます。
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I ■ 財務資本の強化 回更戸王更］
重要課題への設定理由

中長期の目指す姿

指標

主な取り組み

患者さんへの価値提供と持続的な企業価値向上を達成するため、研究開発や成長
を支える経営基盤への持続的な投資を行うための、強固な財務資本が重要と考え
ます。

病気と苦痛に対する人間の闘いのためにという企業理念のもと、いまだ満たされ
ない医療ニーズに応えるため、真に患者さんのためになる革新的な新薬の創製を
行うグローバルスペシャルティファ ーマを目指して、新薬創出につながる強固な
財務基盤の維持・拡充に努めます。

(2022年～2026年）
・売上収益年平均成長率：1桁台後半
・営業利益率：25％以上を維持

・売上収益の拡大を通じた、営業キャッシュフローの継続的な充実
・政策保有株の縮減を通じた、資産効率の向上
•投資対効果の最大化を通じた、収益性．ROEの維持・向上

| II 人的資本の拡充 口已巨王更］
重要課題への設定理由

中長期の目指す姿

指標

主な取り組み

持続的な成長を実現するためには、当社の企業理念の実現に向けて熱き挑戦者として
戦略を実行する人財が不可欠です。

グループ全社員のうち約3割の選抜人財に育成プログラムを付与し、人財育成を
通じて当社の価値創造を牽引する。特に経営人財、グローバル人財、デジタル人財、
イノベーション人財の拡充を重要テーマとしています。

(2026年までの延べ人数）
・将来の経営人財プール数：�250人
・グローバル人財プール数：�300人
・デジタル人財育成研修プログラム受講者数：�500人
内、DXプロジェクトを企画・管理・遂行できる人財：�100人

・中核的なイノベーション人財：�150人

・将来の経営人財：選抜研修および戦略的人事異動の推進
・グローバル人財：グローバル展開を見据えた育成計画の推進、グローバルでの
整緊的人事異動包寒施
・プンタル人財：プンタルトランスフォ ーメーションを企画・牽引する人財の育成、
研修プログラムの実施
・イノベーション人財：イノベーションを起こすためのプログラムの提供、変革の
推進
•その他：ミッションステートメント浸透活動、自己参加型研修、自己啓発学習補助
制度等の実施

I □ 知的財産戦略 回巨芭王西］ I
重要課題への設定理由

中長期の目指す姿

指標

主な取り組み

研究開発型製薬企業にとって、知的財産は最も重要な無形資産の一つです。
患者さんへ価値を届け、さらに財務価値を生み出すためには、無形資産である知的
財産（発明）を特許化し、革新的医薬品という自体的な形にする必要があります。
価値を最大化するためには、知的財産の創出、籍持、活用が重要な課題です。

自社の研究開発活動において、革新的医薬品につながる知的財産を確実に権利化
するとともに、社内外の知的財産を活用することで新たな知的財産を生み出し、
財務価値の創出につなげます。

・製品及び研究開発パイプライン
・知財情報の活用数(IPランドスケープ）

・革新的医薬品につながる知的財産の創出、維持
・上市品及び開発品の製品寿命延長につながる発明創出プロセスの強化とLCM町こ
有効な特許出願
・導入品、新規事業、投資等の妥当性判断のための市場・事業情報との統合的解析
による知財情報の活用(IPランドスケープ）

※life cycle management 
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当社�は、�����を�進するために�����社�を���とし、����当����る��������������

������������を���とする「�����会」を��しています。��い��の���を��に����た
�����会�は、�����の�������を����定し、�の����は定��に経営������ます。な�、
経営�の������定���な����に�いては経営会�にて、�に��な��に�いては���会にて����

���ます。

当社は2017年11�、�����する⼈��������������に�する�10�����なる������ル���
���（以�、����）に��しました。����を��するとともに、��の��の�に「����ル�����

�」の�10���を����、�社�の��に�な�ています。

�������

��������������の��

����の�����

����

���1�⼈���の�持と��

���2�⼈����の���

����

������社の��と�����の��

���������の��

���������の実��な��

�������と�業の����

����

���7�����の��������

�������に対する��の����テ�

ブ�������に��しい��の��と��

������

���10�������を�����る��の����の���
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⼩野薬品���������

�た�は�新�な�薬�の創�を��て、�����、�、17の��に��します。

���「す�ての⼈に��と��を」�は、「病気と苦痛に対する⼈間の闘いのために」という企

業理念のもと、����薬�に��した�����企業として、�業��を��て����に�
���ます。��������������ている「������の���」に�いては、����
���、���経��な�の������を�めとする、いま�に�������た��ない�

�に対する�創���新�な��薬を創�する�と���します。また、「����の対�」に
対しては、��テ���������������������������の��に��て、�

�社��⼈����ル�ルス�������の��を��た、����、��、����ない�
�病な�の���の�い��薬�、����、��薬な�の新たな��薬に��て��します。

���「�業と���新の��を���う」�は、�������の�進�����������

�当社の��する�き�と��ています。新薬創�の����を��に�うために、当社�の�
���に��をするのはも���の�と、������な�にも��を��ています。��て、

�����⼈�������������������������������に�る���������の����
を��て、��の��を��、�������の����に��します。

また、当社にと�ては�������の�進と��17「���ナ�������を��し�う」

は����るもの�は��ま��。「�新�な�薬�の��」は当社��の�な��、��の�
��ナ����に��て��していきます。当社は、「�����������」という���

��に���る�うになる�な�以���、�ま�まな�����の��������を��し
た�社創薬を�進してきました。��に、新薬�����の�������にも���に���
��います。また、�����企業��の�薬企業との����に��、��、����、�

�、��社会、���な�、��なステ���ル��と���ナ����を��し、「�����

����������の����

������」���の��に�����います。な�、当社の�な���企業は������
�いた��ます。
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�����企業��、���の�保はも���の�と、「����ルス����テ�����」の実現に��て当社�

持続�に��してい�ためには、す�てのステ���ル��の��を��した�業���対�を��て��を��し、
��を�続�に��してい�����ると��ています。

当社は、����������、��������の��、����、��社会、社�、��する���業���な
�、���るステ���ル��との�������������な対�を�うとともに、す�てのステ���ル��に対
して、�����������に、��と��る��を��する�とを����としています。

ステ������ ���������の��

���������� �に����のためになる�薬�の創�

���な�薬�の�定��

�薬�の����のための����と����

��������の�� 持続���に�る�定�な����

理��進のための����と対�

��������な�の����

���� �������の�る��の�会の��

�����の�進

��社会 経����の��

��保���、��社会����

社� ��の�会の��

��して��る��の��

��保持������進の�進

社���社��������に�る����

���業��� ����と対�

経��な�の�����の��と����

��������� �����ス��に��ての�������を��た��

�������ブ�の��

ステ��������������

��とも、ステ���ル��の����の��を理�し、����に��し���る企業��る��、������薬
�企業として、�ま�まな��を続�ていきます。

17



���の����

当社は2021年11�12�に���と����の������の�進に�る�����に�する�定を��しました。�
��の����と�間企業の��� ��とを����て、社会����を�るために�����しています。当社は
「��社会との対�」を�業��に��る��なテ��の1�として����を進めてきて��ます。���に�社を�

�る�薬企業として、���と�に��にま��る社会����に�����と�、��と企業の�いの��を��
し、��も��の���進に��していきます。

���定���の��（������「��の間」）

��に�きましては2021年11�12�の��ス���ス�������い。

�1���������������������������（����の創�）

�1
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