
エーザイは、認知症領域において2つのプロジェクトでフェーズⅢ試験を進めています。
1日も早く認知症患者様とそのご家族に新薬をお届けすることができるよう、全力で取り組みます。
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■ 報告対象期間　
　2018年度（2018年4月1日から2019年3月31日）、一部の活動については、2019年度の状況も掲載しています。

■ 報告対象組織　
　エーザイ株式会社およびその国内外の連結子会社

■ 注意事項　
　この統合報告書において提供される資料ならびに情報は、現在における予想、目標、評価、見通し、リスクを伴う想定などの不確実性に基づくも
のを含んでいます。従って、様々な要因の変化により、将来予想などが実際の結果と大きく乖離する可能性があります。また、報告書中の目標数値
はあくまで中期的戦略、めざす方向性、ビジョン等を示すものであり、正式な業績予想ではありません。正式な業績予想は東京証券取引所規則に
基づく年次決算短信等での開示をご参照ください。将来の見通しに影響を与えうる要素には、エーザイの事業環境をとりまく経済環境や競争圧力の
変化、法規制の改正、為替レートの変動、新薬開発の不確実性、第三者による知的財産の侵害などがありますが、これらに限定されるものではあり
ません。また、医薬品（開発中のものを含む）に関する情報が含まれていますが、その内容は宣伝広告、医学的アドバイスを目的としているものでは
ありません。なお、事業等のリスクについては有価証券報告書をご参照ください。

■ 表記について
・一般名については、塩または水和物を省略しています。

■ 各ページに貼付しているアイコンについて
・エーザイの企業価値を構成する6つの資本（知的資本、人的資本、製造資本、社会・関係資本、自然資本、財務資本）との関連性が強いページに、
該当するアイコンを貼付しています。

・持続可能な開発目標（SDGs）の17の目標との関連性が強いページに、該当するアイコンを貼付しています。
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　エーザイは、企業理念において患者様とそのご家族
の喜怒哀楽を第一義に掲げています。また、患者様貢
献の担い手である社員に対しては、働きがいや能力を
醸成する機会を提供しています。エーザイの使命は、
患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益
がもたらされ、この使命と結果の順序を重要と考えて
います。
　一方で、全てのステークホルダーズの皆様の満足を
企図して持続的に企業価値を最大化するためには、企
業理念の「使命と結果」の考え方からも、残余利益の受

益者としての長期投資家にフォーカスすることが効率
的という考え方があります＊1。患者様や社員を含めた
全てのステークホルダーズの皆様の長期の利益を創出
することを前提とした上で、長期投資家の利益に繋が
る関心事を特定し、優先的に取り組むことが企業価値
最大化への最短距離と考えられます。
　設定プロセス、および策定したマテリアリティ・マト
リックスは、下の図表の通りです。これらは、必要に
応じてレビューとアップデートを実施していきます。

マテリアリティ（重要課題）

●マテリアリティの設定プロセス

＊1  Enlightened Value Maximization Theoryと呼ばれる考え方(Michael C. Jensen, 
2001)

＊2  SASB:Sustainability Accounting Standards Board（サステナビリティ会計基準審議会）。合理的な投資家にとってのマテリアリティを業種別に特定し、サステナビリティの開示
基準を開発している米国の非営利民間団体。

＊3  持続可能な開発目標（SDGs）:2015年9月の国連サミットで採択された、持続可能な開発のための2030アジェンダにおいて掲げられている国際目標。詳細は90ページをご参照ください。

プロセス 1：課題の特定
各種ガイドライン（例：SASB＊2の製薬産業の評価基準、GRI ガイドラ
イン）や、持続可能な開発目標（SDGs）＊3、ステークホルダーズの皆様
とのコミュニケーション、社会的責任投資の評価項目（例:ダウ・ジョー
ンズ・サスティナビリティ・インデックス）などを参考に課題を選定

プロセス 3：レビューとアップデート
課題への取り組みの進捗や、ビジネス環境の変化などを
踏まえて、必要に応じてレビューとアップデートを実施

プロセス 2：優先順位づけとマテリアリティ・マトリックスの作成
特定した課題の優先順位を考慮し、企業理念や財務への影響を鑑みた「エーザ
イの事業へのインパクト」と、財務報告やイノベーション創出の機会、法規制
や業界規範がもたらす影響といった「長期投資家にとっての関心」の観点から、
それぞれ特に重要度の高いものを優先順位づけし、マトリックスを作成

●エーザイのマテリアリティ・マトリックス （　）内は、本報告書における主たる関連ページを示しています

長
期
投
資
家
に
と
っ
て
の
関
心

強
い

非
常

に
強

い

■医薬品アクセス向上への取り組み�
（18-19、38-41、90ページ）

■�医薬品の提供にとどまらない�
ソリューションの提供（48-49ページ）

■社員への働きがいの醸成および� �
能力開発機会の提供（24-27ページ）

■革新的な医薬品の創出�
（14-19、42-47、50-55、58-61、�
��99-101ページ）

■製品の安全性マネジメント�
（87ページ）
■コーポレートガバナンスの体制�
（68-78ページ）
■コンプライアンス・リスク管理�
（82-85ページ）
■財務戦略（28-37ページ）
■倫理性と透明性を確保した創薬活動＊4

■知的財産の保護・強化＊5

■適正な価格の実現＊6

■地球環境に配慮した事業活動�
（CO2排出量削減、廃棄物削減、�
水資源の有効利用）（88-89ページ）

■ダイバーシティの推進�
（24-27ページ）

■社員の健康のサポート（24-27ペー
ジ）と安全衛生管理＊7

■贈収賄・汚職の防止（83ページ）
■情報開示＊8

■コンプライアンスに則った�
プロモーション（83ページ）

■製品の品質保証と安定供給�
（86ページ）

■偽造医薬品への対応（86ページ）

エーザイの事業へのインパクト強い 非常に強い

＊4〜7   以下のエーザイコーポレートウェブサイトをご参照ください
　 ＊4   倫理性と透明性を確保した創薬活動	 ▶	https://www.eisai.co.jp/company/business/research/discovery/index.html
　 ＊5  知的財産への取り組み	 ▶	https://www.eisai.co.jp/company/business/research/ip/index.html
　 ＊6   マーケティング 適正な価格の取得をめざす	 ▶	https://www.eisai.co.jp/company/business/marketing/index.html
　 ＊7   労働安全衛生	 ▶	https://www.eisai.co.jp/sustainability/employee/health_safety/index.html

＊8   コーポレートガバナンスガイドライン第11条をご参照ください	 ▶	https://www.eisai.co.jp/company/governance/cgregulations/cgguideline/index.html

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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社外取締役を含む取締役と中堅社員が、高齢者施設
にて認知症当事者の方と語り合い、認知症の方がしっ
かりとした想いをお持ちであること、かけがえのな
い人生を送っていらっしゃることを認識しました。

難治性疾患の患者様を筑波研究所にお招きし、創薬
の最上流にある研究について紹介しました。研究所
見学を通して患者様と共に時間を過ごすことで、日
常生活での辛い想いや治癒への切なる願いを改めて
感じ、患者様に貢献していくためのモチベーション
を再確認することができました。

海外の社員が研修で来日した際、障がい者施設で入
居者の方々の気持ちに寄り添い共感する交流を行い
ました。知的ハンディキャップをお持ちの方と共に
過ごすことで、患者様に貢献するという、ヒューマ
ン・ヘルスケアの原点を見つめなおす経験となりま
した。

フィリピンで患者様支援団体と共に乳がん患者様に
共感し支援するサポートイベントを実施しました。
化学治療によって脱毛した際のスカーフの巻き方コ
ンテストや、クリスマスカードづくりコンテストを
行い、普段は語られない深い想いをメッセージカー
ドに表していただきました。

認知症の方々との共同化
（東京都 高齢者施設）

がん患者様のサポートイベント開催
（フィリピン 医療センター）

難治性疾患の患者様の研究所見学
（茨城県 筑波研究所）

知的障がいをお持ちの方との共同化
（静岡県 障がい者施設）

エーザイの原動力　

ヒューマン・ヘルスケア（hhc）理念
1992年に制定、コアバリューとしてグローバルに社員へ浸透
すべての社員に就業時間の1％を患者様とともに過ごすことを推奨



4 54

　エーザイは、医療の主役が患者様とそのご家族、生活者であることを明確に認識し、そのベネフィッ
ト向上を通じてビジネスを遂行することを企業理念に掲げています。
　この理念を一言に集約したものを「ヒューマン・ヘルスケア（hhc）理念」と呼んでいます。社員一人
ひとりが患者様の傍らに寄り添い、患者様の目線でものを考え、患者様の真実（喜怒哀楽）、言葉にな
らない想いを感じ取り理解することが重要であると考え、グローバルのすべての社員が就業時間の
1％を患者様とともに過ごすこと（共同化）を推奨しています。現在では、この理念がエーザイグルー
プの社員一人ひとりに浸透し、国籍・国境・性別・年代を超えて共有化され、日常業務として実践さ
れています。以下にその一部をご紹介いたします。

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

インドに世界各地から社員が集まり、リンパ系フィ
ラリア症の患者様と交流しました。手足が不自由な
ため力が入らず、家事や長時間の作業に耐えられな
い、社会の偏見から子供への影響を心配しているな
ど、日常の生活面や精神面での困難な状況を直接お
聞きしました。「DEC錠（ジエチルカルバマジン）」の
無償提供以外にも、何ができるか、支援の方法を日々
模索しています。

米国現地法人の社員は、転移性乳がんの疾患啓発や
患者様支援のためのウェブサイトを立ち上げました。
同じ病で苦しむ患者様に、生きるヒントや活力をお
届けしています。

希少疾患の患者様を工場にお招きし、施設の見学会
後、社員との意見交換やワークショップを実施しま
した。難病の患者様の喜怒哀楽を直接教えて頂くこ
とは、私たちのモチベーション向上につながります。

４月の新入社員研修では、認知症の方やそのご家族
と共に過ごす時間を持ちました。認知症になっても
周囲のサポートがあればできることはたくさんある
こと、できることに目を向け共存する地域社会づく
りの大切さを学びました。

リンパ系フィラリア症の患者様との共同化
（インド 保健所）

転移性乳がんの啓発活動
（米国 コンベンションセンター）

希少疾患の方の事業所見学
（茨城県 鹿島事業所）

新入社員と認知症の方やご家族との共同化
（神奈川県 研修施設）

Eisai Integrated Report 2019
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「知識創造理論」に基づくhhc理念の実現への取り組み

2005年6月、定款に企業理念を明記

　エーザイでは、社員一人ひとりが「知識創造理論」に基づき、創意工夫しながら日常業務を通じて、hhc理
念の実現に取り組んでいます。
　知識は、主観的で言語化しにくい「暗黙知」と、言語化できる「形式知」の２種類に分類されます。「SECIモ
デル」は、暗黙知と形式知を繰り返し相互変換することにより組織的にイノベーションを起こす知識創造理
論のコアとなるフレームワークであり、知識創造を４つのフェーズで捉えています。

①個人が他者と直接経験を共有し、暗黙知を蓄積する「共同化」（S）
②対話などを通じて個人間の暗黙知を概念や図像などの形式知に変換する「表出化」（E）
③集団レベルの形式知を組織レベルで組み合わせてモデルや物語に体系化する「連結化」（C）
④形式知の実践を通じて、新たな暗黙知を生成する「内面化」（I）

　SECIモデルでは、戦略的に知識
創造を行うためには、この４つの
フェーズをスパイラル状に繰り返す
ことが重要であるとされています。
　エーザイでは、「患者様の真実（喜
怒哀楽）」を理解する上で、特に「共
同化（Socialization）」を重視し、世
界中の社員が就業時間の1％を用い
て、患者様とともに過ごすことを推
奨しています。

SECIモデル知識創造理論スパイラル

直接経験を共
有し、暗黙知
を蓄積する

（共感）

対話と内省を
通じて暗黙知
を言語や図像
にする

（概念化）

モデルや物語
を実践し暗
黙知を生成する

（実践）

関連する概念
をモデルや物
語にする

（モデル化）

暗黙知
共同化(S) 表出化(E)

内面化(I) 連結化(C)

暗
黙

知
暗

黙
知

形
式

知
形

式
知

暗黙知

形式知
 I  = 個人 (Individual)  G = 集団 (Group)  

O = 組織 (Organization)  E = 環境 (Environment)

I Individual Group

I
I

I

I
E

E

E

Environment

G
O

O
I

I
I

G

G GOrg.

G

形式知

　エーザイの依って立つ基盤と実現したい姿を株主の皆様と共有し、事業運営にあたるため、2005年6月の
株主総会において定款の一部変更を行い、株主の皆様のご賛同を得て企業理念を条文とし明記しました。

定款 第 2 条
本会社は、患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義に考え、そのべネフィット向上
に貢献することを企業理念と定め、この企業理念のもとヒューマン・ヘルスケア（hhc）
企業をめざす。
②�本会社の使命は、患者様満足の増大であり、その結果として売上、利益がもた

らされ、この使命と結果の順序を重要と考える。
③�本会社は、コンプライアンス（法令と倫理の遵守）を日々の活動の根幹に据え、

社会的責任の遂行に努める。
④�本会社の主要なステークホルダーズは、患者様と生活者の皆様、株主の皆様お

よび社員である。本会社は、以下を旨としてステークホルダーズの価値増大をは
かるとともに良好な関係の発展・維持に努める。
1. �未だ満たされていない医療ニーズの充足、高品質製品の安定供給、薬剤の安

全性と有効性を含む有用性情報の伝達
2. 経営情報の適時開示、企業価値の向上、積極的な株主還元
3. 安定的な雇用の確保、やりがいのある仕事の提供、能力開発機会の充実

企業理念に基づく
使命と結果の順序

結果
売上、利益・・・

使命

事業活動

患者様満足の増大
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利益創出よりも大義である経営目標を掲げて組織を変革し、経済価値と社会価値を同時追求する経営モデル（CSV）から、
      は社会価値創造を唯一の目的とし、結果として経済価値を創出します。

hhc
human health care

価値は社会貢献という共通善

地域社会ニーズに合わせ
企業が共同で価値を創出

競争にこだわりを持たない

利益は目的である共通善の
結果として得られる

テーマは企業ごとに共有される

企業の日常業務予算として
組み込まれている

たとえば、バリューチェーンに
顧客ニーズをインプット

CSR
Corporate Social Responsibility

価値は「善行」

シチズンシップ、
フィランソロピー、持続可能性

任意、あるいは外圧によって

利益の最大化とは別物

テーマは、外部の報告書や
個人の嗜好による

企業の業績やCSR予算の
制限を受ける

たとえば、フェアトレードで
購入する

CSV
Creating Shared Value

価値はコストと比較した
経済的便益と社会的便益

企業と地域社会が共同で
価値を創出

競争に不可欠

利益の最大化に不可欠

テーマは企業ごとに異なり、
内発的である

企業の予算全体を再編成する

たとえば、調達方法を変えて
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SWOT 分析　Strengths 強み
自社の強みを活かし、患者様貢献の早期拡大に全力で挑む

・創薬活動　・生産活動　・マーケティング活動
1960年代後半から海外展開をスタート、1990年代半ばからグローバル化が加速
現在では日本・米国・欧州・中国・アジアにおいて確固たるビジネス基盤を構築
特に中国での売上収益は8年連続で2桁成長を達成（人民元ベース）、日系企業の中でトップクラス

4. グローバルな事業展開による経験知の蓄積

3. 認知症領域、がん領域における豊富な創薬活動の経験知

参照　12-13、42-47、50-55、58-61、99-101ページ

参照　56-67ページ

参照　50-55、92-93ページ

6. 神経領域、がん領域における戦略的パートナーシップ
開発の成功確率向上・加速化、開発・商業化費用の効率化を可能とするグローバルな提携

・神経領域　Biogen Inc. ・がん領域　Merck & Co., Inc., 
Kenilworth, N.J., U.S.A.

参照　15-17、42-47、50-55、80-81ページ

1. 企業理念の深い浸透と社員の高いエンゲージメント

「知識創造サーベイ2017」の結果から、
全世界の社員において
企業理念の深い浸透と
会社への高いエンゲージメントを確認 参照　4-7、14ページ

2つの候補品 でフェーズⅢ試験が進行中
BACE＊1 阻害剤、抗Aβ（アミロイドベータ）抗体の双方でフェーズⅢ試験を主導する製薬企業は

世界でエーザイのみ
世界初のアルツハイマー病疾患修飾剤の開発成功をめざす

認知症領域では 35年以上 （1983年開始）、 がん領域では 30年以上 （1987年開始）に

わたって創薬活動を展開し、豊富な経験知を蓄積

2. 認知症領域における業界屈指の豊富な開発パイプライン

開発中の BACE 阻害剤「エレンベセスタット」＊2 開発中の抗 Aβプロトフィブリル抗体「BAN2401」＊2, 3

フェーズⅢ試験が行われているAβ関連開発候補品一覧＊4

BACE阻害剤
エレンベセスタット

抗Aβ抗体
BAN2401
Gantenerumab（Roche）
Solanezumab（Eli Lilly）

＊1 アミロイド前駆体タンパク質のβサイト切断酵素
＊2 Biogen Inc. との共同開発  
＊3 BioArctic ABからの導入品
＊4 2019年7月11日時点のClinicalTrials.govの情報をもとにエーザイが作成

参照　15-16、42-47ページ

5. 自社創製品の拡大
抗がん剤「ハラヴェン®」 抗てんかん剤「フィコンパ®」

®

(eribulin mesylate) Injection

抗がん剤「レンビマ®」

2018年度    626億円        413億円       193億円
売上収益            （前期比194％）　　　　       （前期比104％）         （前期比132％）
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SWOT 分析　弱み、機会、脅威

2018年の医薬品売上メーカーランキング
において、当社は日本企業としては5位、グ
ローバルでは30位です＊。売上規模の大きい
他の製薬企業と比較すると、当社が投入でき
る研究開発費の金額は限られています。この
弱みを克服すべく、創薬活動の生産性・効率
性を高める戦略を進めています。

第一に、エーザイでは「重要プロジェクトへ
の選択と集中」を徹底しています。患者様の
ニーズが高く、当社が蓄積してきた知やノウ
ハウを活かせる重点戦略領域として、「神経
領域」と「がん領域」を選択し、研究開発資源
を集中的に投入しています。

第二の戦略は、「パートナーシップの活用」
です。様々な経験・ノウハウを有するパート
ナーとの共同開発は、新薬開発の成功確率
向上・加速化のみならず、研究開発のリスク
分散と投資の効率化をはかる上で極めて有
効です。2018年度の連結損益計算書に計
上されている研究開発費は1,448億円（対
売上比率：22.5％）ですが、パートナーの負
担額464億円を加味した実質的な研究開発
費は1,913億円（対売上比率：29.8％）とな
ります。
＊ 出典：「新ファルマ・フューチャー」2019 年 6-7月特別号 No.19

直接研究開発費の91％を
2領域に集中投入
＊パートナーの負担額を含む。

＊1 Biogen Inc. との共同開発
＊2 BioArctic AB からの導入品

Weaknesses 弱み
1. 年間売上1,000億円を超える大型ブランドの創出の遅れ

Opportunities 機会

エーザイの弱みの 1 つは、アルツハイマー
型認知症治療剤「アリセプトⓇ」、プロトンポ
ンプ阻害剤「パリエットⓇ」以来、大型ブラ
ンドを創出することが出来ていないことです。

しかし、自社創製の抗がん剤「レンビマⓇ」
については、2019 年度の売上は 1,000 億
円を超える見通しであり、将来は「アリセ
プトⓇ」のピークセールスを超えるポテンシャ
ルを有しています。また、現在開発中の
BACE 阻害剤「エレンベセスタット」＊1や抗
アミロイドベータプロトフィブリル 抗体

「BAN2401」＊1, 2は、期待される効果を考慮す
れば、「アリセプトⓇ」のピークセールスを大き
く上回る可能性が高いと想定しています。

グローバルな医薬品市場の拡大
グローバルな高齢化の進展や、開発途上国・新興国での経済発展、ならびに画期的な新薬の登場により、

世界の医薬品市場は拡大していくと想定されています。2019年～2024年における世界の医療用医薬品市
場の年平均成長率は6.9％となる見通しであり、特にがん領域では11.4％の成長が見込まれています。グロー
バルな医薬品市場の拡大は、グローバルに事業を展開するエーザイにとって大きなビジネス機会になると考
えています。

Threats 脅威
1. 画期的な競合品の市場参入

各製薬企業は新薬の開発に向けて経営資源を積極的に投入しています。他社の画期的新薬の市場参入
は、当社にとっては大きな脅威となります。

しかし、画期的な新薬の登場は、必ずしも成長機会を奪うだけではありません。特にがん領域では併用療
法が標準となっており、その新薬と当社の薬剤を併用する科学的合理性を示すことにより、成長ポテンシャ
ルを飛躍的に高めることが可能です。「レンビマⓇ」については、画期的な新薬である抗PD-1抗体との併用療
法の開発を積極的に進めています。
▶参照：50-55ページ

2. 各国政府による医療費削減策の推進に伴う薬価引き下げ圧力の高まり
各国政府が医療費削減策を推進し、薬剤費の引き下げ圧力が高まっていることは、当社のビジネスの脅威

になっています。特にがん領域では、高価格な新薬が市場に続々と登場していますので、薬剤の適正な価格
の設定は重要なテーマになっています。

当社は、薬剤の価格はその薬剤が患者様にもたらす根源的な価値に基づいて決定されるべきと考えてい
ます。当社は患者様に真の価値をもたらす薬剤の創出に邁進していきますが、同時にそのイノベーションの価
値が適正に価格に反映されるべきと考えています。

▶参照：42-47,50-55,58-63ページ

世界の医療用医薬品の売上推移

2. 世界のビッグファーマと比較すると、投入できる研究開発費が限られている
2018年度　製薬企業売上ランキング上位10社
およびエーザイの売上収益・研究開発費

領域別直接研究開発費（2018年度実績）＊

■ 神経領域
■ がん領域
■ その他
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バルな医薬品市場の拡大は、グローバルに事業を展開するエーザイにとって大きなビジネス機会になると考
えています。

Threats 脅威
1. 画期的な競合品の市場参入

各製薬企業は新薬の開発に向けて経営資源を積極的に投入しています。他社の画期的新薬の市場参入
は、当社にとっては大きな脅威となります。

しかし、画期的な新薬の登場は、必ずしも成長機会を奪うだけではありません。特にがん領域では併用療
法が標準となっており、その新薬と当社の薬剤を併用する科学的合理性を示すことにより、成長ポテンシャ
ルを飛躍的に高めることが可能です。「レンビマⓇ」については、画期的な新薬である抗PD-1抗体との併用療
法の開発を積極的に進めています。
▶参照：50-55ページ

2. 各国政府による医療費削減策の推進に伴う薬価引き下げ圧力の高まり
各国政府が医療費削減策を推進し、薬剤費の引き下げ圧力が高まっていることは、当社のビジネスの脅威

になっています。特にがん領域では、高価格な新薬が市場に続々と登場していますので、薬剤の適正な価格
の設定は重要なテーマになっています。

当社は、薬剤の価格はその薬剤が患者様にもたらす根源的な価値に基づいて決定されるべきと考えてい
ます。当社は患者様に真の価値をもたらす薬剤の創出に邁進していきますが、同時にそのイノベーションの価
値が適正に価格に反映されるべきと考えています。

▶参照：42-47,50-55,58-63ページ

世界の医療用医薬品の売上推移

2. 世界のビッグファーマと比較すると、投入できる研究開発費が限られている
2018年度　製薬企業売上ランキング上位10社
およびエーザイの売上収益・研究開発費

領域別直接研究開発費（2018年度実績）＊

■ 神経領域
■ がん領域
■ その他

51%40%

9%

パートナーの負担額を加味した
研究開発費の推移（億円）

1,160

（億円）
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　1988年に代表取締役社長に就任した内藤晴夫（現：代表執行役CEO）は、就任直
後からエーザイの企業像の変革と社員の意識改革に取り組みました。そして、1990
年、エーザイはヘルスケアの主役が患者様とそのご家族、生活者であることを明確
に認識し、そのベネフィット向上を通じてビジネスを遂行することに誇りを持ちたい
という「エーザイ・イノベーション宣言」を発し、「世の中変ります。あなたは変れます
か」というメッセージで社員一人ひとりの革新を促しました。
この精神を一言に集約したものが、“ヒューマン・ヘルスケア

（hhc）”であり、1992年に企業理念として制定されました。

世界中の患者様への貢献をめざして エーザイの歴史

　創業者の内藤豊次は、日本の製薬業界が外国製
品の輸入に頼りすぎていることへの憂いから、エー
ザイを設立し、新薬開発に注力しました。

1941年　日本衛材株式会社設立
1955年　「日本衛材株式会社」から
　　　　  「エーザイ株式会社」へ社名変更

1960年代後半～1970年代前半 　東南アジアに現地法人を設立

研究開発三極体制の構築
1982年  筑波研究所竣工（日本）
1989年  ボストン研究所竣工（米国）
1992年  ロンドン研究所竣工（英国）

創業者：内藤豊次
1948年に発売した
避妊薬「サンプーン」の広告

1951年に発売したチョコラブランド
第1号「チョコラA」の広告

認知症領域・がん領域への参入
1983年  筑波研究所にて認知症領域の創薬研究を開始
1987年  筑波研究所にて自社抗がん剤の研究開発グループ

が発足

　国内製薬企業の海外進出戦略が、自社製品を海外製薬企
業に導出する形態が主流であった当時、エーザイは源流であ
る研究から生産までを自らの手で行うことにこだわりまし
た。いち早く日米欧に研究開発拠点を確立し、グローバルブ
ランドの創出に取り組んできました。
　また、認知症領域・がん領域における創薬活動をこの時期
に開始しました。

筑波研究所 ボストン研究所 ロンドン研究所

1992年  企業理念“ヒューマン・ヘルスケア（hhc）”の制定

エーザイの設立1941年

　「アリセプトⓇ」「パリエットⓇ」の独占販売期間満了により、当
社の業績は厳しい局面を迎えました。その一方で、新たに発売し
た自社創製品の拡大が続いています。「レンビマ Ⓡ」の拡大等に
より、近年の当社の業績は着実に改善しています。
　2016 年度より開始した10年間にわたる中期経営計画

「EWAY 2025」では、神経領域とがん領域を戦略的重点領域
と位置付けています。パートナーシップモデルにより、神経
領域では次世代アルツハイマー病治療剤の開発、がん領域で
は「レンビマⓇ」とがん免疫療法との併用療法の開発が大きく
進展しています。

新たな自社創製品とパートナーシップモデルによる価値創造2010年代

　1990年代後半において発売した
自社創製品の「アリセプトⓇ」と「パリ
エットⓇ」はグローバルに拡大し、2品
の合計売上はピーク時の2009年
度には4,708億円に達しました。こ
れらの2大ブランドの拡大よりグ
ローバル化が加速し、海外主要国で
医薬品販売会社を次々と設立しま
した。
　さらに、がん領域の基盤強化に向
けて、買収や新会社の設立を行いま
した。

1941年

　1966年に2代目社長に就任した内藤祐次は、積極的に海外展開を進めていきました。

本格的に海外進出を開始1960年代後半

２大ブランドの拡大によるグローバル化の加速1990年代後半～

グローバル展開に向けた基盤を構築1980年代～

内藤祐次

アルツハイマー型認知症治療剤
「アリセプト®」の発売
1997年  米国、
             欧州（英国）
1999年  日本

プロトンポンプ阻害剤
「パリエット®」の発売
1997年  日本
1998年  欧州（英国）
1999年  米国
　　　　（製品名：AcipHex®）

がん領域の基盤の強化
2007年  Morphotek, Inc.の買収
2008年  MGI Pharma, Inc.の買収
2010年  H3 Biomedicine Inc. 設立（米国）

「アリセプト®」 3,228億円（2009年度）
「パリエット®」 1,759億円（2007年度）
2品合計 4,708億円（2009年度）

2大ブランドの独占販売期間満了
「アリセプト®」
2010年  米国
2011年  日本
2012年  欧州

「パリエット®」
2010年  日本
2012年  欧州
2013年  米国

ピークセールス

1988年　内藤晴夫（左）
代表取締役社長に就任

新たな自社創製品の発売
2010年  抗がん剤「ハラヴェン®」米国で発売
2012年  抗てんかん剤「フィコンパ ®」欧州で発売
2015年  抗がん剤「レンビマ®」米国、日本、欧州で発売

認知症領域・がん領域におけるパートナーシップの締結
2014年  Biogen Inc.とアルツハイマー病治療剤に関する
　　　　 共同開発・共同販促契約を締結
2018年  Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.と
　　　　 抗がん剤「レンビマ ®」に関する戦略的提携に合意

連結売上収益、および主要製品の売上収益の推移
■その他の売上収益
■「レンビマ®」、「ハラヴェン®」、「フィコンパ®」　3品売上収益
■「パリエット®」　売上収益
■「アリセプト®」　売上収益

1997年1月「アリセプト®」
米国で発売

2010年1月「パリエット®」日本で独占販売期間満了

2010年11月
「アリセプト®」米国で独占販売期間満了

2015年2月
「レンビマ®」米国で発売

1997年12月「パリエット®」日本で発売
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　1988年に代表取締役社長に就任した内藤晴夫（現：代表執行役CEO）は、就任直
後からエーザイの企業像の変革と社員の意識改革に取り組みました。そして、1990
年、エーザイはヘルスケアの主役が患者様とそのご家族、生活者であることを明確
に認識し、そのベネフィット向上を通じてビジネスを遂行することに誇りを持ちたい
という「エーザイ・イノベーション宣言」を発し、「世の中変ります。あなたは変れます
か」というメッセージで社員一人ひとりの革新を促しました。
この精神を一言に集約したものが、“ヒューマン・ヘルスケア

（hhc）”であり、1992年に企業理念として制定されました。

世界中の患者様への貢献をめざして エーザイの歴史

　創業者の内藤豊次は、日本の製薬業界が外国製
品の輸入に頼りすぎていることへの憂いから、エー
ザイを設立し、新薬開発に注力しました。

1941年　日本衛材株式会社設立
1955年　「日本衛材株式会社」から
　　　　  「エーザイ株式会社」へ社名変更

1960年代後半～1970年代前半 　東南アジアに現地法人を設立

研究開発三極体制の構築
1982年  筑波研究所竣工（日本）
1989年  ボストン研究所竣工（米国）
1992年  ロンドン研究所竣工（英国）

創業者：内藤豊次
1948年に発売した
避妊薬「サンプーン」の広告

1951年に発売したチョコラブランド
第1号「チョコラA」の広告

認知症領域・がん領域への参入
1983年  筑波研究所にて認知症領域の創薬研究を開始
1987年  筑波研究所にて自社抗がん剤の研究開発グループ

が発足

　国内製薬企業の海外進出戦略が、自社製品を海外製薬企
業に導出する形態が主流であった当時、エーザイは源流であ
る研究から生産までを自らの手で行うことにこだわりまし
た。いち早く日米欧に研究開発拠点を確立し、グローバルブ
ランドの創出に取り組んできました。
　また、認知症領域・がん領域における創薬活動をこの時期
に開始しました。

筑波研究所 ボストン研究所 ロンドン研究所

1992年  企業理念“ヒューマン・ヘルスケア（hhc）”の制定

エーザイの設立1941年

　「アリセプトⓇ」「パリエットⓇ」の独占販売期間満了により、当
社の業績は厳しい局面を迎えました。その一方で、新たに発売し
た自社創製品の拡大が続いています。「レンビマ Ⓡ」の拡大等に
より、近年の当社の業績は着実に改善しています。
　2016 年度より開始した10年間にわたる中期経営計画

「EWAY 2025」では、神経領域とがん領域を戦略的重点領域
と位置付けています。パートナーシップモデルにより、神経
領域では次世代アルツハイマー病治療剤の開発、がん領域で
は「レンビマⓇ」とがん免疫療法との併用療法の開発が大きく
進展しています。

新たな自社創製品とパートナーシップモデルによる価値創造2010年代

　1990年代後半において発売した
自社創製品の「アリセプトⓇ」と「パリ
エットⓇ」はグローバルに拡大し、2品
の合計売上はピーク時の2009年
度には4,708億円に達しました。こ
れらの2大ブランドの拡大よりグ
ローバル化が加速し、海外主要国で
医薬品販売会社を次々と設立しま
した。
　さらに、がん領域の基盤強化に向
けて、買収や新会社の設立を行いま
した。

1941年

　1966年に2代目社長に就任した内藤祐次は、積極的に海外展開を進めていきました。

本格的に海外進出を開始1960年代後半

２大ブランドの拡大によるグローバル化の加速1990年代後半～

グローバル展開に向けた基盤を構築1980年代～

内藤祐次

アルツハイマー型認知症治療剤
「アリセプト®」の発売
1997年  米国、
             欧州（英国）
1999年  日本

プロトンポンプ阻害剤
「パリエット®」の発売
1997年  日本
1998年  欧州（英国）
1999年  米国
　　　　（製品名：AcipHex®）

がん領域の基盤の強化
2007年  Morphotek, Inc.の買収
2008年  MGI Pharma, Inc.の買収
2010年  H3 Biomedicine Inc. 設立（米国）

「アリセプト®」 3,228億円（2009年度）
「パリエット®」 1,759億円（2007年度）
2品合計 4,708億円（2009年度）

2大ブランドの独占販売期間満了
「アリセプト®」
2010年  米国
2011年  日本
2012年  欧州

「パリエット®」
2010年  日本
2012年  欧州
2013年  米国

ピークセールス

1988年　内藤晴夫（左）
代表取締役社長に就任

新たな自社創製品の発売
2010年  抗がん剤「ハラヴェン®」米国で発売
2012年  抗てんかん剤「フィコンパ ®」欧州で発売
2015年  抗がん剤「レンビマ®」米国、日本、欧州で発売

認知症領域・がん領域におけるパートナーシップの締結
2014年  Biogen Inc.とアルツハイマー病治療剤に関する
　　　　 共同開発・共同販促契約を締結
2018年  Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.と
　　　　 抗がん剤「レンビマ ®」に関する戦略的提携に合意

連結売上収益、および主要製品の売上収益の推移
■その他の売上収益
■「レンビマ®」、「ハラヴェン®」、「フィコンパ®」　3品売上収益
■「パリエット®」　売上収益
■「アリセプト®」　売上収益

1997年1月「アリセプト®」
米国で発売

2010年1月「パリエット®」日本で独占販売期間満了

2010年11月
「アリセプト®」米国で独占販売期間満了

2015年2月
「レンビマ®」米国で発売

1997年12月「パリエット®」日本で発売
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当社は、患者様とそのご家族の喜怒哀楽を第一義
に考え、そのベネフィット向上に貢献することを
企業理念と定め、この企業理念のもとヒューマン・
ヘルスケア（hhc）企業をめざしています。私は、当
社の経営トップに就任して以来、企業理念に基く
経営を志向してきました。企業理念は、「我々は誰
を大切にし、何のために働くのか」を社内外に示す
道標です。当社は、会社の最高位の文章である定款
にも企業理念を盛り込んでいます。
「患者様の喜怒哀楽」を知ることは簡単なことで

はありません。病院の待合室にいる患者様にお気
持ちを伺うことは当然できません。身内の方でも、
患者様の本当の苦しみや望みをお聞きすることは
難しいことです。患者様の喜怒哀楽を少しでも知
ることが出来るよう、当社では全世界の社員約1万
人に対して就業時間の1％を患者様とともに過ごす

「共同化」を推奨しています。患者様の傍らに寄り
添い、一緒にお話をしたり食事をしたりすることで、
患者様の目線でものを考え、患者様の言葉になら
ない想いを感じることが大事だと考えています。

CEOメッセージ

ステークホルダーズの皆様へ

企業理念に基く経営を実践
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現在進行中の10年にわたる中期経営計画「EWAY�
2025」は、hhc理念に基く強い動機でイノベーショ
ンを起こす取り組みです。イノベーションは、決し
て科学や技術だけで起こされるものではありませ
ん。人々の強い動機が不可欠です。「EWAY�2025」
では、患者様との「共同化」から患者様の真のニーズ
を理解し、このニーズを満たさなければならない
という強い動機を持ってイノベーションを起こす
ことをめざしています。

また、「EWAY�2025」では、立地というコンセプ
トを取り入れています。立地とは、hhc的ニーズを
満たす上で、いまだ他者が成功していない、あるい
は着手していないもので、エーザイがフロントラン
ナーと成り得る機会です。立地において我々が中心
的な役割を果たし、イノベーションを連打していく
ことをめざしています。立地を定めるということは、
展開する範囲を限定することであり、リスクを伴い
ますが、集中展開によりイノベーションの創出に向
けた効率性も高まると考えています。

2016年4月に「EWAY�2025」をスタートする際、
我々は、数ある領域の中で、神経領域とがん領域の
二つに注力すると決めました。

神経領域では、アルツハイマー型認知症治療剤
「アリセプト®」の発売という先行事例があり、認知
症領域における創薬活動や疾患啓発活動の豊富な経
験知を有しています。また、認知症領域での業界屈
指の豊富な開発パイプラインは、当社の最大の強み
です。認知症患者様は世界中で増加の一途を辿ると
予測されていますが、2003年以降、認知症領域で
米国FDA（食品医薬品局）が承認した新薬はありませ
ん。認知症領域での新薬に対する高いニーズを満た
すことは当社の使命であり、神経領域への注力を決
定しました。

がん領域では、当社は2010年に「ハラヴェン®」、
2015年に「レンビマ®」という2つの自社創製品を発
売し、経験知を積み重ねてきました。がん領域で
は、世界のビッグファーマが熾烈な新薬開発競争を
展開しており、成功を収めることは至難の業です。
しかし、「ハラヴェン®」や「レンビマ®」で経験知のあ
る「がん微小環境＊1」や、当社の研究子会社であるH3�
Biomedicineの技術等を用いた「ドライバー遺伝子
変異＊2とスプライシング異常＊3」という切り口であ
れば勝負できると考え、がん領域への注力を決定し
ました。

＊1  腫瘍細胞の周囲に免疫細胞の浸潤や血管新生が誘導された特殊な環境。微小環
境からのさまざまな刺激や栄養が発がんを促進すると考えられている。

＊2  がんの発生・進展において重要な役割を果たす遺伝子。
＊3  DNA が持つ遺伝情報の中から、不要な部分を取り除く編集作業の異常。

中期経営計画「EWAY 2025」 神経領域とがん領域でイノベーションを起こす

Biogen�Inc.� と 共 同 開 発 し て い た 抗Aβ抗 体�
「アデュカヌマブ」＊1については、早期アルツハイマー病
患者様を対象に実施していた2つのフェーズⅢ試験を中
止したことを2019年3月21日に発表しました。多大な
る支援をいただいていた中でこのような結果となった
ことに対して、心よりお詫び申し上げます。

しかしながら、我々は現在2つのプロジェクトでフェー
ズⅢ試験を進めています。我々が開発している次世代
アルツハイマー病治療剤は、より早期かつ長期間にわ
たって病勢ステージの進行を抑制し、認知症患者様へ
の新たな希望をご提供できる可能性を有しています。
1日も早く認知症患者様とそのご家族に新薬をお届け
することができるよう、全力で取り組んでいます。

抗アミロイドベータ（Aβ）プロトフィブリル抗体
「BAN2401」＊1、2は、856人 の 患 者 様を 対 象とし
たフェーズⅡ試験（201試験）において、脳内アミロイ
ド蓄積の減少、それに伴う脳脊髄液中のバイオマー
カーの改善、結果としての臨床症状の悪化抑制を世
界で初めて後期臨床試験で実証しました。これらは、

「BAN2401」の疾患修飾剤としての可能性を示唆す
る画期的な結果です。201試験で得られた結果に基
づき、フェーズⅢ試験（Clarity�AD）を2019年3月に
開始しました。「BAN2401」の最大の特長は、Aβ
の中で最も神経毒性が強いと考えられているAβプ
ロトフィブリルに高い親和性を有していることです。
フェーズⅢ試験は、2022年度第1四半期の主要評価

認知症領域　2つのプロジェクトでフェーズⅢ試験が進行中

神経領域とがん領域に注力

「アリセプト®」の発売という先行事例
認知症領域における豊富な経験知

認知症領域での業界屈指の豊富な開発パイプライン

「ハラヴェン®」、「レンビマ®」の発売という先行事例
「ハラヴェン®」、「レンビマ®」で経験知のある「がん微小環境」
 H3 Biomedicineの「ドライバー遺伝子変異とスプライシング異常」

神経領域

がん領域
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項目の結果取得を目標に進行中です。
BACE（アミロイド前駆体タンパク質のβサイト切断

酵素）阻害剤「エレンベセスタット」＊1は2本のフェーズⅢ
試験（MISSION�AD1/2）が進行中であり、2019年3
月には患者様登録を完了しました。2021年度第1四
半期の主要評価項目の結果取得を目標にしています。

米国で実施したフェーズⅡ試験（202試験）では、BACE
阻害剤では初めて統計学的に有意な脳内Aβの減少を
示すとともに臨床症状の進行抑制を示唆しました。

また、この2つのプロジェクトは、世界的権威であ
るAlzheimer’s�Clinical�Trials�Consortium（ACTC）
が計画するアルツハイマー病発症予防に関する臨床
試験（A3試験およびA45試験）に採択されました。

2018年3月、当社はMerck�&�Co.,�Inc.,�Kenilworth,
N.J.,�U.S.A.（米メルク社）と「レンビマ®」に関して戦
略的提携に合意しました。現在、両社の共同販促は
世界の主要国で順調に進行しています。2018年度
においては、米国や中国を含む世界各国で肝細胞
がん適応の承認を取得しました。この結果、「レン
ビマ®」の2018年度の売上収益は、前期比194%の
626億円に到達しました。2019年度は共同販促を
拡大し、前期比185%の1,160億円の売上収益をめ
ざします。

また、「レンビマ®」と「キイトルーダ®」（一般名：ペム
ブロリズマブ）との併用療法に関する両社の共同開発
も、極めて順調に進行しています。2019年7月には、
腎細胞がん、子宮内膜がんに次いで、肝細胞がんの
一次治療として米国FDAより、新たにブレイクスルー
セラピー指定＊を受領しました。両剤の併用療法に関
して共同開発を予定している13本の試験（12本が承
認申請用試験）のうち11本が戦略的提携の締結から
約1年で既に試験を開始しており、残る2本も2019年
度中に開始予定です。

がん領域　「レンビマ®」の躍進とさらなる価値最大化の追求

開発した次世代アルツハイマー病治療剤を円滑に
患者様にお届けするためには、いくつもの医療環
境や社会環境の整備が必要です。取り組むべき課題
は多岐にわたりますが、アルツハイマー病では認知
障害が発生する以前からAβの蓄積や睡眠障害・行
動障害が発生することが判明しているため、早期診
断・早期治療の実施にむけた環境整備は特に重要と
なります。

がんについては、日本ではがん対策基本法という
法律が定められており、プライマリーながん検診は
ほとんど公費で行われています。この法律によって、
がんの予防、治療が大きく前進しました。一方、認
知症については、診断について公費を充当している
都道府県はまだ稀です。このため、認知症のための

基本法の理念や基本的施策についての検討が行われ
ています。先般の国会では自民党と公明党により認
知症基本法案が提出され、法制化に向けて大きく前
進いたしました。2019年6月には「共生」と「予防」を
柱とする認知症施策推進大綱が取り纏められました。
また、2019年6月のG20サミット開催に先立ち、日
本製薬工業協会（製薬協）が認知症を含む世界の保健
課題に関する提案書をまとめ、日本政府に提出しま
した。これらの取り組みを通じて、日本の認知症施
策が大きく前進することが期待されます。

また、認知症の早期診断を可能とする新たな診断法
の開発も早急に進めなければなりません。我々はシス
メックス社と共同で低侵襲性で安価なハイスループッ
ト診断法（血液診断）の開発に取り組んでいます。

認知症を取り巻く環境整備への取り組み

開発中の抗Aβプロトフィブリル抗体「BAN2401」

開発中のBACE阻害剤「エレンベセスタット」

＊1 Biogen Inc.との共同開発　＊2 BioArctic ABからの導入品
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現在は、第四次産業革命（情報革命）の時代と言わ
れています。そのような状況下において、患者様一
人ひとりのこれからを予測し、当事者とそのご家
族に新たな便益を提供する必要があると考えてい
ます。例えば、疾患がいつやってくるのか、さらに
どのようにしたら5年後の認知症やがんのリスクを
回避できるのかといった、予知と予防に関する助
言・推奨・提案を行うことをめざしています。

エーザイ独自のノウハウや経験、臨床データなど
に加え、外部のビッグデータ等を活用して予防・予
知に関するアルゴリズムの開発をめざします。さ
らに、コンテンツを提供するパートナーが参画す
るプラットフォームを構築することにより、当事
者とそのご家族へのより大きな便益の提供を図り
ます。特に、認知症領域においては、地域との連携
を図るとともに、フィットネスクラブや保険会社
などのパートナーとも連携して「認知症エコシステ
ム」を構築し、参加されている患者様とそのご家族
のwell-being�の実現に貢献したいと考えています。

エコシステムの成否は、デジタル技術の巧拙で
はなく、当事者とそのご家族との間に信頼関係が
築けているかどうかが重要な決め手となります。
当事者やそのご家族と直接双方向につながること
で「エーザイのプラットフォームに参加すれば、新
しい便益・価値をもたらしてくれる」という信頼を
獲得できるよう、今後も真摯に努めてまいります。

●「レンビマ ®」売上収益　直近の実績の推移 ●「レンビマ ®」売上収益　中長期的な展望

（億円）
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＝

加えて、本提携は、当社の財務に対して中長期的
に良好なインパクトをもたらします。すべての開
発・販売マイルストンを達成した場合には、契約一
時金、特定のオプション権行使に対する一時金を含
め、最大で総額57.6億米ドル（約6,110億円）を受領
する予定です。2018年度末で13.8億米ドルを受領
済みであり、2019年度には、オプション権行使に
伴う2億米ドルの一時金に加え、開発マイルストン
と複数の販売マイルストンの受領を見込んでいま
す。本提携により、がんや認知症の領域においてさ

らに積極的な研究開発投資が可能となります。その
上で2020年度まで平均1,000億円レベルの営業利
益、10％レベルのROEの達成が可能となり、「EWAY�
2025」で定めた2020年度目標の達成確度は向上し
ます。2021年度以降も売上収益と営業利益の拡大
が継続され、2025年度のROE15％レベル実現の確
度は向上します。

＊  重篤なあるいは命にかかわる疾患に関する薬剤の開発および審査の促進を目的と
した米国FDAの制度。この指定を受けるためには、1つ以上の臨床的に重要な評
価項目において、既存の治療法と比較し、当該薬剤の顕著な改善を示す予備的臨
床エビデンスが必要となる。

肝細胞がん適応の承認取得、主要国での
米メルク社との協業開始により、高成長を達成

キイトルーダ®との併用療法の開発の加速により、
革新的な患者様価値の実現をめざす
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当社は、患者様満足の増大という使命を果たす
ため、世界中に存在する医療・ケアのギャップの
解消に取り組んでいます。全ての人々が、必要な
医療・ケアを全て享受できることが理想ですが、
現実は異なります。地域や所得の違いあるいは整
備された医療制度の有無は、享受できる医療・ケ
アの質に大きな相違を生んでいます。このような

「地域ギャップ」、「所得ギャップ」、「制度ギャップ」
の解消に向けて、我々は取り組みを強化していま
す。ギャップの解消への取り組みは、17の目標か
らなる国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成
につながると考えています。当社では、SDGsの中
でも「1.�貧困をなくそう」「3.�すべての人に健康と
福祉を」「10.�人や国の不平等をなくそう」「17.�パー
トナーシップで目標を達成しよう」の達成への貢献
をめざしています。

● SDGs 1  達成への貢献
貧困地域での熱帯病の
制圧に向けた取り組み

ギャップの解消に向けた取り組みの代表例は、
NTDs（Neglected�Tropical�Diseases：顧みられ
ない熱帯病)の制圧に向けた取り組みです。リンパ
系フィラリア症＊などのNTDsは、開発途上国や新
興国に偏在する深刻な社会問題であり、その多く
の方々が貧困などの理由により、必要な医薬品を
入手することができていません。NTDs患者様を
疾患の恐怖と苦しみから解放するため、当社は積
極的に取り組んでいます。我々にとってはNTDs
への取り組みはサイドワークではなく、がんや認
知症の領域と同様に主戦場です。

当社ではリンパ系フィラリア症を制圧するため
に、その治療薬である「DEC錠」を当社のインド・バ
イザッグ工場で製造し、世界保健機関（WHO）に「プ
ライス・ゼロ（無償）」で提供しています。2013年
10月に提供を開始し、2019年6月末時点で28カ国
に約18億錠を供給しました。
WHOは、世界の14カ国でリ
ンパ系フィラリア症の制圧に
成功したと発表しています。

「DEC錠」が必要とされる全
てのリンパ系フィラリア症蔓
延国において制圧が達成され
るまで当社は「DEC錠」を継続
して提供していきます。

● SDGs 3,10  達成への貢献
新興国での柔軟な価格政策

我々は、新興国において当社製品を購入しやす
い価格で提供するために様々な柔軟な価格政策を
行っています。例えば、抗がん剤「ハラヴェン®」に
ついて、患者様の所得レベルや保険加入状況など
に応じて薬剤費の自己負担額を段階的に軽減する
ティアードプライシングで提供する「Hope�to�Her
プログラム」をアジアの8カ国で導入しています。
本プログラムを通じて、5年間で累計約4,100名の
患者様に「ハラヴェン®」を提供しました。

● SDGs 17  達成への貢献
パートナーシップを活用した
熱帯病への新薬開発　

当社はNTDsの新薬創出に向けて、積極的に研究
開発活動を推進しています。疾患研究のための技
術や疾患蔓延地域での臨床試験の経験、治験施設と
のネットワークなどが必要となるため、国際研究
機関等の国内外のパートナーと連携することによ
り、NTDsの制圧に向けてより一層取り組みを強化
しています。

NTDs制圧に向けた活動は、開発途上国・新興国
における地域ギャップの解消、さらには生産人口
の拡大、中間所得層の出現を企図した長期的投資で
あり、今後も積極的に取り組みます。

＊  フィラリアという寄生蠕虫（ぜんちゅう）を病原体とし、蚊に媒介されて人に感染する病
気。感染するとリンパ系に大きなダメージを与え、足が象のように大きく腫れる象皮病など
の身体障害を発症することがある。熱帯・亜熱帯の73カ国で1億2千万人以上が感染し
ていると言われている。

エーザイ社員の患者様との共同化

医療・ケアのギャップの解消への取り組みを通じてSDGs達成に貢献する

DEC錠



株主価値を最大化するための財務戦略としては、
中長期的なROE経営に基く積極投資、安定配当方針、
グローバルIR戦略の3つの施策が重要であると考え
ています。当社では、「EWAY�2025」で企図した
2020年度のROE10%以上の目標を2年前倒しで達
成し、過去10年間のROEの平均は10.2％、すなわ
ち2.2％の正のエクイティ・スプレッド＊を創出し
ています。中長期の成長実現に向けて、認知症領
域およびがん領域での研究開発投資を今後も積極
的に行っていきます。配当については、DOE8％
レベルを維持し、今後も安定配当を行う方針です。
2018年度末においてNet�DERは−0.32倍、親会社
所有者帰属持分比率は58.6％であり、積極投資と
安定配当を両立できる財務の健全性を確保してい
ます。IR活動については、当社の長年にわたる活
動が評価され、2018年には日本IR協議会より「IR優
良企業大賞」を受賞しました。引き続き、タイムリー
かつフェアに情報を開示して投資家の皆様への説
明責任を果たし、持続的な株主価値の向上に努めて
まいります。

一方、中長期の企業価値を最大化するためには、
財務戦略のみならず、ESGを中心とする非財務資本
の充実への取り組みが重要となります。前述の通
り、当社のESGへの取り組みは外部から高い評価
を獲得しています。企業理念に基く経営の実践や、
NTDs制圧への貢献を中心とするギャップ解消への
取り組み等を通じて、さらなる非財務資本の充実
をはかり、企業価値の向上をめざします。

引き続き、hhc理念とコンプライアンスのもと、
持続的な企業価値向上をめざしステークホルダー
ズ各位の負託に応える所存です。今後ともご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

2019年7月

＊  ROE−株主資本コスト、株主資本コストは保守的に8%と仮定

18 19

ギャップの解消を中心とする社会（S）に関する取り
組みが奏功し、医薬品アクセス貢献度調査（Access�
to�Medicine� Index）において、当社は、2018年に
グローバル大手製薬企業の中で8位を獲得しました。

環境（E）については、長年にわたり地球環境への
負荷低減に努めてきた結果、CDP気候変動レポー
ト2018では、高評価の「B」を獲得しています。ま
た、中長期的な温室効果ガスの削減目標について
は、当社は「Science�Based�Targets（SBT）イニ
シアチブ」から承認を取得し、科学的根拠に基づ
く削減目標であると認められました。2019年6月
にはTask�Force�on�Climate-related�Financial�
Disclosures(TCFD)への賛同を表明しました。

企業統治（G）については、当社は先進的な取り組み
を行ってきたと自負しています。経営の公正性と透明
性を確保するとともに、経営監督機能と業務執行機能
を明確に分離するため、2004年6月に指名委員会等
設置会社に移行しました。取締役会の過半数は独立
性の高い社外取締役であり、取締役会の議長、およ

び指名委員会・監査委員会・報酬委員会の各委員長
は全て社外取締役です。執行系から取締役として参
加するのはCEOのみとなっています。取締役会では、
社外取締役を中心に様々な視点からの指摘がなされ、
議論が展開されます。このような取り組みは社外から
高く評価されており、ジェフリーズ証券のガバナンス
評価では、当社は2016年から3年連続でTOPIX500
の全構成銘柄の中で１位を獲得しています。

また、 当 社 は、「FTSE4Good�Index�Series」に
2002年以来18年連続で選定されています。年金積
立金管理運用独立行政法人（GPIF）にて採用されて
いる4つのESG指数（「MSCI�ジャパン�ESG�セレクト・
リーダーズ�指数」、「FTSE�Blossom�Japan�Index」、

「MSCI� 日本株女性活躍指数（WIN）」、「S&P/JPX
カーボン・エフィシェント指数」）の全てに選定され
ています。さらに、当社は国連グローバルコンパクト
に加盟しており、国連が提唱する人権・労働・環境・
腐敗防止の4分野における10原則への取り組みを通
じて、引き続き企業価値の向上をめざします。

ESGへの取り組みは外部から高い評価を獲得

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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中長期の株主価値実現に向けて

代表執行役 CEO



財務の視点

中長期的に資本コストを上回るROEの創出（P.34-35）持続的な株主価値の最大化

エーザイを支える資本

IIRCのフレームワークを
もとにした6つの資本 資本拡大の追求

持続的・安定的な株主還元（P.36）

学習と成長の視点

hhc理念の浸透 （P.4-7）
人財イノベーション戦略の推進（P.24-27）

すべての社員に就業時間の１％を
患者様とともに過ごすことを推奨

中国の新入社員研修での
認知症の方々との交流

内部ビジネス・プロセスの視点

グローバルな事業展開
（P.56-67）

コーポレートガバナンスの強化
（P.68-78）

コンプライアンス・リスク管理の強化
（P.82-85）

パートナーシップの活用
（P.80-81）

製品の品質保証・安定供給・
安全性マネジメント（P.86-87）

アウトプット（製品・サービス）

神経領域、がん領域における革新的な医薬品の創出（P.42-47、50-55、92-93、99-101） 医薬品アクセスの向上への取り組み
（P.38-41）

医薬品の提供にとどまらない
ソリューションの提供 （P.48-49）

エーザイの戦略マップ

さらなる価値創造に向けて資本を蓄積

価
値
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に
向
け
て
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顧客の視点

エーザイの使命
患者様満足の増大

医療・ケアのギャップの解消（P.18-19）
地域ギャップ
所得ギャップ
制度ギャップ

持続可能な開発目標（SDGs）の
達成への貢献（P.18-19、90）

価値創造のプロセスとフロー

開発中のアルツハイマー病
疾患修飾剤
「エレンベセスタット」＊1

財務資本
企業活動を行うために使用できる

資金のプール
・�Net�DER�−0.32倍＊

・�親会社所有者帰属持分比率�
58.6%＊
・�Net�Debt/EBITDA�−1.70年＊
・�格付�A＋（R&I、2019年6月発表）�
（＊2018年度末）� （P.28-37、94-95）

知的資本
パイプラインや知的財産など
知識ベースの無形資産

・�認知症領域、がん領域に
おける豊富な創薬活動の
経験知とパイプライン

（P.42-61、99-101）

人的資本
人財の能力や経験および
イノベーションへの意欲

・��企業理念の深い浸透
・�グローバルな人財� �
（約1万人のエーザイ社員のうち、�
半数以上は海外で勤務）

（P.4-7、24-27、56-57）

製造資本
製品の生産またはサービス提供に

利用される設備
・�世界の主要地域に�
自社工場を9サイト保有

（P.56-57、86）

社会・関係資本
共通善を目的とし、社会やステーク
ホルダーズと信頼関係を築く体制
・�医薬品アクセス向上への� �
取り組みは高い評価を獲得� �
（医薬品アクセス貢献度調査　第8位）
・��グローバルに多岐にわたる
パートナーシップ
（P.38-41、48-49、80-81、86-87）

自然資本
企業活動を支え、企業活動により
影響を受ける環境資源とプロセス
・�国内CO2排出量　2005年度
比で36.4％削減（2018年度）
・�国内でゼロエミッションを
11年連続で達成（2018年度）

（P.88-89）

抗がん剤
「レンビマ®」

開発中の
アルツハイマー病
疾患修飾剤「BAN2401」＊1, 2

創薬活動、生産活動、
マーケティング活動を長年に
わたりグローバルに展開

ビジネスの効率性・生産性
を向上し、患者様貢献の
早期最大化をめざす

グローバルに充実した体制
を構築

定時株主総会の様子

20

（　　）内は、本報告書における主たる関連ページを示しています

＊1  Biogen Inc.との共同開発　＊2  BioArctic AB からの導入品



財務の視点

中長期的に資本コストを上回るROEの創出（P.34-35）持続的な株主価値の最大化

エーザイを支える資本

IIRCのフレームワークを
もとにした6つの資本 資本拡大の追求

持続的・安定的な株主還元（P.36）

学習と成長の視点

hhc理念の浸透 （P.4-7）
人財イノベーション戦略の推進（P.24-27）

すべての社員に就業時間の１％を
患者様とともに過ごすことを推奨

中国の新入社員研修での
認知症の方々との交流

内部ビジネス・プロセスの視点

グローバルな事業展開
（P.56-67）

コーポレートガバナンスの強化
（P.68-78）

コンプライアンス・リスク管理の強化
（P.82-85）

パートナーシップの活用
（P.80-81）

製品の品質保証・安定供給・
安全性マネジメント（P.86-87）

アウトプット（製品・サービス）

神経領域、がん領域における革新的な医薬品の創出（P.42-47、50-55、92-93、99-101） 医薬品アクセスの向上への取り組み
（P.38-41）

医薬品の提供にとどまらない
ソリューションの提供 （P.48-49）

エーザイの戦略マップ

さらなる価値創造に向けて資本を蓄積
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顧客の視点

エーザイの使命
患者様満足の増大

医療・ケアのギャップの解消（P.18-19）
地域ギャップ
所得ギャップ
制度ギャップ

持続可能な開発目標（SDGs）の
達成への貢献（P.18-19、90）

価値創造のプロセスとフロー

リンパ系フィラリア症
の制圧に向けた治療薬

「DEC錠」の無償提供

財務資本
財務の健全性を確保しつつ 

最適資本構成を追求
・Net DER −0.3～0.3
・ 親会社所有者帰属持分比率 

50～60%
・Net Debt/EBITDA 0～3年
・格付シングルＡレベルの維持
� （P.28-37、94-95）

人的資本
・ 変化の激しい経営環境の中

でも継続してイノベーション 
を創出できる人財の育成

（P.4-7、24-27、56-57）

製造資本
・ 高品質な製品を安定供給 

する使命と責任を果たす
（P.56-57、86）

知的資本
・ 世界初のアルツハイマー病

疾患修飾剤の開発成功
・ 抗PD-1抗体との併用療法の

開発による「レンビマⓇ」の  
価値最大化

（P.42-61、99-101）

自然資本
・ バリューチェーン全体の

CO2排出量を2030年度 
までに2016年度比で 
30％削減

（P.88-89）

社会・関係資本
・ 医薬品アクセスの向上への 

取り組みを通じた、開発途上
国・新興国の将来の成長への 
貢献、 当社のコーポレート 
ブランドの価値向上

・ 有用なパートナーシップの
さらなる拡大

（P.38-41、48-49、80-81、86-87）

服薬支援機器�eお薬さん

グローバルリーダーの育成 ダイバーシティの推進 働き方改革の推進

E-GOLD

議
長

社外取締役 7名

社内取締役 4名

20 21
＊伊藤和憲、西原利昭「エーザイの統合報告書による情報開示と情報利用」（年報「会計学研究」第43号、2017）および伊藤和憲教授の助言により当社作成

7名の社外取締役が
コーポレートガバナンスの実効性を支える

・�ビタミン訴訟の教訓から、
2000年度に本格的な�
コンプライアンスの�
推進をスタート

・�リスクの把握と迅速かつ
効率的なリスク対応の�
推進

Eisai Integrated Report 2019

　定款に規定している通り、エーザイの使命は「患者様満足の増大」です。この使命の達成に向けて、エーザイでは様々な「資本」
をインプットとして利用し、事業活動を通じて様々なアウトプット（製品、サービス）に変換しています。「患者様満足の増大」
という社会価値の創造は、結果として売上や利益といった経済価値の創出に繋がります。このようなアウトカムの創出により、
インプットした以上の「資本」の拡大をめざしています。
　この図は、IIRC（International Integrated Reporting Council、国際統合報告
評議会）のフレームワークとバランスト・スコアカードを包含したモデルに基づき、
エーザイの持続的な価値創造のプロセスとフローを表現しています。



22

中期経営計画「EWAY 2025」

●売上収益、営業利益の推移
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＊ 2013年度実績までは日本基準（J-GAAP）、2014年度実績以降は国際会計基準（IFRS）
＊ 2020年度目標の数値はシミュレーションであり、正式な業績予想ではありません。正式な業績予想は「2020年3月期 決算短信」（2020年5月リリース予定）をご参照ください。
＊ 2007年度の営業利益の減少は、特殊要因（MGI Pharma, Inc.の買収）の影響を受けています。
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エーザイでは、1957年から3～5年の中期経営計画を策定し、中長期的な視野に基づく計画経営を進めてき
ました。2016年4月にスタートした「EWAY�2025」は、エーザイでは初めての10年間にわたる中期経営計画
です。長期にわたって新薬開発を行う製薬企業にとって、10年は決して長い期間ではありません。目標をしっ
かりと見据え、患者様貢献の拡大をめざします。

主な成果 主な反省点

ミレニアム計画
（2002～2005年度）

●アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト®」、
プロトンポンプ阻害剤「パリエット®」の拡大

●海外展開の加速
●主要経営目標（売上収益6,000億円、営業利

益1,000億円）を1年前倒しでほぼ達成
●コーポレートガバナンスの充実
・2004年　指名委員会等設置会社に移行
・2005年　企業理念を定款に規定

●「アリセプト®」、「パリエット®」に続く自社創
製品を発売することはできなかった

●達成できなかった主な開発テーマ
・抗がん剤「E7070」

ドラマティック
リーププラン

（2006～2010年度）

●「アリセプト®」、「パリエット®」の拡大により、
過去最高の連結売上収益を達成（2009年度）

●全ての機能でグローバル化が進展
●がん領域の基盤を強化
・Morphotek,�Inc.の買収（2007年）
・MGI�Pharma,�Inc.の買収（2008年）
●自社創製の抗がん剤「ハラヴェン®」を新発売
（2010年�米国）

●新製品の承認取得の遅れや開発テーマの未達
等により、連結損益目標（売上高1兆円、営業利
益2,000億円）は達成できなかった

●達成できなかった主な開発テーマ
・重症敗血症治療剤／エンドトキシン拮抗剤
「エリトラン」
・トロンビン受容体拮抗剤「E5555」
・「アリセプト®」欧米での小児適応
・「パリエット®」長時間作用型製剤
・AMPA受容体拮抗剤「ペランパネル」�

パーキンソン病適応

計画はやぶさ
（2011～2015年度）

●新たな自社創製品の新発売
・抗てんかん剤「フィコンパ®」（2012年�欧州）
・抗がん剤「レンビマ®」（2015年�米国、日本、欧州）

●中国、アジア事業の拡大
●進出国の拡大
●医薬品アクセス向上への取り組みの強化

●過去最高レベルをめざした連結損益目標（売
上収益8,000億円超、営業利益2,000億円超）
は、以下の主要因により、達成できなかった

・「アリセプト®」、「パリエット®」の独占販売期間
満了による事業環境変化への対応力の不足

・製品創出の遅れ
●達成できなかった主な開発テーマ
・「ハラヴェン®」乳がんセカンドライン（米国）
・「ハラヴェン®」非小細胞肺がん

過去3期の中期経営計画の振り返り

®

(eribulin mesylate) Injection
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Eisai Integrated Report 2019

主な成果 主な反省点
●2018年度の営業利益とROEは、計画策定時に企図した進捗を上回る
●抗がん剤「レンビマⓇ」に関してMerck�&�Co.,�Inc.,�Kenilworth,�N.J.,�

U.S.A.と戦略的提携に合意（2018年）
●次世代認知症治療剤の開発の加速
・「エレンベセスタット」＊1�フェーズⅢ試験開始（2016年）
・「BAN2401」＊1,�2�フェーズⅢ試験開始（2018年）
●自社創製のオレキシン受容体拮抗剤「レンボレキサント」�

不眠障害に係る適応で承認申請を達成（2018年度米国・日本）

●2018年度の売上収益は、計画策定
時に企図した進捗を下回る

●達成できなかった主な開発テーマ
・アルツハイマー病治療剤�
「アデュカヌマブ」＊1

＊2020年度目標の数値はシミュレーションであり、正式な業績予想ではありません。正式な業績予想は「2020年3月期 決算短信」（2020年5月リリース予定）をご参照ください。
＊1 Biogen Inc.との共同開発　＊2 BioArctic ABからの導入品。

これらの戦略意思の根本は、患者様に貢献したいというエーザイの企業理念ヒューマン・ヘルスケア（hhc）
です。「EWAY�2025」の開始以降、「患者様との共同化プログラム」をあらゆる社内研修プログラムに盛り込み、
患者様貢献に対する社員の動機づけをより高めています。
「EWAY�2025」では、戦略的重点領域である「神経」と「がん」の2領域において、エーザイがフロントランナー

となり得る機会、すなわち「立地」を見出し、集中的な取り組みを行っています。かかる「立地」においてエーザ
イがイノベーションにより中心的な役割を果たすことが、「EWAY�2025」の中心的なコンセプトです。

「EWAY�2025」において、エーザイは以下の3つの戦略意思の実現をめざしています。

「ハラヴェンⓇ」「フィコンパⓇ」等の主力製品の拡大の遅れなどにより、売上収益は計画策定時に企図した進
捗を下回っています。今後は「レンビマⓇ」の急伸拡大等により、売上収益のさらなる拡大をめざします。

一方、パートナーシップモデルのインパクト（一時金やマイルストンペイメントの受領、研究開発費の折半
など）や重要プロジェクトへの選択と集中などにより、営
業利益とROEは計画策定時に企図した進捗を上回ってい
ます。ROEは、2018年度に中期経営計画2020年度目標
を前倒しで達成しました。営業利益は、2019年度に中期
経営計画2020年度目標を前倒しで達成する見通しです。

2018年度
実績

2019年度
予想

中期経営計画
2020年度目標

売上収益 6,428億円 6,800億円 8,000億円レベル
営業利益 862億円 1,030億円 1,020億円レベル

ROE 10.4％ 11.2％ 10％以上

●中期経営計画「EWAY 2025」の中心的コンセプト

hhc活動共同化
患者様とともに時間を過ごす　共体験をする

患者様の真のニーズを理解する

hhc的ニーズをわれわれのイノベーションで満たす

hhc的ニーズ

「立地」の発見

「立地」においてイノベーションにより
中心的な役割（センターライン）を果たす

イノベーションに対する強い動機づけ

「hhc」と「立地」を中心的コンセプトとする中期経営計画「EWAY 2025」

「EWAY 2025」の中間評価　　営業利益とROEは中期経営計画2020年度目標を前倒しで達成へ

真の患者様ニーズが満たされておらず、
かつエーザイがフロントランナーとなり得る機会

●「立地とは」

神経領域の立地
1. 低侵襲な早期診断
2. 新しい神経伝達経路
3. タンパク変性
4.  神経炎症および 

免疫ジェネティクス
5. シナプス微小環境
6. ニューロン再生

がん領域の立地
1. がん微小環境
　・間葉系細胞、腫瘍間質
　・血管内皮細胞
　・骨髄系細胞
2.  がん細胞における 

ドライバー遺伝子変異、  
スプライシング異常

①「病気になりたくない、罹っていれば早く知りたい、そして治りたい」に応える
②「住み慣れた場所、地域やコミュニティで自分の病気を管理し、予後や老後を安心して過ごしたい」に応える
③「ヒューマン・ヘルスケア（hhc）ニーズに基く立地（機会）が見出せ、それを満たすイノベーションが可能な事業分野」

に集中する
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人財イノベーション戦略

秋田 陽介
執行役

チーフタレントオフィサー（CTO）

A : 最大の強みは、「企業理念
の深い浸透」であると思います。
私は米国や欧州で駐在員として
勤務しましたが、海外の現地社員にエーザイに入社
した理由を聞いてみると、多くの社員が企業理念で
あるhhcへの共感を挙げていました。エーザイでは、
企業理念はただのお題目ではありません。全世界の
全社員が日々のビジネスの中で企業理念を実現しよ
うと努力しています。企業理念に共感し、自らがエー
ザイで働く意義をしっかりと持った人財が集ってい
ることが、当社の最大の強みだと思います。
　もう一つの強みは、「グローバル化」です。1万人

強のエーザイ社員のうち、半数以上は海外で働いて
います。ほとんどの海外子会社では現地社員がトッ
プを務めています。執行役30名のうち、6名は日本
以外の出身者であり、社内の最高意思決定機関であ
る執行役会は、約20年前から英語で行われています。
また、グローバルにビジネスを牽引するリーダーの
育成にも注力しています。グローバルリーダーを対
象とする「E-GOLD」プログラムや次世代タレントを
対象とする「E-ACE」プログラムは、それぞれCEO、
CTOが主催する選抜式の重要な研修です。E-GOLD
卒業生147名のうち15名が現在執行役として活躍し
ています。

A : 端的に言えば、「変化の激しい経営環境において
も継続してイノベーションを創出できる人財を育成
すること」です。2016年4月に人事制度を刷新した
のは、まさにこの目的を達成するためです。
　当社（エーザイ株式会社）における従来の人事制度
は、職能資格制度を採用していました。社員の能力
は年々向上し、それに伴い給与も上昇する設計になっ
ており、「右肩上がりの企業成長、さほど大きく変化
しない経営環境」を前提条件としていました。しかし、
アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト®」、プロ
トンポンプ阻害剤「パリエット®」の独占販売期間満了
後、厳しい経営環境に直面し、この前提条件が大き

く変化しました。このため、イノベーション創出の
主役である社員一人ひとりの意識・行動の大転換を
促す新たな人事制度を始動しました。
　新人事制度では、「プロフェッショナルの輩出」「多
様な働き方の実現」「多様性のある人財の活躍の推進」
を３本柱として推進し、その実現を目指しています。

Q :  エーザイの人財の強みは何ですか？

Q :  エーザイの人財イノベーション戦略における課題は何ですか？

A : エーザイにおけるプロフェッショナルとは、環境
変化を先取りし、「期待された成果を出す」、「課題や
問題を解決する」ことができる自立した個と定義して
います。どの年齢やステージであってもプロフェッ
ショナルとなるよう、様々な機会を積極的に提供し
ています。新人事制度始動後、社員の能力開発の機

会はかなり充実しました。社員はこれらの機会を活
用し、能力を確実に高めていると考えます。
　また、プロフェッショナルとして高い成果を上げ
た社員に対し、しっかりと報いる体系としました。年
齢に関わらず、ハイパフォーマーが認知・評価された
結果、30代以下の管理職比率は年々増加しています。

Q :  「プロフェッショナルの輩出」に向けて、具体的にどのようなことを行っていますか？

 変化の激しい経営環境の中でも継続して 
イノベーションを創出できる人財の育成をめざす

プロフェッショナル
の輩出

多様な
働き方の実現

多様性のある
人財の活躍の推進

新人事制度
３本柱

人的資本
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A : 社員本人の価値観に基づいて自ら選択できる幅を拡充しました。また、子育て、介護等の個人事情によ
り何らかの制約がある社員についても、選択の幅を広げ、能力を最大限発揮できる環境を整備しています。

A : エーザイでは「ダイバーシティ」
はイノベーションを生む源泉であ
ると考えており、2012年の「エー
ザイ・ダイバーシティ宣言」以降、
国籍・性別・年齢などを問わず多
種多様な価値観を持つ人財が活躍
できる風土づくりを進めてきました。
　ダイバーシティの推進における重要な課題は、日
本における女性の活躍推進です。この課題の改善に
向けて、管理職登用前の女性社員を対象とする選抜
研修プログラム「E-Win」やメンター制度の導入、育
児休職中の女性も対象に社内外の多様なロールモデ
ルと出会うキャリアセミナーを実施するなど、リー
ダー・管理職への挑戦意欲の向上に継続的に取り組
んでいます。加えて、女性の管理職や管理職候補の
キャリア採用にも積極的に取り組んでいます。

　この結果、2012年3月末時点で3.1％だった女性
管理職比率は年々上昇し、2019年6月時点で9.4％
となっており、2020年度内の女性管理職比率10％
を目標にしています。また、2018年6月には「MSCI
日本株女性活躍指数（WIN）」の構成銘柄にも選定さ
れました。

さらに、当社では世界中の社員に対し、グローバ
ルな価値観に触れる様々な機会の提供を進めていま
す。エーザイグループ内の国際派遣（グローバルモ
ビリティ）プログラムを通じて国を越えた人財育成
と一体感の醸成を図っています。また、日本医薬品
事業において、将来グローバルな活躍を希望する社
員を対象とするグローバルチャレンジプログラムを
実施しています。

Q :  「多様な働き方の実現」に向けて、具体的にどのようなことを行っていますか？

Q :  「多様性のある人財の活躍の推進」は、進んでいますか？

新人事制度始動後に開始した主なプログラム
■プロフェッショナル開発レビュー（全社員）
希望する将来像（3年後）と現状のギャップを埋める行動計画を
全社員が毎年策定し、上司の助言・支援のもと実践
■EKKYOプログラム（公募型）
社内における他部署の業務を体験するプログラム（越境体験）
3年間で延べ119名の社員が参加
■メンタリングプログラム（公募型）
他部門の役員や社員がメンターとしてアドバイスを提供
3年間で延べ71名の社員が参加
■キャリアディベロップメントプログラム（30歳、40歳、50歳の全社員）
年齢の節目に社員の自律的なキャリア形成を支援する研修を全対象者に実施
■プロフェッショナルマイルストーン（45歳、55歳の社員）
自らの行動を360度分析で客観的に振り返ることで、
プロフェッショナルとしての活躍を促進

グローバル
チャレンジプログラム参加者数

2016年度 2017年度 2018年度
24名 28名 26名

新人事制度始動後に新設した主な制度
■モビリティ選択制度

・ライフスタイルやライフイベントに基づき、社員自らが活躍する範囲を選択できる制度
・活躍の範囲を限定しない「グローバル選択」、もしくはエリアを限定する「国内エリア選択」の選択が可能
・�育児、介護、結婚等のライフイベントを迎えた社員は、「一定期間の勤務地限定」の選択や「結婚時の配偶者と

の同居支援」の希望が可能
■ジョブチャレンジ制度

・特定の職務・役割に対して、社内公募を通じて人事異動を実現する制度
モビリティ選択制度　利用状況 ジョブチャレンジ制度による人事異動

2016年度 2017年度 2018年度 2016年度 2017年度 2018年度
国内エリア選択 35名 34名 32名 3名 3名 2名

一定期間の勤務地限定 39名 33名 24名
結婚時同居支援 0名 3名 4名

■「がん・透析・不妊」を事由とする療養休暇を半日単位で取得可能に変更(2018年4月)
■男性社員の育児参画促進を企図し、配偶者出産休暇制度を新設(2018年4月)　2018年度は58名が利用

Eisai Integrated Report 2019

2016年3月末 2019年4月

77人
（6％）

196人
（14％）

●エーザイ株式会社 30代以下の管理職の増加
　（　）内は全管理職に対する比率
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A : 中期経営計画「EWAY�2025」では、当社がめざ
す企業像を「薬とソリューションで社会を変える企
業」と定めています。社会を変える新たなビジネスモ
デルをグローバルに構築するために、各分野の最先
端技術を獲得し、これまで以上のスピードで変革す
ることが必要となります。また、働く個人の仕事に
対する価値観も従来と比べて大きく変化しています。
変革に向かう中、エーザイで働き続けること以外の

選択肢も提供することとし、割増退職金の支給と再
就職支援を骨子とした希望退職を募集しました。対
象者は2018年４月１日現在、当社に在籍する45歳
以上かつ勤続5年以上の社員とし、退職日を2019年
3月31日とした募集を行い300名の応募を受け付け
ました。なお、2020年3月31日、2021年3月31日
を退職日とした希望退職の実施も予定しています。

A : 当社は、「時間」を意識した効率的な働き方の実
現を目的にタイムマネジメントの仕組みを導入し、
長時間労働の是正を継続して進めてまいりました。
しかし、当社の元管理職社員がお亡くなりになり、
2019年2月に労働災害と認定されたことを極めて重
く、厳粛に受け止めています。2019年3月より改め
て「長時間労働撲滅」への取り組みを強く推進してい
ます。

　また、働き方改革関連法施行への取り組みとして、
2019年４月より36協定（時間外勤務および休日勤務
に関する協定）の全事業所統一や、インターバル代休、
有給休暇取得推進日の新設を行いました。
　当社の持続的な成長、イノベーション創出、生産
性の向上には、社員の健康が大前提であり、全社を
挙げて働き方改革への取り組みを強化していきます。

（聞き手：PR部　新庄�浩子）

Q :  なぜ、2018年から希望退職者の募集を実施したのですか？ 

Q :  最後に、働き方改革の取り組み状況について教えてください。

A : 新たなビジネスモデルによる患者様貢献実現の
観点から、AI・IoT・ビッグデータ等、各分野の最先
端技術に関する知やスキルを持つ人財の育成を強化
します。さらに、経験豊富なデータサイエンティス
ト等、社内に不足する知や技能はキャリア人財の採
用等で獲得し、変化に対応した、多様性豊かな人財
基盤を構築していきます。これまで当社は社内の人
財育成を優先し、中途採用をあまり積極的に実施し
ていませんでしたが、現在は積極的に行っています。
　また、世代間の円滑な人財基盤の継承をはかるため、
中長期的な要員構成を俯瞰し、継続的かつ安定的な
新卒採用を実施します。新卒採用社員在籍率は、入
社後の会社への満足度を示す重要指標ですが、女性
では低い傾向にあるため、就労環境の整備やキャリ
ア開発支援などを通じて改善をはかっています。引

き続き、社員の働きがいの向上、ならびに能力開発
機会の充実にさらに努めていきます。

Q :  今後はどのような人財の育成、獲得に力を入れていくのでしょうか？

2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

39 43
57

97

16
27 34

新卒採用 中途採用

82.6%
68.1%

92.0%

計 女性 男性

●エーザイ株式会社 入社社員数の推移 ●エーザイ株式会社 新卒採用社員5年後在籍率（直近10年間平均）
　＊3年後在籍率、10年後在籍率は96ページをご覧ください

新卒採用数、
中途採用数ともに
年々上昇
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「長時間労働撲滅」に向けた取り組み強化（2019年3月1日発信）
1）最低限遵守すべき事項の再設定と全社徹底

①「36協定＊1の遵守」は、最重要事項として改めて徹底・啓発する。�
②�健康管理時間＊2は、「原則、単月80時間迄」とする。やむを得ず単月80時間超になる場合は、管轄

執行役の事前承認を必須とし、「健康管理時間の上限」（単月100時間以上の禁止、2ヵ月連続80時
間超の禁止）を定める。

③�全社員を通じて「勤務時間の適正な申告、把握」、「休日（月間4日以上取得）」、「休暇（年間5日以上
有休取得）」を遵守事項として徹底する。

2）目標設定と人事評価
①�全社員、全国内執行役の目標に「タイムマネジメントの推進」を設定する。�

数値目標については�「全社員が遵守すべき事項」を最低限とし、それを上回る目標を設定する。
②�各人のタイムマネジメント推進の目標設定および達成度は、業績評価の項目に反映する。�

管理職を対象として、万が一「最低限遵守すべき事項」を逸脱した場合は行動面をマイナス評価する。
＊1  労働基準法第 36 条に定められた、時間外勤務および休日勤務に関する協定。一般社員が対象となります。
＊2  労働基準法に定める規制がおよばない管理職等の社員に対して、健康確保措置を適切に実施する観点から「健康管理時間」を導入しています。

働き方改革関連法施行への取り組み
1）�法で定める上限時間を下回る時間で36協定を改訂し、全事業所で統一

月間限度時間 年間限度時間
特別条項（再協定締結時）

月間上限時間 年間上限時間 回数限度

法　定 45 360 ･複数月平均80以内
･月100未満 720 6

エーザイ 40 360 80 600 6

2）�インターバル代休の新設
十分な生活時間・睡眠時間を確保するため、事業所勤務が23時以降に及ぶ場合、翌日に「インターバル
代休」を付与する制度を新設

年金運用の充実

社員の老後の安定した生活を支えるため、年金は、当社から独立した「エーザイ企業年金基金」により、当社
と労働組合の代表者による組織体制のもと、安定資産と収益を追求する資産の2つのバランスをモニタリング
しながら運用されています。当基金では2018年2月に、日本版スチュワードシップ・コード＊の受け入れを表
明し、ESG投資を開始しました。
＊  機関投資家が資産運用受託者としての責任を果たすために求められる行動原則です。

従業員の健康を守る健康推進活動

エーザイとエーザイ健康保険組合は、「コラボヘルス
プロジェクト」を立ち上げ、産業医・医療スタッフ等と
連携し、従業員の健康をサポートしています。2019
年2月には、特に優良な健康経営を実践している企
業を顕彰する「健康経営優良法人2019　～ホワイト
500～」に2年連続で選定されました。2019年6月には

「エーザイ健康宣言」を発効し、重点戦略事項の一つ
として2020年10月の「全社禁煙」の達成を目指してい
ます。

厚生労働省東京労働局より
「子育てサポート企業」に認定

Eisai Integrated Report 2019
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対談：ESG と企業価値のインテグレーションの進展

松井氏　　私がこの30年近く市場を見てきたなか
で、特に2013-2014年あたりから、日本の経営者
の間でROEに対する意識が大きく変わったと感じ
ています。スチュワードシップ・コードに続いて
コーポレートガバナンス・コードが導入され、公
開企業の存在意義のようなものが問われるように
なったからだと思います。かつては、各企業の理解
や考え方に大きなばらつきがありましたが、いまや
平均的な水準は十分引き上げられたのではないで
しょうか。ROEをなぜ重視すべきなのかは、伊藤
レポートが出されて以降、通常の会話のテーマに
なってきた印象です。

日本では、バブル崩壊から20年以上デフレが続
いて、現金が王様（Cash� is�King）という感覚が当
たり前でしたから、配当や自社株買いで株主に還元
すべきという意見はあまり聞かれませんでした。そ
の後、デフレからインフレに転換した結果として、
なぜ企業は大量の現金を手元に置き、さらに政策保
有株も大量に抱えているのかという質問が、次々と

出てくるようになった気がします。

柳　　上場企業の経営者の受託者責任として企業
価値を高めるのであれば、ROEや資本コストの意
識が重要です。キャシーさんがおっしゃったよう
に、スチュワードシップ・コードやコーポレートガ
バナンス・コード、伊藤レポートの啓発効果もあっ
て企業の意識が高まり、ROEは平均で４-5％から
9-10%に改善されてきました。

私が毎年投資家に対して行っている調査のなかで
日本企業のガバナンスに満足かどうか質問したと
ころ、21％の投資家から満足との回答を得られま
した。アベノミクス以前の2012年の調査では10％
でしたから、大きく改善しましたが、過半数の投資
家はいまだに十分には満足されていません。社外取
締役が2人いても欧米の過半数には及びませんし、
経営陣のファイナンスの知識も十分ではないと感
じていらっしゃるようです。

キャシー 松井 氏 略歴
ハーバード大学、ジョンズ・ホプキンズ大学院(SAIS)卒業。1999年に「ウーマノミクス」を提唱し、ダイバーシティ
は経済成長やイノベーションに不可欠との分析を各分野で説く。女性潜在力促進・改革に向けて、数々の政府関係
のワーキンググループなどに参加している。

ROE意識の高まりについて

キャシー 松井 氏（右）
ゴールドマン・サックス証券株式会社　副会長

グローバル・マクロ調査部　アジア部門統括
チーフ日本株ストラテジスト

柳 良平（左）
チーフフィナンシャルオフィサー

（兼）チーフIRオフィサー
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ROE水準についても同様です。肯定的に評価さ
れている投資家は全体の17％ですから、2012年時
点の5％に比較すると、大きく改善しています。そ
れでもやはり過半数の投資家が不満と感じている
のは、改善は一過性なのではないか、資本コストの
意識が足りないのではないか、といった懸念があ
るからでしょう。政府が唱えているからではなく、
企業が自主的に企業価値向上を目指しているかと
いう点では、まだ十分ではないですよね。ROEも、
欧米の平均的な水準である15％レベルに比べると
劣後しているので、ガバナンスと同様に、改善は道
半ばと感じています。

株主資本コストの考え方については、8％と回答
される投資家が最も多く、平均も8％くらいです。
日本株に投資するならば対象企業のROEは最低で
も8％という感覚が10年続いています。この調査結
果が伊藤レポートでも採用されて、いわゆる「8％
ルール」が生まれ、日本企業の全体的なROEの底上
げにつながったと思います。

当社は10年の計で新薬を開発する製薬会社とし
て、10年平均のROEをKPIとしています。過度に研
究開発費や人件費を削ったり、レバレッジを効かせ
たりすることで短期的にROEを引き上げるショー
トターミズムに陥らず、10年平均のROEで最低8％、
可能であれば10％を達成してエクイティ・スプレッ
ドで2％を確保する方針を、世界の投資家に広く伝
えています。

実際、当社のROEは一時的に8％を下回る時期も
ありましたが、2018年度は10.4％、2019年度は
11.2％となる見込みです。厳しい時代においても
短期的な利益のための調整をせず、売上の1/4程度
に相当する世界的にも高水準な研究開発投資を続
けてきました。だからこそ新しい抗がん剤の「レン
ビマ®」を発売して今期1,000億円以上の売上を期
待できる製品に育てることができ、さらに今後の
ROEを10％以上で安定させられるのだと思います。
ですから、ショートターミズムに陥ることなく、長
期的な価値創造を世界の投資家に訴求することが
必要だと思っています。

ESGを含む非財務情報の開示の重要性について

松井氏　　ここ最近、資本市場においてESG（環
境・社会・ガバナンス）という概念の重要性が非常
に高まっていると感じます。第三者の調査による
と、全世界でESGの観点に立った運用資産が急速
に拡大していて、特に日本でも2015年の27兆円弱
から2018年に約232兆円まで残高が急増した結果、
ESGは無視できない議論になりました。そういった
なかで、世界の投資家から自社に資産配分されるた
めに、企業側でESGに対する意識を変える必要が生
じ、どのような形で株主に対してデータを示せるか
が課題になっています。
　一方で、アナリストの立場からは、企業側の情報
開示が不足していると感じます。例えば、S（社会�
Social）とG（ガバナンス�Governance）に関わると
ころで私が長年携わっているダイバーシティ（多様
性）に関しては、日本では2016年までは大企業で
さえも従業員や管理職の男女比といった基礎デー
タの開示がなく、開示する義務もありませんでした。
かつては、ESGの概念はあったとしてもデータがな

いケースが殆どだったのです。情報開示は改善して
きましたが、非財務情報の開示はまだまだ足りてい
ないと思います。

一般に日本企業のコーポレートガバナンスに
満足していますか？

日本企業のROEに満足していますか？

調査期間：2019年2月25日～ 5月29日
調査対象：世界の主要機関投資家181名（国内100名、海外81名）

■ A.  株主価値を大いに意識しており大変満足している

■ B.  株主価値を多少意識しており一般的に満足している

■ C.  株主価値を意識せず不満である

■ D.  株主価値を無視しており大いに不満である

■ E.  コーポレートガバナンス自体が重要でない

B
21%

C
66%

D
12%

E
1%

A
0%

■ A.  資本コストを大幅に上回っており、大いに満足している

■ B.  資本コストを多少は上回っており満足している

■ C.  資本コスト以下のレベルであり不満である

■ D.  資本コストを大幅に下回っており大いに不満である

■ E.  ROE自体が重要でない

B
17%

C
71%

D
9%

E
3%

A
0%
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　もう一つ懸念されるのが、この種のデータを開示
する義務ばかりを意識するあまり、内容が形式的な
ものになり、本質的なESGの価値を理解して情報開
示しているのか、単に義務を果たすにとどまってい
るのか、企業行動に差が生じていることです。

柳　　財務上のROEはもちろん必須ですが、世界
的なESGのうねりの中で非財務情報は重要性を増
しています。キャシーさんは、ガバナンスはもちろ
んですが、ダイバーシティが価値創造につながると、
時代に先駆けて「ウーマノミクス」を唱えたエバン
ジェリスト（伝道者）ですね。

世界の投資家に日本企業のESGをどう思うかと
質問すると、「日本ではESGのためのESGと化し、
投資家として求める価値創造との関連が説明され
ていない」との声が聞かれます。一橋大学の伊藤邦
雄先生はROESGという言い方をされていますが、
投資家の要望は、ROEとESGを両立して価値の関
連性を示してほしいという一点に集約されます。と
ころが、キャシーさんがおっしゃるように、企業か
らの開示が表層的にとどまり、価値の関連性が示さ
れていないことを、私自身も懸念しています。

投資家に企業価値にESGを織り込むか毎年質問
しているのですが、今年の調査では78％の投資家
が「PBR（１倍以上の部分）にESGの価値を相当程度
織り込む」と回答しており、その中でも「100％織り
込む」投資家が24％という結果でした。ですから、
日本企業のPBRは1倍前後で世界的にも低いのです
が、ESGの価値をしっかり開示し、環境・社会・ガ
バナンスに関する投資家と企業の長期にわたる積
極的な対話（エンゲージメント）を充実させて世界
の投資家に評価していただければ、PBRが上昇する
蓋然性があると思います。

こうした背景から、私たちはESGに特化したIRを
訴求しています。特に近年、ESGをはじめとした非
財務の価値、具体的には創薬パイプラインや人的資

本、社会貢献といったものの価値を認めていただい
ていると感じます。ですから、キャシーさんがおっ
しゃったように、ESGをいかに企業価値に転換する
かについて、情報開示やエンゲージメントにより、
投資家と議論を深めることが重要だと考えていま
す。

CFOとして、中長期的な資本効率（ROEおよびエ
クイティ・スプレッド）と持続可能性（非財務資本の
重要性）に鑑み、IIRC（国際統合報告評議会）のフレー
ムワーク公表前から、企業理念（hhc）に基づく「財
務資本」と「非財務資本」の価値関連性についての同
期化モデルを提唱してきました。

学術的には、株主価値は株主資本簿価（BV）とそ
れを超える市場付加価値(MVA)の和で、PBR1倍を
超える部分がESGの価値と関係しており、「非財務
資本」と捉えられます。

まず、①Intrinsic�Valueモデルでは、市場付加
価値（MVA）＝「ESG/CSRの価値（資本コスト低減効
果）」「顧客の価値」「人の価値」「組織の価値」と定義
されています。

一方で、②IIRC-PBRモデルでは、株主価値＝長
期的な時価総額＝「株主資本簿価（BV）」＋「市場付加
価値（MVA）」の前提で、株主資本簿価（BV）は「財務
資本」、そして市場付加価値（MVA）は「知的資本」

「人的資本」「製造資本」「社会・関係資本」「自然資本」
といった5つの「非財務資本」と関連づけてIIRCの6

●IIRC-PBRモデル（企業価値を構成する６つの資本の価値関連性） 
～純資産（会計上の簿価）は財務資本と、市場付加価値は非財務資本とそれぞれ関係する～

　 知的資本

　 人的資本

　 製造資本

社会・関係資本

　 自然資本

財務資本

非
財
務
資
本

市場付加価値（自己創設のれん）

純資産（会計上の簿価）
0

1

2

4

3

5

（倍）

2008年度末 2019年5月31日

エーザイのPBRの推移	（2008年度末～2019年5月31日）

日本企業のESG（非財務資本）の価値とバリュエーション（PBR）
の長期的関係についてはどうお考えですか？

調査期間：2019年2月25日～ 5月29日
調査対象：世界の主要機関投資家181名（国内100名、海外81名）

■ A.  ESGの価値は、本来ならすべてPBR（1倍以上の部分）
に織り込まれるべきだと考える

■ B.  ESGの価値の相当部分は、本来ならPBR（1倍以上の部分）
に織り込まれるべきだと考える

■ C.  ESGの価値を多少はPBRに織り込まれるべきだと考える

■ D.  ESGの価値は別物なので、PBRや株価に織り込まれる
べきではないと考える

■ E.  ESGの価値評価には関心がない・重要とは思わない

C
15%

D
5%

E
2%

B
54%

A
24%

●グローバル投資家サーベイ（2019年）
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●非財務資本とエクイティ・スプレッドの価値関連性モデル＊1

①Intrinsic Value モデル＊2 ②IIRC-PBRモデル

③残余利益モデル（RIM）

（            ）

サステナビリティ価値
（ESG/CSRの価値）

顧客の価値

人の価値

組織の価値

資
本
コ
ス
ト

の
低
減

マ
ー
ジ
ン
の

改
善

非
財
務
資
本

知的資本

人的資本

製造資本

社会・関係資本

自然資本

財務資本

残余利益

（IIRCのフレームワーク）

市場付加価値（MVA）

株主資本簿価（BV）

株主価値

エクイティ・スプレッド   ×  BV
（ 　  ROE　   －   　CoE　   ）×  BV

（株主資本コスト）（親会社所有者帰属持分
当期利益率）

株主価値 ＝ BV ＋

エクイティ・スプレッドの現在価値の総和（MVA）

∑ 当期利益t － CoE × BVt－1

（1＋CoE）t
t=1

∞

＊1 『ROE経営と見えない価値』中央経済社（2017）を一部改編　＊2 『企業価値最大化の財務戦略』同友館（2009）　

つの資本の価値関連性を説明しています。
また、③残余利益モデル（RIM）から、市場付加価

値（MVA）はエクイティ・スプレッドの現在価値の
総和に収斂すると考えられます。ここから、エクイ
ティ・スプレッドによる将来の財務的な価値創造は、
ESGをはじめとする「非財務資本」の価値と、市場付
加価値（MVA）創造を経由して長期的には整合的で
相互に矛盾せず、同期化できると思料されます。
「非財務資本」とエクイティ・スプレッドの価値関

連性モデルは、「非財務資本」を市場付加価値（MVA）
と関連づけたIntrinsic�Valueモデル、IIRC-PBRモ
デル、そして市場付加価値（MVA）とエクイティ・
スプレッドの関連性を示唆する残余利益モデル

（RIM）の３者が市場付加価値（MVA）創出を介して

つながっていて相互補完的であることを示していま
す。いわば「ROESG」モデルです。

残余利益モデルでは、残余利益の現在価値はROE
の関数になることが数学的に証明されています。で
すから、PBR １倍を超える部分はESGの付加価値
を投資家が認めたものであり、将来の超長期のROE
の優劣に収斂すると考えられます。しかしながら、
この均衡をショートターミズムは破壊します。例え
ば、短期的に過度に人件費や研究開発費を削り、今
期だけのEPSや配当を倍にするという手法は長期の
持続可能性（サステナビリティ）を損なってしまいま
す。ですから当社は、長期的な視点に立って研究開
発を進め、人にも投資し、長期のROEを成長させ
るROESGを推進しているのです。

私たちの具体的な活動を紹介しましょう。ESGの
Sで特に重視しているのが医薬品アクセス（ATM）で
す。特にリンパ系フィラリア症（LF）への取り組み
が象徴的です。LFは、蚊を媒介として感染する病気
ですが、発症すると足などが象のように膨らみ、就
労が困難になり、経済的ダメージが大きくなります。
世界で約8.6億人がリスクにさらされているにもか
かわらず、貧困層に属する患者様が多く、市場が成
立しえないゆえに、いずれの製薬会社からも薬の提
供が行われない状況が続いていました。私たちは、
企業理念である患者様貢献に照らして見過ごすこと
ができず、世界保健機関（WHO）と提携し、LF制圧
のため2020年までに「DEC錠（ジエチルカルバマジ
ン）」22億錠を無償提供するプロジェクトを始めま
した。既に18億錠をお届けしています（さらに期限
を延長して制圧を企図）。このプロジェクトについ
ては、株主価値の破壊ではないかとの批判もありま

したが、私は長期投資であると考えています。当社は、
製造コストが低いインドに工場を持つ日本では唯一
の製薬会社なのですが、22億錠を大量生産するこ
とで設備稼働率が上昇し、現地スタッフの生産技術
やモチベーションが向上します。結果、一般的な離
職率が15％であるインド市場において、当社のバ
イザッグ工場では5％に低下しました。新興国市場
におけるブランド力の強化も考え合わせてNPV（正
味現在価値）を計算すると、超長期的視点では黒字
の事業です。このような背景をご説明すると、海外
の年金基金など長期投資家からも、患者様貢献と長
期ROEという企業価値向上を両立させたプログラ
ムであるとご支持が集まり、近年はESG投資家によ
る当社株保有比率も高まってきているようです。

松井氏　　良い事例ですね。

Eisai Integrated Report 2019
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松井氏　　新薬創出について、状況はいかがですか。

柳　　当社はグローバルメガファーマに比べると規
模が劣後するので、アンメット・メディカル・ニー
ズに応えるべく、神経領域とがん領域に資源を集

中投下しています。新薬開発は長年にわたって多額
の費用がかかる高リスク事業ですので、パートナー
シップモデルも活用しています。2018年度の当社
連結の研究開発費は1,448億円ですが、パートナー
の負担額464億円を加味すると実質1,913億円の巨
額投資をし、新薬の開発を加速させています。これ
は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に
向けて実施手段を強化し、「グローバル・パートナー
シップ」を活性化する取り組みに合致するものと考
えています。

加えて、エーザイの企業理念は患者様満足の増大
を使命とし、長期の時間軸で事後的に経済的利益を
追求し、株主価値の創造につなげることをコミット
しています。そして、2005年の株主総会決議でこ
の企業理念を定款に組み入れて投資家と共有したこ
とが当社の本質的な特徴として挙げられます。定款
に定めた企業理念自体がROEとESGを両立するも
のになっているのです。

松井氏　　日本のコーポレート・ガバナンスの革命
には、90年代後半のドイツが直面したのと似たよ
うな側面を感じます。かつてドイツでは、強固に株
式を持ち合っていました。それが、ドイツ政府が
EU統合を目前にして、「株式持ち合いは資本効率を
低下させるので解消しましょう」と産業界に言い出
したのです。誰も自発的には解消したくなかったと
思います。株式売却時のキャピタル・ゲインに対す
る非課税などの税制措置がとられたこともあって解
消は進んだのですが、中には株価が下がったケース
もありました。そこで初めてそれぞれの企業で株価
に対する意識が高まり、ROEや株主還元に注目が
集まり、M&Aや企業再編など、ROEを向上させる
戦略が取られるようになった経緯があります。ドイ
ツと日本は元来、企業文化に共通する点が多いと感
じています。ですから、ドイツの例が示すように、
道半ばにある日本のガバナンス改革もこれから大き
く進むのではないかと期待しています。

柳　　ドイツから学ぶべき点があると、昔からおっ
しゃっていましたね。

松井氏　　アベノミクス以前から、ドイツの構造改
革を参考にするべきと申し上げてきました。ドイツ
と日本に共通するのは、競争力向上のためにはほか

に選択肢がなかった点です。

柳　　一時的に株式の需給が悪化しても、持ち合い
解消を進めた会社の企業価値は、長期的には向上し
ているのですよね。

松井氏　　そうですね。ESG等を分析テーマとす
る当社のGS�SUSTAINのイベント・スタディでは、
持ち合い解消で自社の株式を売却された側が市場を
アウトパフォームする傾向が確認されました。また、
売却した側でも、売却金額が自社の時価総額の3％
以上の場合、市場を年平均で6.3％アウトパフォー
ムしていました*。長期の関係性に鑑みると簡単な
話ではないとは思いますが、この客観的な事実を、
持ち合い解消の武器として活用いただければと思い
ます。最近の株式市場は、持ち合い株の動向を以前
よりも意識しています。持ち合い解消が進むと、長
期的な価値創造につながるでしょう。置かれている
競争環境の激化や、限られた資源をいかに効率的に
運用するかの挑戦は、ドイツと日本に共通するもの
だと思います。
　御社の株式持ち合いの状況は、いかがでしょうか。

政策保有株式について

新薬開発と企業価値創出の取り組みについて

＊  Goldman Sachs「Japan Governance Rader:持合い解消イベント・スタディ：
ガバナンスの向上を市場は評価」（2018年9月13日）
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柳　　当社では、CFO主導で株式持ち合いの解消を
積極的に進めています。近年の縮減から、2019年3
月末時点で当社が株式を相互保有する上場株式は25
銘柄ですが、私の責任において当社の各保有銘柄の
NPVを計算し、究極的には保有ゼロを目指して発行
体との交渉を進めています。ドイツの事例には、大
変勇気づけられます。良い示唆をいただきました。

また、当社がコーポレートガバナンス・コードに
準拠し、企業価値の持続的向上のために、中でも人
的資本を重視している背景から、従業員の老後を支
える企業年金のリターンが最大化するよう、エーザ
イ企業年金基金は2018年にスチュワードシップ・
コードを受け入れました。同基金は、2019年度に
はPRI�（国連責任投資原則）に署名し、議決権も厳し
く行使して、グローバルスタンダードを踏まえた
ESGの訴求を行っていく予定です。

当社はコーポレートガバナンス・コード、エーザ
イ企業年金基金はスチュワードシップ・コードと、
ダブルコードに準拠しながら、小規模ですがインベ

ストメントチェーンを有効に回すことを目指してい
ます。そのためにも、利益相反を排して、企業側が
株式持ち合い解消を進める必要があるのです。いず
れはこの動きが一般化して日本全体が良くなること
を願っています。

松井氏　　ここは、日本企業が全体的に遅れている
ところですね。

柳　　事業会社で年金基金がスチュワードシップ・
コードを受け入れているのは、10社に満たないと
思います。今後、企業年金のスチュワードシップ・
コード署名とESG投資への参入で、日本市場でも
ESG投資がいっそう加速して、Win-Winで日本全
体のガバナンスや企業価値の向上につながっていく
ことを願ってやみません。

本日はありがとうございました。

松井氏　　ありがとうございました。

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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変更報告書による開示（2015年6月以降）をもとに、事業会社による上場株式保有の解消事例を分析。
相対パフォーマンスは、変更報告書の提出義務発生日の1日前終値を基準に対TOPIXで算出。
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●エーザイの内部インベストメントチェーンにおける好循環
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●発行体（=「売られた」側）は解消後市場をアウトパフォームする傾向
　事業会社による株式保有が解消された前後の平均相対パフォーマンス
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●解消の規模によっては、保有側のパフォーマンスにも資する
　売却側の年間 TOPIX相対パフォーマンス
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財務戦略
「中長期的なROEマネジメント」「持続的・安定的な株主還元」
「成長の投資採択基準」を軸として持続的な株主価値の最大化をめざす

　エーザイでは、持続的に株主価値を最大化するための財務戦略マップをCFOポリシーとして策定しています。
この戦略は、「ROEマネジメント」「配当方針」「投資採択基準：VCIC」の３つの柱で構成されています。

持続的な株主価値最大化のための財務戦略マップ＊1

＊1 『企業価値を高めるための財務会計リテラシー』日本経済新聞出版社（2016）を一部改編
＊2 シグナリング効果：配当政策により経営者の将来収益予測に対する考え方が株価に影響をもたらすこと　
＊3 ケータリング効果：配当を選好する株主の期待に応えることで株価に影響をもたらすこと　
＊4 FAM：Fixed Asset Monetization（固定資産の現金化）　
＊5 CCC：Cash Conversion Cycle（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）
＊6 GCMS：Global Cash Management System（グローバル・キャッシュ・マネジメント・システム）　
＊7 トレード・オフ理論：負債調達による限界的な便益と企業の倒産リスクが均衡する最適資本構成を求める理論

● ROEマネジメント　〜正のエクイティ・スプレッドを中長期的に訴求〜

　エーザイでは、2000年代初頭から中長期的なROE向上に取り組んでいます。ショートターミズム（短期志向）
に陥ることなく、中長期的に（たとえば10年平均で）株主資本コストを上回るROE、つまり「正のエクイティ・
スプレッド（ROE−株主資本コスト）」の創出をめざしています。「株主資本コスト」とは、株主が要求するリター
ンのことであり、当社では「株主資本コスト」を保守的に8％と仮定しています。エーザイでは、過去10年平均で
10.2％のROE、2.2％の正のエクイティ・スプレッドを創出しています。

財務資本

インベスター・リレーションズ

財務戦略

・マージン：パートナーシップ /
FAM＊4/M&A/ 税務ポリシー

・ターンオーバー：CCC＊5/GCMS＊6

・財務レバレッジ

ROE マネジメント
・NPV & IRR
・リスク調整後ハードルレート
  （RAHR）

投資採択基準：VCIC配当方針
・シグナリング効果＊2

・ケータリング効果＊3

・バランスシートマネジメント

最適資本構成
トレード・オフ理論＊7

格付 シングル A レベル
Net DER：－0.3～0.3

　  資本コスト
ペッキング・オーダー理論
資本コスト 8％
エクイティ・スプレッド

最適資本構成に基づく
最適配当政策
KPI＝8％ DOE モデル

株主価値の最大化

IR 活動による
資本コストの低減 PBR＝PER×ROE



34 35

● ROEの年次別推移と中長期的な価値創造

エクイティ・スプレッド＝ROE−株主資本コスト
残余利益モデルに基づく株主価値創造の重要指標＊

エーザイでは株主資本コストを保守的に8％と仮定
（リスクフリーレート２％＋リスクプレミアム6％）

＊ ｢ROE 革命の財務戦略」 中央経済社（2015）

過去10年のエクイティ・スプレッド
過去10年の平均ROE10.2％−株主資本コスト8％＝2.2％
＊ 2012年度実績までは日本基準（J-GAAP）、2013年度〜2018年度実績は 

国際会計基準(IFRS)

ROEは、デュポン公式で「マージン（売上収益利益率）」「ターンオーバー（総資産回転率）」「財務レバレッジ」の
3要素に分解することができます。エーザイでは、この3要素それぞれの最適化に取り組んでいます。

「マージン」の向上
「レンビマ®」「ハラヴェン®」「フィコンパ®」といった利益率の高い自社創製グローバルブランドの拡大に注力

しています。パートナーシップの活用や優先プロジェクトへの選択と集中などにより、効率的なオペレーショ
ンを実現し、利益率の改善をめざしています。

「ターンオーバー」の改善
キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）管理による運転資本のコントロールに加えて、投資有価証券

等を含む資産売却、棚卸資産の圧縮などで資産効率を高めています。2018年6月に改訂された「コーポレート
ガバナンス・コード」において、政策保有株式の便益・リスクの検証と保有方針の明確化が求められています
が、エーザイでは改訂に先駆けて政策保有株式の縮減に取り組んでいます。2018年度には政策保有株式のう
ち7銘柄（すべて全株式）を売却しました。

「財務レバレッジ」の利用
財務の健全性を確保しつつ最適資本構成を追求しています。格付シングルＡレベルを維持する上で、Net 

DER＊1 −0.3～0.3、親会社所有者帰属持分比率 50～60%、Net Debt/EBITDA＊2 0～3年をKPIとして設
定しています。財務規律に基づいた事業活動により着実に有利子負債は減少しており、2018年度末時点にお
いてもネットキャッシュポジションを確保し、Net�DERは−0.32倍、親会社所有者帰属持分比率は58.6％、
Net�Debt/EBITDAは−1.70年となりました。財務の健全性は十分確保できていることから、再びレバレッジ
戦略は可能であると考えています。

マージン
効率的な

オペレーション
による

利益率の改善

財務レバレッジ
財務健全性のため

Net DERを
－0.3～0.3に

コントロールしつつ
財務レバレッジを活用

ターンオーバー
運転資本管理や

固定資産の
現金化による

資産効率の向上

ROE ＝ × ×

10.4%2018 年度実績 9.9%＊1 0.6回＊2 1.7倍＊3

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

＊1 �Net�DER：Net�Debt�Equity�Ratio=（有利子負債（社債および借入金）－現金および現金同等物－3カ月超預金等－親会社保有投資有価証券）÷親会社の所有者に帰属する持分
＊2 �EBITDA：Earnings�Before�Interest,�Taxes,�Depreciation�and�Amortization
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エーザイは、健全なバランスシートのもと、連結業績、DOE（親会社所有者帰属持分配当率）およびフリー・
キャッシュ・フローを総合的に勘案し、「シグナリング効果」も考慮して、株主の皆様へ継続的・安定的な配当
を実施します。短期的な業績による配当性向よりも、長期的なバランスシートマネジメントに依拠した「最適資
本構成に基づく最適配当政策」を志向しています。配当のKPIとしては、バランスシートマネジメントの見地か
ら連結純資産に対する配当の比率を示すDOEを採択しています。

当社は、原則として複数年レベルでフリー・キャッシュ・フローの範囲内での配当を志向しています。また、
健全なバランスシートを維持していることから、2019年度は10年ぶりの増配（150円から160円への増配）＊を
行い、株主価値を最大化することを予定しています。なお、自己株式の取得については、市場環境、資本効率（ROE）
等を鑑み、適時実施する可能性があります。

● 配当方針

＊ 配当金の決定は取締役会の承認を前提とする

エーザイの資金調達方針は、調達手段の優先順位として、「手元現金」、次に「負債による資金調達（デット）」、
最後に「株式の新規発行による資金調達（エクイティ）」とするというペッキング・オーダー理論に基づいています。
原則として、手元現金の活用および負債が優先であり、既存株主の価値を毀損する可能性があるエクイティに
よる資金調達は最終手段として考えています。

効率的な資金調達の手段として、グローバル・キャッシュ・マネジメント・システム（GCMS）を導入しており、
グループ企業間での資金の有効活用に努めています。

● 資金調達方針

＊�2012年度末実績までは日本基準（J-GAAP）、2013年度末実績以降は国際会計基準（IFRS）
＊�フリー・キャッシュ・フロー:�（営業活動によるキャッシュフロー）－（資本的支出等（キャッシュベース）（注））
（注）金融資産の取得による支出および金融資産の売却・償還による収入を資本的支出等の算定式に含む

●フリー・キャッシュ・フローおよび配当金の推移　～複数年でフリー・キャッシュ・フローの範囲内の配当～
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■フリー・キャッシュ・フロー
■配当金（年間総額）　　

●健全なバランスシート　～最適資本構成の維持による配当のサステナビリティ～

■親会社所有者帰属持分　■ネット有利子負債＊1　■親会社所有者帰属持分比率　■負債比率（Net DER）＊2

＊�2012年度末実績までは日本基準（J-GAAP）、2013年度末実績以降は国際会計基準（IFRS）
＊1��ネット有利子負債＝有利子負債（社債および借入金）－現金および現金同等物－3カ月超預金等－親会社保有投資有価証券＊3

＊2��Net�DER:�Net�Debt�Equity�Ratio=（有利子負債（社債および借入金）－現金および現金同等物－3カ月超預金等－親会社保有投資有価証券＊3）÷親会社の所有者
に帰属する持分

＊3��国際会計基準（IFRS）では、親会社保有投資有価証券を計算式に含む
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企業が成長するためには、投資の優先順位や選択が重要となります。そのため、エーザイでは、戦略投資に
対する投資採択基準を定め、価値創造を担保しています。その際には、リスク調整後ハードルレートを用いた
正味現在価値（NPV）と内部利益率（IRR）スプレッドをKPIとしています。原則としてNPVプラスの案件のみを採
択することは当然ながら、IRRにも一定のスプレッドを設けて価値創造を担保します。なお、ハードルレートに
ついては、投資プロジェクト、投資国、流動性などのリスク要因を加味して、およそ200種類のハードルレー
トを設定し、それぞれの投資案件に応じて、リスク調整後ハードルレートを採用しています。

2018年6月に改訂された「コーポレートガバナンス・コード」において、自社の資本コストの的確な把握をも
とにした経営資源の配分が求められていますが、エーザイでは2013年からVCICを導入し、価値創造の担保を
行っています。

リスク調整後ハードルレートの設定方法
リスク調整後ハードルレート＝リスクフリーレート＋β×リスクプレミアム（＋流動性プレミアム）
-	リスクフリーレート：各国別10年国債の過去10年平均利回り
-	β（ベータ）：投資カテゴリーに応じて設定（リスク特性）

● 投資採択基準：VCIC（Value-Creative Investment Criteria）

　エーザイの中期経営計画「EWAY�
2025」では、中間点である2020年度
においてROE10％以上、エクイティ・
スプレッド2%以上の達成をめざして
います。最終年度の2025年度におい
ては、神経領域・がん領域のフラッ
グシップドラッグの貢献により飛躍
的な成長を果たし、ROE15%レベル
の達成を意識しています。
　なお、DOEをKPIとして最適資本
構成に基づく最適配当政策を追究し、
株主価値の最大化に努めます。

＊ 配当金の決定は取締役会の承認を前提とします
＊1 エクイティ・スプレッド=ROE−株主資本コスト、株主資本コストは保守的に8%と仮定
＊2 Dividend on Equity：親会社所有者帰属持分配当率
＊3  Net DER：Net Debt Equity Ratio=（有利子負債（社債および借入金）−現金および現金同等物−3カ月超預

金等−親会社保有投資有価証券）÷親会社の所有者に帰属する持分

KPI 2020年度ターゲット

ROE 10%以上

エクイティ・スプレッド*1 2％以上

DOE*2 8％レベル

親会社所有者帰属持分比率 50～60％

Net DER*3 −0.3～0.3

2025年度　ROE 15％レベル

中期経営計画「EWAY 2025」における財務のKPIs

中長期の企業価値創造をめざす

中長期的な企業価値創造の観点から企業価値
を判断いただきたいというエンゲージメントの
狙いを具現化するためには、パイプラインや特
許を中心とした知的資本、オペレーションを担
う人的資本、医薬品アクセス向上への取り組み、
コーポレートガバナンスなどの非財務資本の理
解促進が欠かせません。このため、エーザイのIR
チームは年間ベースで延べ約800件の投資家・ア
ナリストとの対話を行っており、その中でCFO
も海外投資家を含めて年間延べ約200件の対話

を行っています。CFOおよびIRチームは、株主
資本コストの低減を企図し、「IRはコストセンター
ではなく、企業価値創造に資する」という考えで
エンゲージメントにコミットしています。

当社の長年にわたるIR活動が評価され、2018
年には日本IR協議会よ
り「IR優良企業大賞」を
受賞しました。

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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　エーザイは開発途上国・新興国の方々に必要な医
薬品をお届けするために、「医薬品アクセス」向上活
動に取り組んでいます。医薬品へのアクセスは、国
籍や経済格差、社会地位を問わず、生きるために不
可欠なものです。世界には、疾患に対する十分な知
識もなく、必要な医薬品を入手することができない
人々が約20億人＊いると言われ、その多くは開発途
上国・新興国の貧困層の方々です。�　

LFは蚊を媒介として感染する顧みられない熱帯病
（NTDs）の一つです。開発途上国を中心に世界で約8.6
億人が感染のリスクにさらされていると言われています。

世界保健機関（WHO）はLFの制圧に向け、蔓延国
において治療薬の集団投与（MDA）を行っています。
エーザイは、MDAに用いられる3種類のLF治療薬の

うち、「DEC錠」（ジエチルカルバマジン）を必要とす
る全てのLF蔓延国において制圧が達成されるまで、
提供し続けます。

エーザイの「DEC錠」は、2013年にWHOの事前認
定を取得し、インド・バイザッグ工場において製造し、
供給しています。すでにWHOを通じてLF蔓延国28カ

　医薬品アクセスの改善は、そこに住む人々の健康
を支え、結果としてその国全体を将来の成長に導く
長期的な投資であるとエーザイは考えています。こ
の考えに基づき、エーザイは、低コストの製品供給
や官民パートナーシップなどのあらゆる方法を駆使
し、独自のビジネスモデルによる様々な取り組みを
継続的に行っています。
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＊出典：Access to Medicine Index
▶	https://accesstomedicinefoundation.org/

開発途上国・新興国の「将来」に投資する

リンパ系フィラリア症（LF）制圧に向けた取り組み　−「DEC錠」の提供と疾患啓発活動の実施−

●2020年までの「DEC錠」供給予定国 ●：既出荷国

インド 
バイザッグ工場

エーザイ本社

WHOアフリカ地域
●エリトリア　●ケニア 　

ガンビア

●マダガスカル　
●ザンビア　

WHO東南アジア地域
●インド　●インドネシア　
●ミャンマー　●スリランカ　

バングラデシュ ネパール
●東ティモール　●タイ

連携連携

WHO西太平洋地域
●フィジー　 ●フランス領ポリネシア　 ●キリバス
●ラオス　　 ●マレーシア　　　●パプアニューギニア
●フィリピン
●アメリカンサモア

●サントメ・プリンシペ ●サモア　　 ●ミクロネシア　　 ●ツバル　　

WHOアメリカ地域
●ドミニカ共和国
●ガイアナ

ブラジル
●ハイチ

「DEC錠」
ジエチルカルバマジン

●ジンバブエ ●コモロ

WHO東地中海地域
●エジプト

2019年6月時点

社会・関係資本

医薬品アクセス向上への取り組み
「必要とされる医薬品を一つでも多くお届けし、一人でも多くの方の希望をつくりたい」という想いを込めながら、
エーザイは、開発途上国・新興国での医薬品アクセスの向上に取り組んでいます。

リンパ系フィラリア症治療薬「DEC錠」の供給国数と供給量（2019年6月時点）�

28カ国  18億錠



国に18億錠の「DEC錠」を供給しました（2019年6月
時点）。さらにエーザイは、WHOがMDAを円滑に実
施するため、蔓延地域での疾患啓発活動にも協力して
います。現地の子会社の社員が各国の関係者と協力
して早期制圧実現に向けて、LFおよびその予防・治
療についての現地の言語によるリーフレットの作成と配
布や、MDA実施の支援等を行っています。例えば、
インドネシアでは、2015年から、保健省やNGOによ
りLF制圧のためのMDAが実施される際に、現地医療
を支えるガジャマダ大学医学部や公衆衛生学大学院
等の学生を交え、LF患者様との共同化やワークショッ
プ、LFに関する疾患啓発等を実施しています。

エーザイのこのような活動は蔓延国から高く評価
されています。インドのアンドラプラデシュ州政府
保健局アンチマラリアユニットより、記念品をいた
だいたのはその一例です。

●「DEC錠」 累積供給錠数および貢献患者様数＊（2019年6月時点）

＊  貢献患者様数は、WHOの定義に基づき1人平均2.5錠を服用することを前提に、
累積供給錠数から換算した推定
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エーザイは、NTDsや三大感染症（マラリア、結核、
HIV/AIDS）に対する医薬品の研究開発にも積極的に
取り組んでいます。

これらの疾患は開発途上国などの貧困層で広く
蔓延していますが、疾患による労働力の低下がまた
貧困をもたらすという悪循環を引き起こし、国際的
な保健課題となっています。エーザイでは、現在、
NTDs・三大感染症のうち、シャーガス病、フィラ
リア症、リーシュマニア症、菌腫（マイセトーマ）お
よびマラリア、結核の新薬創出をめざして様々なプ
ロジェクトが進行中です。NTDs・三大感染症の研
究開発活動では、その疾患研究のためのツール・技
術や、疾患が蔓延している地域での臨床試験の経験、
治験施設とのネットワークなどが必要です。そのた
め、すべてのプロジェクトにおいて国際研究機関等
とパートナーシップを構築するとともに、NTDs・
三大感染症の新薬開発を目的とし、化合物ライブラ
リーの共有をはかる国際的なコンソーシアムにも参

画するなどの取り組みを展開しています。
エーザイは、自社創製の抗真菌剤「ホスラブコナ

ゾール」（E1224）について、サシガメによって媒介
されラテンアメリカ21カ国で蔓延しているシャーガ
ス病に対する新薬開発をめざしており、Drugs�for�
Neglected�Diseases�initiative（DNDi）とのパート
ナーシップにより、フェーズⅡ試験が終了し、今後
の計画を検討中です。さらに、皮膚から感染し巨大
な腫瘍を生じる最も顧みられない疾患の一つと考え
られている菌腫 (マイセトーマ)に対しても、DNDi
と共同でフェーズⅡ試験をスーダンにて進めていま
す。エーザイは、現地における疾患啓発活動等にも
取り組んでいます。2019年2月から、日本の国際
NGOである「特定非営利活動法人�難民を助ける会

（AAR�Japan）」と協力し、最大蔓延国の一つである
スーダンにおいて、マイセトーマに関する知識や早
期治療の重要性を伝える啓発活動を行い、患者様の
医療機関での早期受診・早期治療を促す活動に取り
組んでいます。

地球規模の健康問題に挑む研究開発

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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LF制圧に向けた支援活動に対し 
アンドラプラデシュ州政府保健局から 
記念品を受領

2013年から「DEC錠」を生産しているバイザッ
グ工場（所在地：アンドラプラデシュ州）の近くに
あるヤラダ村では、「DEC錠」の生産を始めた当時、
LFで苦しんでいる患者様がいらっしゃいました。
エーザイは、ヤラダ村における昆虫媒介性疾病
の制圧活動を支援するアンドラプラデシュ州政
府保健局と協力して、衛生環境の改善に向け、ふ
たのない排水溝や水溜まりへの定期的な殺虫剤
の散布による害虫駆除活動を支援し、老朽化した
公衆トイレの修理等を行いました。また、昆虫媒
介性疾病の予防等について住民に説明を行い、疾
患啓発活動に注力すると同時に、LF制圧のため
のMDAプログラムのサポートも行ってきました。
これらの活動が州政府から評価され、2015年に
記念品をいただきました。現在もヤラダ村にお
けるこれらの活動は継続しており、加えて近年
はカシムコタ村にも活動を拡大しています。カ

シムコタ村では、新たな活
動としてLF患者様にカスタ
ムメイドの靴を提供し、LF
によって足が肥大して通
常の靴が履けない患者様や
歩行に支障がある患者様の
QOL（クオリティ・オブ・
ライフ）向上に向けて取り
組んでいます。

受領した記念品



エーザイでは、開発途上国・新興国においてエー
ザイの医薬品を購入しやすい価格で提供するために
様々な柔軟な価格政策を行っています。例えば、「ア
リセプト®」や「パリエット®」はインドで2005年よ

り各国の生活水準に最適化した価格（アフォーダブ
ルプライシング）で提供するなど、現地の医療経済
状況を考慮した価格政策を推進しています。抗てん
かん剤「フィコンパ®」については、多くの患者様が
医療費の全てを自己負担するインドでは、一定期間

40

アフォーダビリティ（購入しやすさ）を追究した価格政策

　私たちは、「E1224」のフェーズⅡ試験が行われているハ
ルツーム大学 マイセトーマ リサーチセンター（MRC）を訪
問し、臨床試験や治療の状況を視察しました。MRCでは、
これまで8,500名以上の患者様が治療を受けています。し
かし、既存の治療は長期の服薬が必要であり、経済的な
負担も大きいため、半分以上の患者様は治療が未完了と
なり、再発して切除や切断手術に至る事態を招いています。
　続いて、MRC医療チームと一緒に、マイセトーマの流行

地域であるオンサ
村の診療所を訪問
しました。オンサ村
は首都から400㎞
離れた遠隔地域で
あり、医療施設が
ありません。このた
め、MRC医療チー

ムは、オンサ診療所を年に数回訪問し、周辺の290村の住
民も含めて、マイセトーマの診断から手術までの医療を無
料で提供しています。2015年から合計700人以上が手術
を受けました。しかし、大きな手術が必要な場合は首都に
行かざるを得ないため、滞在費や治療費用の負担が困難
な患者様が少なくないようです。
　今回の視察により、今も多くの患者様がマイセトーマに
苦しんでいることを痛感しました。マイセトーマの新規治療
薬の開発を加速し、疾患啓発活動にも積極的に取り組
む必要性を感じました。

NTDsおよび三大感染症の研究開発コンソーシアム WIPO�Re:Search⑯
フィラリア成虫駆虫薬の開発コンソーシアム⑱

NTD治療薬の創薬コンソーシアム⑰
結核治療薬の開発コンソーシアム⑲

●NTDs・三大感染症新薬開発プロジェクトの状況（2019年6月時点）

シャーガス病

マラリア

新規ワクチン①
（E6020による免疫活性化）

E1224 シャーガス病④
（フェーズⅡ試験）

菌腫（マイセトーマ） E1224 真菌性菌腫⑥
（フェーズⅡ試験）

新規ワクチン③
（E6020による免疫活性化）

リーシュマニア症

新規治療薬②
（スクリーニング段階）

結核 結核菌トリプトファン
合成酵素阻害剤⑮

BRD5018⑪マラリアGWT1阻害剤⑦

新規マラリア
DHODH阻害剤⑧
新規治療薬⑨

（スクリーニング段階）
新規ワクチン⑩

（E6020による免疫活性化）

新規TLR9阻害剤⑫

新規治療薬⑬
（抗アルテミシニン耐性）

SJ733 マラリア原虫⑭
（フェーズⅠ試験）

フィラリア症 AWZ1066S⑤

顧みられない
熱帯病
（NTDs）

三大感染症

初期研究段階 非臨床試験段階 臨床試験段階

畑	桂
hhcデータクリエーションセンター
グローバルヘルス研究室 室長

飛弾	隆之
ポリシー・アドボカシー＆サステナビリティ部
ESG推進グループ グループ長

マイセトーマの最大蔓延国の一つである
スーダンを視察

オンサ村診療所の写真

プロジェクトの詳細はこちらをご参照ください。▶	https://www.eisai.co.jp/sustainability/atm/research.html

■各プロジェクトに関して一緒に取り組んでいる主なパートナー
①、⑩、⑫オズワルドクルス財団（ブラジル）
②、④、⑥、⑰DNDi（スイス）
③セービンワクチン研究所（米国）
⑤、⑬リバプール熱帯医学校（英国）、リバプール大学（英国）
⑦、⑨Medicines�for�Malaria�Venture（MMV）（スイス）

⑧、⑪�ブロード研究所（米国）、Medicines�for�Malaria�Venture（MMV）（スイス）
⑭ケンタッキー大学（米国）、Medicines�for�Malaria�Venture（MMV）（スイス）
⑮ブロード研究所（米国）、コロラド州立大学（米国）、シカゴ大学（米国）
⑯�世界知的所有権機関（WIPO）（スイス）、BIO�Ventures�for�Global�Health
（BVGH)�（米国）

⑱、⑲ビル&メリンダ・ゲイツ財団（米国）
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インプット アウトプット アウトカム

●リンパ系フィラリア症治療薬
「DEC錠」の無償提供

●リンパ系フィラリア症の疾患啓発
活動

●患者様が購入しやすい価格設定
（アフォーダブルプライシング）
や、所得別段階的価格設定（ティ
アードプライシング）による製品
提供

社会・関係資本
●開発途上国・新興国での健康 

福祉の向上、中間所得者層の 
拡大による経済成長

●エーザイのコーポレートブランド
の価値向上

財務資本
●バイザッグ工場の稼働率向上に

よる原価低減
●（超長期的視点）開発途上国、

新興国でのビジネスを通じた 
利益の創出

人的資本
●社員のスキルや
　モチベーションの向上

人的資本
●hhc 理念に裏づけられた
　患者様貢献に対する
　社員の高いモチベーション

知的資本
●長年の創薬活動により  

蓄積された経験知

財務資本
●健全なバランスシート

社会・関係資本
●WHOや国際研究機関等との 

パートナーシップ

製造資本
●低コストでの生産を可能とする
　インドのバイザッグ工場の活用

医薬品アクセス向上への取り組みを通じた社会課題の解決および企業価値創造

　医薬品アクセス向上にむけて、エーザイは様々な
「資本」をインプットとして利用し、事業活動を通じ
て「DEC錠」等の様々なアウトプット（製品・サービ
ス）に変換しています。その結果として、開発途上
国・新興国では「健康福祉の向上」「中間所得層の拡
大による経済成長」、エーザイ内部においても「コー
ポレートブランドの価値向上」「社員のスキルやモチ
ベーションの向上」「バイザッグ工場の稼働率向上に
よる原価低減」などの正のアウトカムの創出をめざし

ています。医薬品アクセス向上にむけた取り組みは、
付加価値の創出により、インプットした以上の「資本」
の増加につながるとエーザイでは考えています。エー
ザイの医薬品アクセス向上への取り組みは、CSR活
動の枠を超えた、長期的な価値創造をめざす活動で
す。「DEC錠」の無償提供は、短期的には利益やROE
にはマイナス要因となります。しかし、超長期的視
点では、上記のアウトカムの創出を通じて、NPV（正
味現在価値）はプラスになると試算しています。

患者様に無償で提供し、効果を確認してから本格的
に服用するスキームを導入しています。また、抗が
ん剤「ハラヴェン®」について所得別段階的価格設定

（ティアードプライシング）「Hope�to�Herプログラ
ム」をアジアの8カ国で導入しており、患者様の所得
レベルや保険加入状況などに応じて薬剤費の自己負
担額が段階的に軽減され、条件によっては全額無償
になるシステムを採用しています。5年間で累計約
4,100名の患者様にティアードプライシングによっ
て「ハラヴェン®」を提供しました。

「医薬品アクセス財団」が2年に1度行う医薬品アク
セス貢献度調査（Access�to�Medicine�Index）にお
いて、エーザイは、2016年の11位から3位上昇し、
2018年に8位を獲得しました。
エーザイの活動では、NTDsの
制圧に向けた継続的な取り組

みが、ベスト・プラクティスに選定されました。
また、エーザイは、ESG評価に優れた企業を選別

するMSCIジャパンESGセレクト･リーダーズ指数に
選定され、ESGインデックスにおいて2014年以来
6年連続でAAランキングを維持しています。当イン
デックスでは「Access�to�Health�Care（ヘルスケア
へのアクセス）」分野が、エーザイの強みとして紹介
されています。

医薬品アクセス向上への取り組みは
外部から高い評価を獲得

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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MRが医師に「Hope to Herプログラム」について説明している様子（インド）



（出典：World Alzheimer Report 2018）
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Strengths　強み
1.  業界屈指の豊富な開発パイプライン  

2つのプロジェクトでフェーズⅢ試験が進行中 
2.  35年以上にわたる創薬活動の豊富な経験知
3.  開発の成功確率向上・加速化、開発・商業化費用の効率化を 

可能とするグローバルな戦略的提携

Opportunities　機会
1.  高齢化の進展に伴うグローバルな認知症治療薬市場の拡大
2. 診断技術の向上に伴う潜在市場の拡大

Weaknesses　弱み
1.  新薬開発が非常に難しく、大規模臨床試験が 

必要とされる認知症領域に注力しており、 
多額の研究開発費が必要

Threats　脅威
1. 競合品の市場参入
2.  各国政府の薬剤費削減策の推進に伴う 

薬価引き下げ圧力の高まり

認知症領域における創薬活動　SWOT分析

　認知症とは、何らかの原因で脳の細胞が死んでしまったり、働きが悪くなっ
たりしたために認知機能が損なわれ、随伴して様々な障害が生じ、生活する
上で支障が出ている状態をいいます。認知症には様々な種類がありますが、
もっとも罹患率が高いアルツハイマー型認知症においては、記憶障害を中心
とした症状（中核症状）と、妄想や幻覚、暴力、徘徊、うつといった行動や心
理に関する症状（周辺症状）がみられることがあります。認知症として、ほか
にもレビー小体型認知症や血管性認知症などが知られています。いずれも、
進行性の病気という特徴があります。

　世界の人口高齢化が進む中、認知症患者様は増加
の一途をたどると予測されています。2018年におけ
る認知症の患者様数は、全世界で5,000万人と推計さ
れ、2030年には8,200万人、2050年には約3倍の1
億5,200万人に達する見込みです。計算上では、3秒
に１人、世界のどこかで新たな認知症が発症します。
また、現在の認知症に関連するコストは医療費、介護費、
家族による介護などの負担を含めると1兆米ドルとい
われ、2030年までに2倍に達すると予測されています。
認知症への取り組みは世界的な課題であり、アンメッ
ト・メディカル・ニーズを充足する治療剤の早期開発
が期待されています。

認知症とは

増加の一途をたどる認知症患者様数と社会コスト

認知症に関連するコスト

認知症患者様数

$1兆 $2兆

新薬開発のトップランナーとなるべく、業界屈指の豊富なパイプラインに対して積極的に投資

8,200万人
5,000万人

2018年 2030年 2050年

1億5,200万人

次世代認知症治療剤の開発
知的資本

50％

20％

15％

15％
アルツハイマー型
認知症

レビー小体型
認知症

その他

血管性
認知症

●認知症の種類と割合

出典： レビー小体型認知症が 
よくわかる本（小阪憲司　監修）
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会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

　ADでは、記憶障害などの症状が現れるよりもはるか前から、アミロイドベータ（Aβ）というタンパク質が
脳内に徐々に蓄積します。Aβが蓄積する過程で、神経細胞などに存在するタウと呼ばれるタンパク質の蓄
積を引き起こし、神経細胞死が引き起こされると考えられています。

　認知症領域においては、米国FDA（食品医薬品局）が2003年以降承認した新薬がありません。1998年か
ら2017年の間、146の薬剤で開発が失敗しました＊1。このことは認知症領域の創薬が極めて難しい証左の
一つです。
　創薬が難しい理由としては、認知のような高次機能はヒト特有のものであり、動物モデルでの再現が困難
であることが挙げられます。例えば、マウス脳内にAβやタウが蓄積しても、必ずしもマウスが認知症を発
症するわけではありません。動物モデルでの反応と、認知症の方の脳内変化や中核症状の相関をバイオマー
カーなども含めて確かめ、知見を蓄積する必要があります。
　さらに、陽電子放射断層撮影（PET）などの画像診断が発達してきたものの、人間の脳内変化を直接観察す
る方法がないことも創薬の難しさの原因となっています。

アルツハイマー病（AD）の発症プロセス

次世代認知症治療剤の開発は極めて難しい

●アルツハイマー病の発症プロセス

アルツハイマー病では、発症の15～20年以上
前からAβの蓄積が始まり、臨床的な認知機能
の異常がみられるまでに脳内では様々な変化
が起きています

脳内での
アミロイドベータ（Aβ）の蓄積 脳内での

タウの蓄積

軽度認知障害 認知症
（軽度→中等度→高度）

脳構造の変化

記憶障害

臨床機能の障害

　当社の自社創製品である「アリセプトⓇ」を含め、アルツ
ハイマー型認知症治療剤は複数販売されていますが、そ
の効果には限界があります。服用を継続したとしても、
一定期間が経過すると認知機能の低下は避けられません。
また、軽度認知障害の段階での適応は有していません。
このため、早期段階から、長期間にわたって認知機能の
低下を抑制することができる次世代認知症治療剤の開発
が期待されています。

次世代認知症治療剤に期待される効果 （概念図）　次世代アルツハイマー病治療剤に期待される効果

軽度認知障害

軽度アルツハイマー病

中等度アルツハイマー病

高度アルツハイマー病
アルツハイマー病の
典型的な進行

年齢

既存の治療薬

認
知
機
能

次世代アルツハイマー病治療剤

Eisai Integrated Report 2019

認知症領域で米国FDAが承認した新薬

15年以上、認知症領域で
米国FDAが承認した新薬はない

多くの新薬候補品が
臨床試験で失敗 エーザイとBiogen Inc.の提携のもと、

2つのプロジェクトでフェーズⅢ試験が進行中
      ▶ エレンベセスタット＊2

      ▶ BAN2401＊2, 3

1996年11月
「アリセプト®」
（ドネペジル）

2001年2月
ガランタミン

2000年4月
リバスチグミン

2003年10月
メマンチン

＊ ドネペジルとメマンチンの合剤は2014年に承認
＊1 PhRMA, Researching Alzheimer's Medicines: Setbacks and Stepping Stones, September 2018
＊2 Biogen Inc.との共同開発
＊3 BioArctic ABからの導入品
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◆	探索研究における当社の工夫

◆	臨床研究における当社の工夫

　当社は、動物の中枢神経機能に作用する薬物を評価する多様な薬理試験の設備及びその研究ノウハウを有
しています。特に、神経細胞間の情報伝達をコントロールする分子に作用する化合物を、自社で確立した行
動薬理試験や疾患の動物モデルで評価し、中枢神経薬の研究開発や臨床試験での化合物の薬効の予測に活用
しています。神経科学の発展に伴い、脳内に多様な創薬のターゲット分子が見つかっていますが、そのター
ゲット分子の研究にこれまで積み上げてきた行動薬理試験を応用し、新たな創薬の可能性を常に追求してい
ます。

　臨床試験で主要評価項目を達成するためには、4要素（適切な患者様層、適切な創薬標的、適切な用法用量、
適切な臨床評価指標）が重要と言われています。これまで失敗した臨床試験はいずれかの要素に課題があっ
たと考えています。例えば、作用メカニズムに対して進行しすぎた病勢ステージの患者様での臨床試験、あ
るいはAβ陽性が確認されていない患者様を対象とした臨床試験、用法用量に課題がある臨床試験、選択し
た患者様層に対する感度が十分でない主要評価項目を用いた臨床試験などです。
　エーザイはこれらの失敗を適切に考察し、上記4要素のすべてを満たすデザインのもとで臨床試験を進め
ています。

　「エレンベセスタット」「BAN2401」については、フェーズⅡ試験において良好な結果が得られており、
フェーズⅢ試験も順調に進行しています。

①早期AD患者様を対象にAβ陽性を確認して試験登録
②抗体医薬品ならびに低分子医薬品それぞれに合った用法用量設定
③早期AD患者様の評価に適切な主要評価項目の選択

　ヒューマン・ヘルスケア（hhc）という企業理念のもと、当社は次世代認知症治療剤の創出に果敢に挑戦し
ています。アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプトⓇ」の創製以来、当社は35年以上にわたって認知症領
域での創薬活動の経験知を蓄積してきました。当社の知識やノウハウは、次世代認知症治療剤の開発を成功
に導くうえで大きな強みになると考えています。

豊富な経験知を活かして次世代認知症治療剤の創出に挑む

　エーザイは、動物モデルで再現が困難なヒト
の病態やヒト特有の高次機能についても、バイ
オマーカーと呼ばれる生体内物質の変化を指標
とする研究をこれまでの研究手法と組み合わせ
ることで前臨床試験から臨床試験へ、より的確
な薬剤の開発を行っています。
　脳機能を客観的な指標で測定するために、エー
ザイでは左の写真のような機器を用いて新規バイ
オマーカーの発見・定量系構築に注力しています。

● 当社の保有するバイオマーカー測定機器の一例
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　エーザイがBioArctic�ABから導入した抗Aβプロトフィブリル抗体です。神経毒性が高いAβプロト
フィブリルに結合し、減少させるというユニークな特徴があります。
　フェーズⅡ試験（201試験）では、用量依存的な脳内アミロイドプラークの減少に
加え、臨床症状の悪化抑制を示しました。現在、非盲検下での延長試験を実施中です。
201試験の結果に基づく規制当局とのミーティングを踏まえ、早期AD患者様を対象
に「BAN2401」の申請に必要な1本のフェーズⅢ試験（Clarity AD）を2019年3月に
開始しました。2022年度第1四半期での主要評価項目の結果取得をめざしています。

● 抗Aβプロトフィブリル抗体「BAN2401」（Biogen Inc.と共同開発）

● 自社創製のBACE阻害剤「エレンベセスタット」（Biogen Inc.と共同開発）
　筑波研究所が創製した化合物であり、Aβの産生に関わる酵素であるアミロイド前駆体タンパク質βサイト
切断酵素（BACE）を阻害します。BACEはBACE1とBACE2に大別されますが、「エレンベセスタット」は、
脳内Aβの産生に関わるといわれているBACE1への優れた選択性が示
唆されています。フェーズⅡ試験においては、BACE阻害剤において初
めて、脳内Aβの統計学的に有意な減少を示すとともに、探索的評価
項目である臨床症状の進行抑制を示唆しました。現在、2本のフェー
ズⅢ試験（MISSION AD1, MISSION AD2）が進行中であり、2019
年3月に患者様登録を完了しました。2021年度第1四半期での主要
評価項目の結果取得をめざしています。

◆	攻撃因子（Aβ、タウ）の重積過程をターゲットとするプロジェクト

　エーザイは、認知症領域において業界屈指の豊富な開発パイプラインを有しています。Biogen�Inc.との
提携のもと、2つのプロジェクトでフェーズⅢ試験が進行しています。

業界屈指の豊富なパイプライン

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

タウの高度リン酸化と
細胞内への蓄積

BAN2401＊1、2

（抗Aβプロトフィブリル抗体）

神経細胞の
機能障害

神経細胞死

老人斑
神経原
線維変化

認知機能の低下

エレンベセスタット＊1

（BACE阻害剤）

APPのＡβN末端側を切断
βセクレターゼ（BACE）

γセクレターゼ

アミロイドベータ
(Aβ) モノマー

凝集性が高い
Ａβフィブリル

可溶性重合体
強い神経毒性
（神経変性過程を誘発・促進し神経細胞死を引き起こす）

不溶性凝集体
沈着して老人斑を形成
（神経細胞死を引き起こす可能性）

アミロイド前駆体
タンパク質(APP)

APPのＡβC末端側を切断

Ａβプロトフィブリル

BIIB076＊3

（抗タウ抗体）
Biogen Inc.

E2814
（抗タウ抗体）

＊1 Biogen Inc.との共同開発
＊2 BioArctic ABからの導入品
＊3 エーザイが共同開発・共同販促のオプション権を保有
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201試験で示唆された「BAN2401」の疾患修飾作用

抗Aβ抗体「アデュカヌマブ」の開発中止について

2019年3月、Biogen� Inc.と共同開発中の「アデュカヌマブ」について、ADによる軽度認知障害および軽
度ADを対象としたグローバルフェーズⅢ試験（ENGAGE試験、EMERGE試験）の中止を決定しました。本
決定は、独立データモニタリングコミッティにより行われた無益性（Futility）解析の結果、本試験において
主要評価項目が達成される可能性が低いと判断されたことに基づくものです。

「エレンベセスタット」、「BAN2401」  より早期の病勢ステージへの展開
2019年5月に、世界的権威であるACTC（Alzheimer’s�Clinical�Trials�Consortium）が計画するアルツハイ

マー病発症予防に関する2つの臨床試験において、評価対象薬剤として「エレンベセスタット」と「BAN2401」が採
択されました。A3試験は、脳内蓄積アミロイドは陰性で認知機能障害はないが、AD発症リスクの高い症例を対
象としており、アミロイドの蓄積を予防する薬剤として「エレンベセスタット」が採択されました。A45試験は、脳内
蓄積アミロイドは陽性だが認知機能障害のないプレクリニカルADの症例を対象としており、認知機能障害への進
行を予防する薬剤として「BAN2401」と「エレンベセスタット」が採択されました。詳細について現在検討中です。
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アミロイドPETによる脳内アミロイド蓄積の減少
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投与期間（月）

組み入れ患者様数 18カ月
プラセボ群

10mg/kgバイウィークリー群

＊Florbetapir tracerを使用、関心領域：皮質、参照領域：小脳
＊MMRM（mixed model repeated measures）手法を用いたベースラインからの変化量。

MMRMは、組み入れ患者群、治療期間、臨床サブグループ （MCI due to AD、 軽度AD）、
ベースラインでの治療歴、APOE4の状態（陽性、陰性）、地域、組み入れ患者様の
訪問回ごとのインタラクションを要因として、ベースライン値を共変として用いる。
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バイウィークリー群

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0 126 18

臨床症状の悪化抑制
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 P=0.034
30% 進行抑制

投与期間（月）

データがある組み入れ患者様数 12カ月
プラセボ群

10 mg/kgバイウィークリー群

事前に規定したmixed model repeated measures （MMRM） 手法を用いて行われた解析
ADCOMS：Alzheimer’s Disease COMposite Score 、上記のp値は名目p値
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脳脊髄液中のバイオマーカーの改善201試験において、「BAN2401」により脳内
アミロイド蓄積の減少、それに伴う脳脊髄液中
のバイオマーカーの改善、結果としての臨床症
状の悪化抑制が示されたことは、「BAN2401」
の疾患修飾剤としての可能性を示唆するもの
です。症状改善剤と違い、疾患修飾剤は疾患
の原因となる脳内アミロイドの除去を行うため、
効果は持続し、徐々に拡大していきます。
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● 抗タウ抗体「E2814」
　ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンとの共同研究により創出した抗タウ抗体です。本抗体は、病気の進
行とともに脳内に拡散していくタウ病変の伝播種となるタウシードを標的としています。神経原線維変化
のさらなる脳内蓄積を防ぎ、病気の進行を抑制することが期待されます。2019年度中にフェーズⅠ試験
を開始する予定です。

● Biogen Inc.が開発中の抗タウ抗体「BIIB076」
　共同開発・共同販促契約のオプション権を保有しています。現在、Biogen�Inc.がフェーズⅠ試験を進め
ており、当社はフェーズⅠ試験終了後にオプション権を行使することができます。

神経損傷のバイオマーカーである
リン酸化タウの減少

軸索変性のバイオマーカーである
ニューロフィラメント軽鎖の増加抑制

シナプス損傷の
バイオマーカーである

ニューログラニンの減少
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◆	前臨床試験進行中のプロジェクト

　近年、認知症と診断される10～20年前から様々な障害が起きていることが知られてきました。エーザイ
は、認知症における症状緩和も大変重要なことと認識し、様々なアプローチの取り組みを進めています。

Aβの蓄積は、睡眠障害により加速すると考えられています。エーザイは、睡眠と覚醒の調整に関与す
るオレキシン受容体に拮抗する「レンボレキサント」について、不眠障害に係る適応で2018年度に米国、
日本で承認申請を行いました。また、AD/認知症に伴う不規則睡眠覚醒リズム障害（ISWRD）を対象とし
た開発も進めています。

さらに、Aβやタウの蓄積と関連して、うつ、てんかん、不安、嗅覚異常などの行動障害が起こることが
知られています。これらの行動障害を抑制することにより、認知症の発症を遅延できる可能性が考えられ
ています。エーザイは、てんかん等の神経領域疾患を対象とした新薬の開発も行っています。加えて、レビー
小体型認知症に伴う行動障害、認知障害に対するPDE9阻害剤「E2027」の開発も行っています。

◆	継時的症状変容をターゲットとするプロジェクト

　現在、認知症の診断に用いられるアミロイドPET画像診断や脳脊髄液検査では、
実施可能な施設の不足や、高い侵襲性などが課題になっています。次世代認知症治
療剤が対象とする早期AD患者様では、血液診断などの低侵襲な診断方法の開発が強
く望まれています。

�エーザイは、シスメックス株式会社との共同開発により、血液診断による新たな
認知症の診断方法の可能性を追求しています。シスメックス株式会社の全自動免疫
測定装置HISCLTMにより、これまで困難であった血漿中Aβの測定が可能となり、血
漿中のAβ42/40の比と脳脊髄液中のAβ42/40の比の相関性が確認されました。現
在、アミロイドPET画像を取得している患者様の血液サンプルを用いて、検証しています。開発中の疾患修
飾剤が発売されるまでに実用化できるよう、シスメックス株式会社と全力で取り組んでいます。

新しい診断方法の開発

Eisai Integrated Report 2019

● 脳の維持システムに着目した慶應義塾大学との共同研究
　脳には、Aβなどの異物を貪食・除去する機能、傷ついた神経細胞を修復する機能など、
様々な防御機構が備わっていることが知られています。エーザイでは、防御機構による
脳の維持システムは、認知症の治癒をめざす新たな創薬ターゲットとして重要になると
考えています。このため、慶應義塾大学と認知症イノベーションラボ（EKID）を設立し、
同大学との共同研究を進めています。本共同研究は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED)
の「医療研究開発革新基盤創成事業」の支援によって行われています。

全自動免疫測定装置HISCLＴＭ

「E2511」投与によるシナプス再生

ダメージを受けたニューロン
神経ネットワークの減少

機能性ニューロン

神経ネットワークの再構成

E2511

● シナプス再生剤「E2511」
　神経細胞の軸索の末端はシナプスと呼ばれ、認知症患者様
の脳内ではその機能障害が発生していると考えられています。
このため、エーザイは、シナプス機能を回復し、神経を再活
性化するプロジェクトに取り組んでいます。シナプス再生剤

「E2511」については、現在前臨床試験が進行中です。

● 新たな研究所G2D2での認知症免疫療法に関する研究
　2019年、米国マサチューセッツ州ケンブリッジに、新たな探索研究所
G2D2（Eisai�Center�for�Genetics�Guided�Dementia�Discovery）を設立
しました。AD遺伝子学から、ミクログリア（中枢神経系で免疫機能を持つ細
胞）の免疫機能変調は、ADの高いリスクファクターであることが示唆されて
います。G2D2では、Aβやタウを標的とした創薬のさらに次を見据えた認
知症神経免疫療法にフォーカスした創薬研究に取り組んでいます。 G2D2
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認知症の当事者とそのご家族、地域が抱える課題を解決し、
認知症と共生する社会の基盤を構築するため、様々な活動を展開

　エーザイは、自社創製の認知症治療剤である「アリセプト®」を日本において1999年に発売しました。日本
で初めてのアルツハイマー型認知症治療剤の登場は、認知症の当事者とそのご家族に大きな希望となりまし
た。治療薬が存在していなかった「アリセプト®」発売前と発売当時の状況について、東京大学名誉教授の松
下正明先生は、以下の通り述べておられます。

　しかし、当時の日本は、認知症が「痴呆症」と言われていた時代であり、疾病に対する理解や診断方法は
社会に十分浸透していませんでした。エーザイは「アリセプト®を提供するだけでは、認知症の当事者を取
り巻く環境は何も変わらない」ことを痛感し、その状況を打破するべく、様々な取り組みを行いました。ま
ず、認知症という疾患の認知度を高めるため、市民フォーラムや、ウェブなどによる疾患啓発を繰り返し実
施しました。これまでエーザイが実施した認知症の疾患啓発に関する集会の開催数は、日本では約2,000回、
グローバルでは約1万回に達します。診断に関しても、実地臨床により適合した長谷川式認知症スケールや
MMSE＊のような簡便な診断法の普及に率先的な努力をしてきました。これらの活動が功を奏し、認知症に
対する世の中の認識は大きく変わりました。同時に、エーザイは認知症を取り巻く課題は、医薬品の提供だ
けでは解決できないことも学びました。

東京慈恵会医科大学教授の繁田雅弘先生は、医薬品の提供だけでは解決できない認知症を取り巻く課題に
ついて以下の通り述べておられます。

　大阪大学教授の池田学先生はエーザイの認知症領域への取り組みについて以下の通り述べておられます。

知的資本

～医薬品の提供にとどまらないソリューションの提供～
認知症領域への取り組み社会・関係資本

＊MMSE（Mini Mental State Examination）：認知症などの診断用に1974年に米国で開発された、主に記憶力、計算力、言語力、見当識を測定するための検査

「アリセプト®」に夢を繋いだ
「1960年代からアルツハイマー型認知症の治療にたずさわり、医師として患者に何をしてあ
げることができるかという期待と希望、あるいはそれを裏返した絶望に捉われ、暗澹たる想
いに沈んでいた矢先、「アリセプトⓇ」はこれからの認知症治療に光明を投じた。今でも難攻不
落としかいいようのない認知症という城塞の一部が「アリセプトⓇ」によって崩されてきた。」

「エーザイには日本を代表する企業として、新しい認知症治療薬の開発に真っ向勝負を挑んで
もらいたい。そのうえで、増加の一途をたどる一人暮らしの高齢者が『住み慣れた地域で安全
に安心して暮らし続ける』ことができる手助けをしてもらいたい。健常者もMCI（軽度認知障
害）の人も認知症の人も、より長く安心して暮らせるよう本人の意思を尊重し能動性を担保し
たうえで、様々なリスクを回避できる方策の実現に向けたさらなる取り組みに期待している。」

「私は臨床現場で、認知症になっても自分らしい幸せな人生を送っている本人、家族を何組も
見てきた。認知症になっても損なわれる能力はその人のごく一部の能力です。認知症になっ
たから不幸ということもない。本人や家族の不安や要望に真に応えようとするとき、そこに
は治療薬の存在だけではない、大事なことがある。「アリセプトⓇ」の発売以来、認知症当事者
とともに歩んできたエーザイだからこそ、認知症に真に向き合うことができると期待する。」

東京都健康長寿医療センター理事長
東京大学名誉教授
松下 正明 先生

大阪大学大学院 医学系研究科 精神医学分野教授
池田 学 先生

東京慈恵会医科大学精神医学講座教授
繁田 雅弘 先生



48 49

　「医薬品の提供だけでは、認知症に関わる未だ満
たされていない真のニーズを満たすことはできな
い。」これは、認知症領域において約20年以上にわ
たる疾患啓発活動を通じて、エーザイが学んだこと
です。2016年よりエーザイは、未だ満たされてい
ない患者様やご家族のニーズの充足を実現し、認知
症と共生する社会の基盤を構築することを眼目とし
て、認知症連携協定先などのパートナーの協力のも
と、様々なソリューションを提供する事業に取り組
んでいます。「住み慣れたまちで安心して暮らした

い」と願うすべての方に向けて、認知症に対する理
解促進、早期発見・治療等、認知症の人を地域で支
えるための活動を継続しています。
　2019年3月には、hhcソリューション事業のウェ
ブサイトを開設しました。連携協定先での活動事例
や当社の様々なソリューションについての情報提供
をしています。

　エーザイは、「アリセプト®」の発売をきっかけと
して、自治体や医師会などのご協力のもと、疾患
啓発や情報提供などに取り組んできました。実績の
蓄積を踏まえ、より具体的な取り組みをめざして
2008年より認知症と共生する「まちづくり」を支援
する活動を全国で本格的に開始しました。
　2010年には、全国で初めてとなる「認知症をみん

なで支えるまちづくり協定」を横浜市旭区との間で
締結したのを皮切りに、連携協定締結の動きは全国
各地に拡大しました。2019年7月末現在、全国43
都道府県158カ所の自治体や医師会、薬剤師会等と
の地域連携協定を締結し、認知症の人が安心して暮
らせるまちづくりに向け活動しています。

認知症連携協定先での活動の充実

hhcソリューション事業の展開　−認知症と共生する社会の基盤構築をめざして−

hhcソリューション事業の主な製品

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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エーザイのhhcソリューション事業の紹介サイト
▶	https://hhcs.eisai.jp

多職種連携サービス「ひかりワンチームSP」
　多職種による“ワンチーム”が患者様ごとのケア方針を共有し、同じ視点
でケアに取り組めるよう支援します。

小学生・中高生向け認知症教材
　小学生および中高生を対象に、認知症を正しく理解し、認知症の人の気持ちや接し方について考えるため
の教材を自治体や教育機関、医療、介護関係者などに向けて販売しています。

お出かけ支援ツール「Me-MAMORIO®」(ミマモリオ)
　エーザイがMAMORIO株式会社と提携し発売した近距
離無線通信規格Bluetoothを活用した小型タグです。ス
マートフォンとの間で近距離通信を行うことで、認知症の
方の位置情報を把握することができ、認知症の方の外出
時の不安を軽減します。

服薬支援機器　「eお薬さん®」
　患者様ご自身やご家族、薬剤師、看護師などによる服薬管理をサポートします。また、
離れた場所からでも、患者様の服薬状況を確認することができます。
※本品は医療機器ではありません。



知的資本

●�「レンビマⓇ」　開発の歴史

エーザイは、1987年に抗がん剤研究を開始しま
した。当時の主流の抗がん剤は、がん細胞を直接攻
撃する「殺細胞性の抗がん剤」でした。この種の抗が
ん剤は、副作用のため長期投与が困難であり、また
治療に適した投与量の範囲（therapeutic window）
も非常に狭く、患者様の大きな負担となっていまし
た。これらの欠点を克服しうる期待の薬剤として開
発されたのが、がん細胞が自らの増殖や転移のため、
栄養や酸素の供給を高めようとするのを防ぐ「血管
新生阻害剤」です。

エーザイが最初の血管新生阻害剤の研究を始めた

のは、1991年です。エーザイ筑波研究所の研究者は、
患者様の切なる希望にお応えするため、「HOPE」（希
望）と命名した開発プロジェクトを2000年より開始
しました。

エーザイでは、非臨床で強い活性を示した化合物
を患者様に投与した際にも効果を示すことができる
よう、臨床でのがんの病態により近い非臨床の評価
モデルの構築に着手しました。その結果、試験管内

（in vitro）、生体内（in vivo）の双方においてがん血

管新生因子により血管新生を誘導できる画期的な評
価モデルを作成し、その評価モデルを用いて化合物
をスクリーニングするシステムを確立し、研究を本
格的にスタートしました。

プロジェクト「HOPE」（希望）　患者様視点で新規血管新生阻害剤を開発

「急がば回れ」　臨床を反映する独自の評価モデルを構築

抗がん剤の研究開始

甲状腺がん 1L 単剤療法
腎細胞がん 2L 「エベロリムス」との併用療法               ★ 
肝細胞がん 1L  単剤療法
腎細胞がん 1L 「キイトルーダⓇ」との併用療法              ★ 
子宮内膜がん 2L 「キイトルーダⓇ」との併用療法               ★ 
肝細胞がん 1L「キイトルーダⓇ」との併用療法                 ★ 

1L：ファーストライン　2L：セカンドライン ★米国FDAよりブレイクスルーセラピー指定受領　 　　承認

血管新生阻害剤の研究開始
プロジェクト「HOPE」開始

（日本、米国、欧州、　　　アジア）

（米国、欧州）

（日本、米国、欧州、中国、アジア）

Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A. との戦略的提携に合意
「キイトルーダⓇ」との併用療法の開発が加速

2000年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年1991年1987年
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プロジェクト「HOPE」の開発目標
殺細胞性の抗がん剤の欠点の克服

・副作用が少なく長期投与できる
・広いtherapeutic windowを持つ
・明確な生存期間の延長を実現する
・ 経口投与が可能（患者様の来院や薬剤摂取の負担を軽減）

●24ウェル細胞培養プレートを用いた血管新生の新規�in vitro�評価モデル

ヒト臍帯静脈内皮細胞 ➡

特集　レンビマ®

誕生までの戦略と革新的パートナーシップモデルによる価値最大化の実現



「HOPE」プロジェクトが進展する中、血管新生
は血管内皮増殖因子（VEGF）、線維芽細胞増殖因子

（FGF）、血小板由来増殖因子（PDGF）、肝細胞増殖
因子(HGF) などの複数の「血管新生因子」により、複
雑に調整されていることが明らかとなりました。

このような新たな知見を受け、エーザイは、複数
の血管新生因子により、血管新生に特徴的な現象と
して考えられる内皮細胞の管腔形成を誘導するユ
ニークな in vitroモデルを開発しました。当時、大
手製薬企業がシード化合物を選抜する方法としては、
効率を上げるため、1日に数百に上る数多くの化合
物を評価するハイスループットスクリーニングが主
流でした。しかし、エーザイは、生体内の腫瘍環境
により近いと自負する新規in vitro評価モデルを用
いることに重きを置き、VEGF、FGFおよびHGFの
3因子によりそれぞれ誘導される管腔形成に対する
効果を評価する「ロースループットスクリーニング」
により、化合物を評価しました。この方法では1週
間で3～4化合物しか評価できませんが、辛抱強い
研究の結果、他社が開発していた血管内皮増殖因子
受容体（VEGFR）を阻害する血管新生阻害剤の100
～1000倍という非常に強い活性を持ち、また線維

芽細胞増殖因子受容体（FGFR）も阻害するシード化
合物が見出されました。この結果として誕生したの
が、「レンビマ®」です。

「レンビマ®」は、腫瘍血管（内皮細胞）のVEGFRシ
グナルに対する強力な阻害に加え、それだけでは
抑え切れないFGFRシグナルの亢進した腫瘍血管や
FGF依存性の腫瘍細胞に対しても阻害効果を有しま
す。「レンビマ®」は、これまでのVEGFRキナーゼ阻
害剤では標的になっていなかったFGFRも阻害する
ことにより、幅広い種類のがんに対して抗腫瘍効果
を発揮すると考えられています。

「レンビマ®」の特徴　VEGFRとFGFRの二重阻害

ロースループットスクリーニングで辛抱強く化合物を評価
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●�各血管新生因子による刺激によって誘導された血管新生

●�血管新生に特徴的な現象�
内皮細胞の管腔形成

ロースループットスクリーニング（1回で評価できる化合物が限られる） ハイスループットスクリーニング（1回で多種類の化合物を評価）

刺激なし

FGFによる刺激

VEGFによる刺激

HGFによる刺激

●ロースループットとハイスループットスクリーニング

VEGF FGF FGF

VEGFR FGFR FGFR

レンビマ® レンビマ®阻害

腫瘍血管新生

血管内皮細胞 がん細胞

腫瘍細胞
増殖・生存

阻害
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非臨床試験における「独自の評価モデルの構築」と
「ロースループットなスクリーニング」が「レンビマ®」の誕生につながった

エーザイが血管新生阻害の研究を開始した
1990年代においては、もともと血管の存在しな
いウサギの角膜やニワトリの卵の漿尿膜（しょう
にょうまく）を用いた、がんとはあまり関係のな
い血管新生モデルが一般的でした。しかし私た
ちエーザイの研究員は、できる限り臨床に近い
腫瘍血管新生のin vitroとin vivoの評価モデルが
絶対に必要だとの信念のもと、エーザイ独自の
新規モデルの構築から取り組みました。

In vitroの評価モデル構築には、ヒト由来の血
管内皮細胞が必要でした。市販の細胞は状態が
悪く、血管新生をうまく再現できなかったため、
状態のよい細胞を求めて、毎週のように産婦人
科医院に通いました。先生のご厚意とご提供者
の同意のもとで臍帯を頂き、研究所にて血管内
皮細胞を単離培養することでようやくin vitroモ
デルを構築し、化合物のスクリーニング試験を
実施できるようになりました。

また、in vivoの評価モデル構築では、最初に
血管新生を誘導しないがん細胞を探しました。
次にそのがん細胞に、腫瘍血管新生の重要な因
子であるVEGFとFGFを多く産出するように人工

的な改良を加えたがん細胞を作成し、がん細胞
自身がVEGFとFGFを産生することにより誘導す
る腫瘍血管新生および腫瘍増殖を評価できる独
自の評価モデルを構築しました。

他社では、VEGFRキナーゼ阻害のみにフォー
カスした評価モデルで化合物をハイスループッ
トスクリーニングしていました。一方、エーザ
イのin vitro評価モデルは極めてロースループッ
トでしたが、VEGFおよびFGF誘導による血管新
生の阻害活性を見ながら、活性の強さとバラン
スに注目して化合物をスクリーニングしていま
した。またin vivo評価モデルでは、独自の血管
新生評価モデルに加え、臨床試験の主要評価項
目である生存期間の延長に対する評価を加える
ことで、より確度の高い化合物を選択しました。

時間と手間がかかり大変な苦労がありました
が、より良いものを作りたいというチーム全員
の情熱と努力が、「レンビマ®」というユニークな
新薬の誕生に結実したことを大変嬉しく思って
います。

オンコロジービジネスグループ
トランスレーショナルサイエンス部

バイオマーカーリサーチ室　室長

船橋 泰博

「レンビマ®」は、順調に適応拡大が進んでいます。
最初の適応症である甲状腺がん（単剤療法）、2つ目
の適応症である腎細胞がん（セカンドライン、「エベ
ロリムス」との併用療法）についてグローバルで承認
を取得しています。3つ目の適応症である肝細胞が

ん（単剤療法）では、2018年に日本・米国・欧州・中国・
アジアで同時承認を達成しました。

肝がんはがん関連死亡原因の第4位であり、世界
で年間約78万人が亡くなり、毎年約84万人が肝が
んと診断されています。肝細胞がんは、肝がんに

おいて最も発生頻度が高く、肝がん全体の85～
90％を占めています。現在、肝細胞がんの一次
療法に対して承認されている全身化学療法は限
られており、アンメット・メディカル・ニーズ
が高い疾患の一つです。

肝細胞がんのグローバル承認を契機として、
「レンビマ®」の成長が加速しています。2018年
度の売上収益は、前期比194%の626億円に到達
しました。2019年度は前期比185%の1,160億
円の売上収益を目指します。

肝細胞がんの適応症でグローバル同時承認を達成し、成長が加速

肝細胞がんの適応症
日本・米国・欧州・中国・アジアで同時申請・同時承認を達成

日本
申請：2017年6月23日
承認：2018年3月23日

中国
申請：2017年10月30日
承認：2018年9月4日

韓国
申請：2018年3月6日
承認：2018年8月29日

米国
申請：2017年7月24日
承認：2018年8月15日

欧州
申請：2017年7月24日
承認：2018年8月20日



「レンビマ®」の価値最大化に向けて、2018年3月
にMerck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.（以
下、米メルク社）と「レンビマ®」のグローバルな共同
開発および共同販促を行う戦略的提携に合意しまし
た。本提携に基づき、2018年度には世界の主要国
において両社の共同販促がスタートし、高成長を達
成しました。また、抗PD-1抗体「キイトルーダ®」と
の併用療法に関する共同開発も順調に進行していま
す。2019年7月には、腎細胞がん、子宮内膜がん
に次いで、肝細胞がんの一次治療として米国FDAよ

り、新たにブレイクスルーセラピー指定を受領しま
した。両剤の併用療法に関して共同開発を予定して
いる13本の試験（12本が承認申請用試験）のうち11
本が既に開始されており、残る2本も2019年度中
に開始予定です。

本提携により、「レンビマ®」の患者様貢献の範囲
が飛躍的に広がるとともに、米メルク社との費用折
半によって開発に関わる費用やリスクを低く抑える
ことが可能となりました。

革新的パートナーシップモデルによる価値最大化

「キイトルーダ®」との併用療法  新規適応試験13本
11本を既に開始、残る2本も2019年度中に開始予定

★腎細胞がん 1Ｌ

★肝細胞がん １Ｌ

膀胱がん 1Ｌ 頭頸部がん 1Ｌ

★子宮内膜がん 2Ｌ

メラノーマ １Ｌ

現適応

子宮内膜がん １Ｌ

メラノーマ 2Ｌ

非小細胞肺がん 1Ｌ
非扁平上皮がん

化学療法との併用 PD-L1陽性

2019年度臨床試験開始予定

甲状腺がん 1Ｌ
単剤療法

55カ国以上で承認を取得

★腎細胞がん 2Ｌ
エベロリムスとの併用療法

50カ国以上で承認を取得

肝細胞がん 1Ｌ
単剤療法

50カ国以上で承認を取得

１L：ファーストライン、2L：セカンドライン　　★：米国FDAよりブレイクスルーセラピー指定受領

複数のがん種を対象としたバスケット型試験
 （トリプルネガティブ乳がん、胃がん、卵巣がん、大腸がん、膠芽腫、胆道がん）

頭頸部がん 2Ｌ
2019年度臨床試験開始予定

非小細胞肺がん 1Ｌ 非小細胞肺がん 2Ｌ
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■殺細胞性 T細胞に対するがん細胞の自己防衛 ■腫瘍関連マクロファージの働き

■抗 PD-1 抗体の働き ■「レンビマ®」の働き

PD-L1
PD-L1

がん細胞
がん細胞

がん細胞は、自らを守るため、PD-1とPD-L1の結合を介し、
がん細胞を攻撃する殺細胞性T細胞の働きを抑制

抗PD-1抗体は、PD-1とPD-L1の結合を阻害することで
殺細胞性T細胞へのブレーキを解除し、がん細胞を攻撃

腫瘍関連マクロファージは、がん細胞が自らを守るために
活性化する細胞であり、殺細胞性T細胞の働きを抑制する

「レンビマ®」は、腫瘍関連マクロファージの働きを抑制することで
殺細胞性T細胞を活性化し、がん細胞をより強く攻撃

攻撃が
弱くなる

攻撃が
弱くなる

抗PD-1抗体

殺細胞性
T細胞

殺細胞性
T細胞

殺細胞性
T細胞

腫瘍関連
マクロファージ

働きを
抑制

PD-1 PD-1

PD-L1

がん細胞

抗PD-1抗体
PD-1

殺細胞性
T細胞

PD-L1

がん細胞

PD-1
抗PD-1抗体

働きを抑制

腫瘍関連
マクロファージ

レンビマ®

攻撃 より強く
攻撃

「レンビマ®」の投与によって、免疫活性を抑制する腫瘍関連マクロファージが減少し、がん細胞を攻撃する殺
細胞性T細胞が増加することで、抗PD-1抗体の効果を増強させることが、非臨床研究結果から示唆されています。

●�「レンビマ®」が抗PD-1抗体の効果を増強する主要なメカニズム
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エーザイとKOLとの強い絆が画期的なパートナーシップを生んだ

米メルク社との提携の発端は、2015年3月に合
意した研究提携に遡ります。この合意に基づき、「レ
ンビマ®」と「キイトルーダ ®」との併用療法による複
数のがん種を対象とした111試験（フェーズⅠb/Ⅱ試
験）を両社で実施してきました。111試験はまだ進
行中ですが、現時点では対象の6種類のがん（腎細
胞がん、子宮内膜がん、頭頸部がん、尿路上皮がん、
非小細胞肺がん、メラノーマ）の全てにおいて各単
剤療法を上回る顕著な抗腫瘍活性を示唆していま
す。この111試験の中間解析結果は、米メルク社
に驚きをもって受け止められ、2018年3月の画期
的な両社の戦略提携の締結に至りました。

エーザイの研究者は、「レンビマ®」の作用メカニ

ズムから、「レンビマ®」が抗PD-1抗体の効果を増
強する可能性について強い自信を持っていました。
しかし、米メルク社は、「キイトルーダ ®」に関して他
の数多くの薬剤との併用試験を実施しており、「レ
ンビマ®」だけに可能性を感じているわけではありま
せんでした。私の個人的な感想ですが、111試験
が米メルク社の当初の期待を上回る結果を生んだ
のは、実臨床を通じて「レンビマ®」の可能性を十
分にご理解いただいた2人のKOL (Key Opinion 
Leader）の存在が大きかったと考えています。

執行役 　オンコロジービジネスグループ
チーフメディスンクリエーションオフィサー

（兼）チーフディスカバリーオフィサー

大和 隆志

＊1 第54回米国臨床腫瘍学会（American Society of Clinical Oncology）にて発表、データカットオフ：2017年12月1日（腎細胞がん、頭頸部がん）、 2017年12月15日（子宮内膜がん）
＊2 第33回がん免疫学会年次総会（Society of Immunotherapy of Cancer）にて発表、データカットオフ 2018年3月1日

40

■ 腎細胞がん＊1

■ 頭頸部がん＊1 
■ 子宮内膜がん＊1

■ 非小細胞肺がん＊2

■ メラノーマ＊2 
■ 尿路上皮がん＊2
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6がん種を対象とした111試験の中間解析結果

最大総額57.6億米ドル（約6,110億円＊）
▶ 一時金：合計9.5億米ドル（約1,010億円）

・契約一時金：3億米ドル（約320億円）（2018年3月に受領）
・特定のオプション権に対する一時金 :6.5億米ドル（約690億円）

2018年度に3.25億米ドルを受領。2019年度に2億米ドル、2020年度に1.25億米ドルの受領を予定。
▶ 研究開発費の償還：4.5億米ドル（約480億円）

・�2018年3月に4.5億米ドルを受領し、預り金に計上�
「レンビマⓇ」に係る当社グループが負担する研究開発費が発生する都度、 
当該預り金を取り崩し、研究開発費の戻入処理を実施

▶ マイルストンペイメント：最大総額43.6億米ドル（約4,620億円）
・開発マイルストン：�最大3.85億米ドル（約410億円）�

肝細胞がん、腎細胞がん等の承認取得時 
2018年度に2.25億米ドルを受領

・販売マイルストン：�最大39.7億米ドル（約4,210億円）�
2018年度に0.5億米ドルを受領 
2019年度に複数の販売マイルストンの受領を見込む＊1ドル=106円換算

●米メルク社との提携に係る受領金
　本提携は当社の財務に対して中長期的に良好なインパクトをもたらします。



当社の優れた有機合成化学力を裏づける自社創製
の微小管ダイナミクス阻害剤「ハラヴェン®」は、海洋
生物クロイソカイメンから抽出、同定された強力な抗
腫瘍物質であるハリコンドリンBを基にして開発されま
した。現在、この画期的な製品である「ハラヴェン®」
のアセットを活かした新たな薬剤の開発が進行してい
ます。

中分子医薬品である「E7130」は、ハーバード大学
と当社の有機合成化学力の粋を集めて創製したハリ
コンドリンの全合成由来の化合物であり、固形がんを
対象としたフェーズⅠ試験が進行中です。

バイオロジクス（抗体医薬品）では、エーザイ初の
抗体薬物複合体（ADC）である「MORAb-202」につ
いて、フェーズⅠ試験が進行中です。ADCとは、抗
体医薬品と低分子医薬品（ペイロード）を適切なリン

カーを介して化学結合した次世代抗体医薬品です。
「MORAb-202」は、当社の抗体医薬品の「ファルレ
ツズマブ」と、がん微小環境に作用する「エリブリン」

（「ハラヴェン®」）を結合したエーザイならではのADC
です。「MORAb-202」は、トリプルネガティブ乳がん
とそのがん微小環境に対してより効果的に作用し、強
力な抗腫瘍活性を発揮することが示されました。

精密医療につながる次世代抗がん剤の開発を行
う米国研究子会社H3 Biomedicine, Inc.において
も新薬の開発が進んでいます。スプライシングモジュ
レーター「H3B-8800」、FGFR4阻害剤「H3B-6527」
についてはフェーズⅠ試験、ERα阻害剤「H3B-6545」
についてはフェーズⅠ/Ⅱ試験が進行中です。また、H3 
Biomedicineは、2018年12月、H3 Biomedicineの
RNAスプライシングプラットフォームを用いた新規治
療法の開発について、ブリストル・マイヤーズ スクイブ
社と共同研究契約を締結しました。

「レンビマ®」に続くパイプライン　グローバルなプロダクト創製力

分子量：826
不斉炭素：19個
全合成工程数：64工程

医薬品として最適化

「ハラヴェン®」
（一般名：エリブリン）
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●�「ハラヴェン®」の発明・発見の経緯

●エーザイ初の抗体薬物複合体（ADC）�「MORAb-202」
臨床開発進行中の自社創製抗体「ファルレツズマブ」と現代
有機合成化学の傑作である「エリブリン（ハラヴェンⓇ）」の組
み合わせによるADC
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1人目は、世界的なKOLです。他社のチロシンキ
ナーゼ阻害剤と異なる特徴を有する「レンビマ®」
にいち早く注目し、腎細胞がんに対する「レンビ
マ®」とエベロリムスとの併用療法を提案していた
だいた経緯があります。「レンビマ®」と免疫チェッ
クポイント阻害剤との併用についても、大変興味
を持っていただき、米メルク社との併用療法に関
する交渉においても、献身的にサポートをしてく
れました。

2人目は新進気鋭の若手KOLです。「レンビマ ®」
の甲状腺がんに対する単剤療法の臨床試験をリー
ドされ、臨床試験における使用実績から、「レン
ビマ ®」の潜在能力を肌で感じておられました。有
難いことに、「多種類のがんについて検討したほう

がよい」と米メルク社にもご提案いただきました。
実は、111試験の当初の計画では、がんの種類
を限定するという案もありました。結果として、最
初から6種類のがんを対象として実施できたのは、
このKOLの提案のおかげだと思います。111試験
を6種類のがんで実施できていなければ、戦略提
携の締結には至らなかったのではないかと私は考
えています。

米メルク社との戦略的提携は、多くの幸運に恵
まれて実現しました。しかし、「レンビマ®」の潜在
能力を最大限に引き出した当社研究者の努力に加
え、その潜在能力をベースにして生まれたエーザ
イとKOLの強い絆があったからこそ、画期的なパー
トナーシップとして結実したのだと思っています。

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料



■EMＥA（欧州、中東、アフリカ、ロシア、オセアニア） ■日本

■中国
■アジア・ラテンアメリカ

（韓国、台湾、インド、ASEAN、中南米など）

欧州ナレッジセンター（英国、ハットフィールド）
●探索・臨床研究 ●製剤・包装

ナレッジセンターインド（インド、バイザッグ）
●開発研究 ●原薬・製剤・包装

蘇州工場（中国）
●製剤・包装

川島工園（岐阜）
●開発研究
●製剤・包装

鹿島事業所（茨城）
●開発研究
●原薬

筑波研究所（茨城）
●探索・開発研究

エクストン・サイト＊2

（米国、ペンシルバニア州エクストン）
●探索研究（EPAT:
　Epochal Precision Anti-Cancer 
　Therapeutics）・開発研究

ボルチモア工場（米国）
●製剤・包装（ウェハーのみ）

エーザイクリニカル
リサーチシンガポール
●臨床研究

福島事業所（EAファーマ）
●製剤・包装

カン研究所（兵庫）
●探索研究

小石川ナレッジセンター（東京）
●臨床研究
EAファーマ創薬研究所（神奈川）
●探索・開発研究
EAファーマ（東京）
●臨床研究

ボゴール工場（インドネシア）
●製剤・包装

本渓工場（中国）
●原薬
　（生薬のみ）
　・製剤・包装Eisai China Inc.

（中国、北京・上海）
●臨床研究

●創薬拠点　●生産拠点　

■アメリカス（北米）

H3 Biomedicine Inc.
（米国、マサチューセッツ州ケンブリッジ）
●探索研究

Eisai Center for Genetics Guided 
Dementia Discovery (G2D2）

（米国、マサチューセッツ州
ケンブリッジ）
●探索研究

Eisai Inc.
（米国、ニュージャージー州
ウッドクリフレイク）
●臨床研究

日本 
約940人

（約54％）

中国
約20人

（約1％） EMEA
約100人
（約6％）

アジア・ラテンアメリカ
約60人
（約3％）

アメリカス
約610人

（約35％）

研究開発部門
従業員数
約1,730人

日本 
4,888人

（46％）

中国
2,069人

（19％）

EMEA
1,046人

（10％）

アジア・
ラテンアメリカ
1,419人

（13％）

アメリカス
1,261人

（12％）

連結
従業員数
10,683人

日本 
約1,530人

（約37％）

中国
約1,200人

（約29％）

EMEA
約370人

（約9％）

アジア・
ラテンアメリカ
約730人

（約18％）

アメリカス
約260人

（約6％）

MR数
約4,090人

日本 
約510人

（約34％）

中国
約490人

（約32％）

アジア・
ラテンアメリカ
約340人

（約22％）

アメリカス
約90人

（約6％）

生産部門
従業員数
約1,520人

従業員数＊1

日本 
3,011億円

（47％）

中国
663 億円

（10％）

EMEA
498 億円

（8％）

その他事業
791億円

（12％）

アジア・
ラテンアメリカ
487億円

（8％）

アジア・
ラテンアメリカ
153億円

（5％）

アメリカス
979 億円

（15％）

連結売上収益
6,428 億円

2018年度 セグメント売上収益

日本 
1,047億円

（37％）

中国
244億円

（9％）

アメリカス
463億円

（16％）

セグメント利益計
2,814 億円

2018年度　セグメント利益

研究開発部門　従業員数＊1

生産部門　従業員数＊1

MR数＊1

EMEA
約90人（約6％）

EMEA
197億円

（7％）

その他事業
708億円

（25％）
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　エーザイは、長年にわたり自社でグローバルに事業を展開し、経験知を蓄積してきました。エーザイの海外展開の
歴史は、東南アジアで現地法人を設立した1960年代後半に遡ります。1980年代から1990年代前半には、日米欧に
おいて研究開発三極体制を構築しました。1990年代から2010年代前半には、アルツハイマー型認知症治療剤「アリ
セプトⓇ」、プロトンポンプ阻害剤「パリエットⓇ」の拡大に伴い、海外主要国で医薬品販売会社を設立しました。
　自社でグローバルに事業を展開することは常に困難を伴いますが、その困難を乗り越えて経験知を蓄積し、将来の
成長に活かすことが重要であると当社は考えています。このような経験知の蓄積を通じて、エーザイは日本・米国・
欧州・中国・アジアにおいて確固たるビジネス基盤を構築するに至っています。

グローバルな事業展開知的資本 人的資本 製造資本



■EMＥA（欧州、中東、アフリカ、ロシア、オセアニア） ■日本

■中国
■アジア・ラテンアメリカ

（韓国、台湾、インド、ASEAN、中南米など）

欧州ナレッジセンター（英国、ハットフィールド）
●探索・臨床研究 ●製剤・包装

ナレッジセンターインド（インド、バイザッグ）
●開発研究 ●原薬・製剤・包装

蘇州工場（中国）
●製剤・包装

川島工園（岐阜）
●開発研究
●製剤・包装

鹿島事業所（茨城）
●開発研究
●原薬

筑波研究所（茨城）
●探索・開発研究

エクストン・サイト＊2

（米国、ペンシルバニア州エクストン）
●探索研究（EPAT:
　Epochal Precision Anti-Cancer 
　Therapeutics）・開発研究

ボルチモア工場（米国）
●製剤・包装（ウェハーのみ）

エーザイクリニカル
リサーチシンガポール
●臨床研究

福島事業所（EAファーマ）
●製剤・包装

カン研究所（兵庫）
●探索研究

小石川ナレッジセンター（東京）
●臨床研究
EAファーマ創薬研究所（神奈川）
●探索・開発研究
EAファーマ（東京）
●臨床研究

ボゴール工場（インドネシア）
●製剤・包装

本渓工場（中国）
●原薬
　（生薬のみ）
　・製剤・包装Eisai China Inc.

（中国、北京・上海）
●臨床研究

●創薬拠点　●生産拠点　

■アメリカス（北米）

H3 Biomedicine Inc.
（米国、マサチューセッツ州ケンブリッジ）
●探索研究

Eisai Center for Genetics Guided 
Dementia Discovery (G2D2）

（米国、マサチューセッツ州
ケンブリッジ）
●探索研究

Eisai Inc.
（米国、ニュージャージー州
ウッドクリフレイク）
●臨床研究

日本 
約940人

（約54％）

中国
約20人

（約1％） EMEA
約100人
（約6％）

アジア・ラテンアメリカ
約60人
（約3％）

アメリカス
約610人

（約35％）

研究開発部門
従業員数
約1,730人

日本 
4,888人

（46％）

中国
2,069人

（19％）

EMEA
1,046人

（10％）

アジア・
ラテンアメリカ
1,419人

（13％）

アメリカス
1,261人

（12％）

連結
従業員数
10,683人

日本 
約1,530人

（約37％）

中国
約1,200人

（約29％）

EMEA
約370人

（約9％）

アジア・
ラテンアメリカ
約730人

（約18％）

アメリカス
約260人

（約6％）

MR数
約4,090人

日本 
約510人

（約34％）

中国
約490人

（約32％）

アジア・
ラテンアメリカ
約340人

（約22％）

アメリカス
約90人

（約6％）

生産部門
従業員数
約1,520人

従業員数＊1

日本 
3,011億円

（47％）

中国
663 億円

（10％）

EMEA
498 億円

（8％）

その他事業
791億円

（12％）

アジア・
ラテンアメリカ
487億円

（8％）

アジア・
ラテンアメリカ
153億円

（5％）

アメリカス
979 億円

（15％）

連結売上収益
6,428 億円

2018年度 セグメント売上収益

日本 
1,047億円

（37％）

中国
244億円

（9％）

アメリカス
463億円

（16％）

セグメント利益計
2,814 億円

2018年度　セグメント利益

研究開発部門　従業員数＊1

生産部門　従業員数＊1

MR数＊1

EMEA
約90人（約6％）

EMEA
197億円

（7％）

その他事業
708億円

（25％）
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＊1  2019年3月末の人数。従業員数には就業人員数（当社グループからグループ外の出向者を除き、グループ外から当社グループへの 
出向者を含む）を記載しています。正社員のみ計上しています（派遣社員等は含めておりません）。

＊2  2019年1月1日より、Eisai Inc.がモルフォテックを吸収合併し、エクストン・サイトとして事業活動を行っています。

グローバルな事業展開



A : 寺内　　最大の強みは、患者様貢献に対する研
究員の強い使命感であると私は考えます。エーザイで
は、hhc理念のもと、アンメットニーズが極めて高い
認知症治療剤創出に使命感を持って挑戦し続ける研究
姿勢が、「アリセプト®」創製を原点として脈々と受け継

がれています。脳は非常に高度な機能を有しており、
未だ解明されていないことが多く、ターゲットの選定や
薬剤の評価方法などが難しいため、どの会社も次世
代認知症治療剤の開発成功に至っておりません。自社
創製のアルツハイマー型認知症治療剤「アリセプト®」は

知的資本

Q :  認知症領域の創薬に長年携わってきたお二人にお聞きします。 
エーザイの創薬研究の強みは何だと思いますか？

寺内 太朗 （左から1人目）
1997年　エーザイ入社 筑波探索研究所 ケミストリーユニット2
2013年　 エーザイプロダクトクリエーションシステムズ(EPCS) ニューロサイエンス＆ジェネラルメディスン創薬ユニット グローバル探索研究部 ケミストリー

グループ グループ長
2016年　 ニューロロジービジネスグループ(NBG) メディスンクリエーション ディスカバリー ニューロロジー筑波研究部 メディシナルケミストリーグループ 

グループ長
2018年　NBG メディスンクリエーション ディスカバリー ニューロロジー筑波研究部 部長（現職）

小川 智雄 （左から2人目）
1988年　エーザイ入社 研究開発本部 開発部 三室
2005年　臨床研究センター 推進部 重点領域グループ 統括課長
2010年　EPCS ニューロサイエンス創薬ユニット 臨床開発部 日本臨床室 室長
2011年　EPCS ジャパン/アジアクリニカルリサーチ創薬ユニット 臨床開発ニューロサイエンス室 室長
2016年　NBG メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨床開発部 副部長 兼 NBG ニューロロジー開発グループ グループ長
2017年　NBG メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨床開発部 部長（理事職）（現職）

松嶋 知広 （右から2人目）
1994年　エーザイ入社 研究開発本部 探索第三研究部 合成
2010年　EPCS オンコロジー創薬ユニット グローバル探索研究部 グローバルケミストリー研究部 筑波ケミストリー研究室 室長
2016年　オンコロジービジネスグループ(OBG) メディスンクリエーション ディスカバリー オンコロジー筑波研究部 部長
2018年　OBG デピュティチーフディスカバリーオフィサー 兼 OBG 社外共同研究室 室長（現職）

鶴岡 明彦 （右から1人目）
1990年　エーザイ入社 研究開発本部 探索第二研究部 一室
2008年　創薬第二研究所 合成グループ グループ長
2009年　EPCS オンコロジー創薬ユニット 探索研究部 筑波研究部 部長 兼 ケミストリー室 室長
2010年　EPCS オンコロジー創薬ユニット グローバル探索研究部 グローバルケミストリー研究部 部長
2016年　OBG メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨床開発部 オンコロジー開発グループ グループ長
2017年　 OBG メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨床開発部 部長 兼 OBG 日本・アジアプランニング＆プロジェクトマネジメントグループ 

グループ長 
2018年　OBG メディスンクリエーション クリニカル 日本・アジア臨床開発部 部長（理事職）（現職）
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グローバルな事業展開 創薬活動

研究員の強い使命感、長年にわたり蓄積された豊富な経験知に基づき、
選択と集中により画期的なイノベーションの創出をめざす



症状改善治療に貢献してきましたが、根本治療を実現
する薬剤ではありません。エーザイの研究者は、患者
様と時間をともに過ごす「共同化」を積極的に実施する
中で、患者様の真のニーズを充足するには疾患のより
根本的な治療を実現していかなければならないことを
痛感してきました。一日でも早く認知症患者様に新薬
をお届けしたいと研究者が日々努力してきた結果、認
知症領域での創薬活動の経験知が蓄積され、業界屈
指の豊富なパイプラインを有するに至ったと思います。
私達の部署では、シナプス再生剤「E2511」という薬
剤の探索研究を行っています。本薬剤は、ダメージを
受けた神経機能を再生することで疾患回復を促すこと
が期待されており、より根本的な治療法を患者様に提
供できると信じています。非常に革新的なコンセプトで
あるが故に、探索研究では当初想定していた効果が出
ないなど多くの困難が伴いました。幾度もプロジェクト
終了の危機に直面しましたが、患者様の真のニーズに

応えるという研究員の使命感のもと、あきらめずに挑
戦を続けた結果、10年の探索研究を経て臨床開発品
創出に至っています。
A : 小川　　私は現在、神経領域の臨床開発に携わっ
ていますが、より良い開発手法を追求し続けてきたこ
とがエーザイの臨床開発研究の強みだと思います。認
知症に関する臨床研究手法は未知な部分が多く、そこ
に新たな明かりを灯し続けてきたのがエーザイだと考
えています。評価指標が確立されていなかった1990
年代において、当時の医師による主観的評価からより
客観的な評価の探索を行いました。世界標準の認知
機能評価スケールであるADAS-cogを国内で初めて治
験で導入し、評価の統一のために治験担当医師を対象
とした研修を実施しました。また適切な患者様選定の
工夫など、社内でオペレーションを実施しながらノウハ
ウを積み上げてきました。また最近では、「BAN2401」
のフェーズⅡ試験において、至適用量を早期に決定す
るため、ベイジアンアダプティブデザインを活用し、さ
らに早期アルツハイマー病の臨床症状の変化や記憶力
の変化を感度良くとらえるため、エーザイ独自の評価
指標であるADCOMSを開発し、「BAN2401」の薬効
判定に活用しました。このような患者様貢献を追求す
る行動の根幹は、以前から取り組んでいるhhc活動に
より醸成された社員の想いであると考えています。

A : 松嶋　　私はがん領域の合成研究員として探索
研究に長年携わっていますが、エーザイの創薬の強
みは、エーザイ内の海外の研究所との垣根の低さだ
と考えています。各研究所間のコミュニケーション
は日常的に行われており、意思決定を含むグローバ
ル会議も頻繁に行われていて、まるで隣の部署とい
う感覚です。英語でのコミュニケーションについて
は、プロジェクトを進めるなかで培われた深い信頼
関係をベースに行われています。また、グローバル

Q : がん領域の創薬に長年携わってきたお二人は、エーザイの創薬研究の強みは何だと思いますか？

H3 Biomedicineにて開催されたESAB

 至適用量のデータをより効率的に取得するため、頻繁に中間解析を実施し、コンピュータ
による予測で安全かつ有効性が期待できる投与量に患者様をより多く割り振る

●ベイジアンアダプティブデザインのイメージ図�（「BAN2401」の場合）

患
者
様
数
の
比
率

各実薬群では
用法・用量が異なる

プラセボ群

実薬群1

実薬群2

実薬群3

実薬群4

実薬群5

試験期間
中間解析
1回目
196例

中間解析
2回目
250例

50例ごとに中間解析実施

有効性・
安全性の
高い群

早期AD患者様の
臨床症状の経過
を、より感度高く
判定できる
ADコンポジット
スコア
（ADCOMS*）
を開発し、評価

＊Alzheimer’s Disease Composite Score

「E2511」投与によるシナプス再生

ダメージを受けたニューロン
神経ネットワークの減少

機能性ニューロン

神経ネットワークの再構成

E2511
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研究サイトのリーダー達が一堂に会する機会とし
てESAB（Eisai Scientific Advisory Board）があり、
社外の超一流科学者によるサイエンスに関する徹底
的な客観評価を受けることでエーザイの研究開発の
方向性を点検しています。
A : 鶴岡　　私は現在、がん領域の臨床開発の任務
を担っていますが、もともとはがん領域の探索研究
の合成研究員でした。この幅広い経験を通して私は、
エーザイの創薬研究の強みは、IPT (International 
Project Team)を中心とした、グローバルと各地
域の双方に対するきめ細かい臨床開発の推進だと考
えます。エーザイは日本、米国、欧州、中国、アジ

アに臨床開発の拠点を擁しており、新薬のグローバ
ル開発を推進する体制が整備されています。また、
概ね臨床導入の時点からIPTが結成されます。IPT 
leaderと探索研究、開発研究、臨床研究などの各ファ
ンクションのleadが選抜され、臨床開発の初期段階
から全世界での承認申請・承認取得を目指して臨床
試験計画に基づき治験が開始されます。その際に、
このIPTが中心となり、薬剤の適応症に対する個々
の開発戦略、地域ごとに異なる薬事戦略などを策定
します。これらの戦略は、治療環境や競合状況の変
化などによりタイムリーにアップデートされ、臨床
開発に活かされます。

A : 寺内　　選択と集中が不十分であったことが最大
の原因であると考えます。過去のエーザイの創薬研
究は多様な患者様貢献をアグレッシブに追求した結
果、認知症やがん以外に糖尿病や炎症性疾患、血栓症、
疼痛など、ターゲットとする疾患領域が多岐にわたっ
ており、またプロジェクトの優先順位付けも明確で
はなく、リソースが分散していました。この真摯な反
省に基づき、当社は競合優位性が発揮できる神経領
域とがん領域への選択と集中を行っており、現在の
体制は円滑に機能していると思います。私が携わっ
ている神経領域においても、自分たちの最大の強み
である認知症領域に特にリソースを集中することで、
認知症病態仮説に対して多様な創薬コンセプトでア
プローチすることができています。
　また、実際に人の疾患発症・進行に影響する可能
性のある生体内分子や遺伝子との関連性から創薬標
的の妥当性を検証するヒューマンバイオロジーの観
点が十分でなかったことも、新薬創出が停滞した原
因として考えられます。しかしながら、その後に多く
の経験を積んだことで、現在はヒューマンバイオロ
ジーの観点から創薬標的・コンセプトの妥当性を十
分に検証した上で各プロジェクトを進めることが出

来ていると思います。
A : 松嶋　　新薬を創出できなかった約10年間の「悔
しい期間」は、概ね1990年ごろから2000年ごろまで
に実施された探索研究からのアウトプットが、新薬と
して発売されるタイミングになるかと思います。この
時期は、サイエンスが大きく進展した時期でもあり、
抗がん剤の新たな標的分子が発見・提案され、世界
の各社が競って、それらに対する薬剤候補を探索し
ました。一方でそれらの多くは今から振り返ると、薬
効のみを追求しすぎていたように思います。薬効が
強い化合物であっても、溶解性や代謝安定性など薬
剤として具備すべき要件が不足していれば、新薬の
創出には繋がりません。エーザイは、「ハラヴェン®」
のような非常に複雑な構造を有する化合物を、具備
すべきプロファイルを持った薬剤として開発した経験
を活かして、製造しやすく、患者様も服用しやすい薬
剤の開発を進めています。

Q :  エーザイでは、1999年の「パリエット®」の発売から2010年の「ハラヴェン®」の発売まで、 
10年以上新薬を患者様にお届けすることができませんでした。 
何故この「悔しい期間」が発生してしまったと考えますか？
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●主な自社創製品の発売年

1997年

アリセプト®

1999年

パリエット®

2010年10年以上の悔しい期間

ハラヴェン®

2012年

フィコンパ®

2015年

レンビマ®



A : 寺内　　世界的な高齢化進展に伴い、認知症治
療・予防のニーズは益々高まるばかりです。現在、
臨床開発中の「BAN2401」や「エレンベセスタット」な
どAβ仮説に基づいた薬剤に続く新たな認知症治療
薬として、タウやシナプス微小環境あるいは神経炎
症仮説などに着眼した創薬プロジェクトを組織一丸
となって進めていきます。これらの薬剤を成功裏に
開発することで、予防・先制医療から後期治療まで、
認知症全ステージに対して治療薬を充実させていき
たいと思います。多様なコンセプトによる薬剤を揃え
ることで、併用による新たな価値創出も期待できま
す。また、認知症とてんかん、あるいは睡眠障害は
密接な関係性があることが示唆されています。「フィ
コンパ®」や「レンボレキサント」の創薬で築いてきた研
究基盤・経験を強みとし、シナジーの発揮できる創
薬を進めていきます。
A : 小川　　神経領域においては、これまで培ってき
た知見を活かし、臨床試験の期間短縮、および成功
確率向上を追求していきます。そのために、開発早
期段階からバイオマーカーを活用するなど、イノベー
ティブな試験デザインを策定してベストな新薬開発
戦略をグローバルメンバーで推進していきます。特
に認知症においては、「アリセプト®」の適応である軽
度から高度のアルツハイマー型認知症、またレビー
小体型認知症などに対して豊富な臨床開発経験に基
づくノウハウを有しています。日本企業としてグロー
バル臨床試験における日本の貢献は量、質いずれの
面でも高いと自負しています。最近ではアジアの中で
も中国での開発を強化しており、継続的な患者様貢
献を果たしていきます。

A : 鶴岡　　私が携わっている抗がん剤の臨床開発に
おいては、日米欧中の4極で同時期での承認申請を常
にめざしていきたいと思います。これまでは、日本の
臨床開発は欧米に遅れることが多くありました。また、
グローバル試験の中で中国の患者数を規定数登録す
ることは困難であったため、通常の中国申請用の臨床
試験はグローバル試験とは別に実施されていました。
しかし、当社は数々の困難を克服し、「レンビマ®」の
肝細胞がん適応で4極同時申請を達成しました。今後
も4極同時申請の継続をめざします。
　現在、我々は複数のプロジェクトにおいてFirst in 
Human試験（被験薬をヒトに対して世界で初めて投
与するフェーズⅠ試験）を日本で実施しています。こ
れは4極同時申請・同時承認をめざす上では大変意義
があり、エーザイの強みの1つと考えています。エー
ザイのホームグラウンドはまさに日本であり、国内で
抗がん剤開発を懸命に行っているエーザイに対して、
日本の先生方は、厳しくも温かく私たちを指導してく
ださります。
　また、臨床研究が成功するためには、right target

（正しい標的）、right patient（適切な患者）、right 
dose（至適用量）、right timing（至適時期）、right 
evaluation（適した評価項目）が大切と言われていま
す。今後は、AI(artificial intelligence：人工知能)な
どを駆使して、より客観的、より精緻に創薬を進め
ることも一つの方向性になっていくのではないかと思
います。
　過去の悔しい期間を糧として今があると感じてい
ます。今後も反省とチャレンジすることを忘れずに常
に新しい臨床開発の手法を取り入れ、開発期間の短
縮と高質なデータ取得により一日も早く患者様にお
薬をお届けすることが使命です。

Q : エーザイの創薬研究の今後の方針についてお聞かせください。
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日本

アメリカス（北米）

　エーザイは、各リージョンにおいて、地域の特性に沿ったマーケティング活動を展開しています。本項では、
各リージョンの10年間の売上収益の推移をご紹介します。

　日本では、アルツハイマー型認知症治療薬「ア
リセプト®」とプロトンポンプ阻害剤「パリエット®」
の拡大により、2011年度にピークセールスを
達成しました。しかし、これら２製品の独占販売
期間満了（「パリエット®」2010年、「アリセプト®」
2011年）に伴い、売上収益は減少しました。ジェ
ネリック医薬品の急速な市場への浸透、2年毎に
実施されてきた薬価改定も減収の大きな要因と
なりました。
　一方、自社創製の抗がん剤「レンビマ®」、「ハラ
ヴェン®」、ヒト型抗ヒトＴＮＦαモノクローナル抗体

「ヒュミラ®」、疼痛治療剤「リリカ®」などの新薬の
拡大等により、2016年度から3期連続の増収を
達成しました。
　2019年度は、ジェネリック医薬品事業の譲渡
や薬価改定により減収が見込まれていますが、「レ
ンビマ®」等の新薬のさらなる拡大をめざします。

　世界最大の医薬品市場である米国では、2010
年の「アリセプト®」の独占販売期間満了を契機
とし、売上収益は大きく減少しました。また、
2013年の「AcipHex®」（パリエット®の米国での
販売名）の独占販売期間満了、2018年6月におけ
る制吐剤「Aloxi®」の販売権返還も、大きな減収
の要因となりました。一方、抗がん剤「ハラヴェ
ン®」や抗てんかん剤「フィコンパ®」は堅調な拡大
が続いています。また、2018年度においては、
肝細胞がんの適応追加を契機とし、抗がん剤「レ
ンビマ®」の売上収益が急伸拡大しました。
　2019年度は、「レンビマ®」のさらなる拡大を
通じて、増収をめざします。
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人的資本

グローバルな事業展開 マーケティング活動
各リージョンにおける10年間の売上収益の推移

（億円）
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■アリセプト®　■パリエット®　■レンビマ®　■ハラヴェン®　■フィコンパ®

■ヒュミラ®　■リリカ®　■その他　■一般用医薬品等　■ジェネリック医薬品等
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2011
年度

2012
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2013
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2014
年度
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年度

2016
年度

2017
年度

2018
年度

2019
年度予想

2,720

3,0112,9622,911

＊2019年度予想においては、「リリカⓇ」の売上収益は開示していません。
＊ジェネリック医薬品事業は、2019年4月1日に日医工株式会社に譲渡しました。
＊ 2019年度の新報告セグメントにおいて、日本医薬品事業から一般医薬品等事業を

分離していますが、本項では2018年度の報告セグメントに基づいて記載しています（日
本医薬品事業に一般医薬品等事業を含めています）。
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1,3501,350

979
1,1391,165

「レンビマ®」の急伸拡大
品目構成の大幅な転換

3期連続の増収



中国

その他事業
　その他事業は、親会社のライセンス収入及び医薬
品原料などに係る事業です。2017〜2018年度の売
上収益には、抗がん剤「レンビマ®」に関するMerck & 
Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.との戦略的提携
に伴う受領金が含まれています（2017年度345億円、
2018年度655億円）。2019年度には、「レンビマ®」
の売上収益拡大に伴い、受領金のさらなる拡大を予
定しています。

　中国事業では、既にジェネリック医薬品が発売さ
れている末梢性神経障害治療剤「メチコバール®」や

「アリセプト®」等が成長を続けてきました。加えて、
2018年度は11月に「レンビマ®」を発売し、５カ月で
売上収益31億円を達成しました。

 中国では制度改革により、新薬承認プロセスの迅
速化が進んでいますが、一方でジェネリック医薬品の
さらなる拡大が見込まれています。2019年度におい
ては、「レンビマ®」の拡大を図りながら、他の製品の
売上を維持・拡大し、9期連続の二桁成長（現地通貨
ベース）の達成をめざします。
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EMEA（欧州、中東、アフリカ、オセアニア）
　2012年の「アリセプト®」、「パリエット®」2剤の独占
販売期間満了後は大幅な減収となりました。しかし、

「ハラヴェン®」、「フィコンパ®」、「レンビマ®」の拡大
により、増収傾向が続いています。また、抗てんか
ん剤３剤（「ゾネグラン®」、「ゼビニクス®」、「イノベ
ロン®」）も増収に貢献しています。
　2019年度は、「レンビマ®」のさらなる拡大を契機
とし、過去最高の売上収益510億円の達成をめざし
ます。

（億円）
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＊ 2019年度予想においては、「ハラヴェンⓇ」「フィコンパⓇ」「レンビマⓇ」以外の製品の
売上収益は開示していません。
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493

700

＊2019年度予想においては、「レンビマⓇ」以外の製品の売上収益は開示していません。

9期連続の二桁成長
（現地通貨ベース）
の達成をめざす

アジア・ラテンアメリカ（韓国、台湾、香港、インド、アセアン、中南米等）
　アジアでは、各国の経済発展に伴う医薬品市場の拡
大に伴い、当社の事業も成長を続けています。既にジェ
ネリック医薬品が発売されている「アリセプト®」、「パリ
エット®」、「メチコバール®」の安定的成長に加え、「ヒュ
ミラ®」の拡大が続いてきました。ラテンアメリカにお
いては、2017年にライセンス契約を締結したGrupo 
Biotoscanaとのパートナーシップを通じて、エーザイ
製品の普及拡大をめざしています。
　2019年度は、台湾における「ヒュミラ®」の販売権の返
還（2019年8月）の影響により、一時的な成長の鈍化が
予想されますが、今後の成長を支える「レンビマ®」、「ハ
ラヴェン®」、「フィコンパ®」の拡大に注力していきます。
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上収益は開示していません。



A : 私は、エーザイに2012年に入社しました。エー
ザイ入社以前は、米国系医薬品会社を中心に主に
セールスとマーケティングの分野で20年近くの経
験を積んできました。
　私の座右の銘は、“Never give up”（決して諦め
ない）です。いかに状況が困難であろうとも、強い
決意を持って、またチーム全体の力を引き出すこと

によって、高い目標を達成することを強く意識して
行動しています。
　また、エーザイ中国の社員には、効率よく成果を
出して、長時間労働を避けるような働き方を期待し
ています。私自身も、仕事を定時に終了して家族全
員で夕食の時間を共に過ごすよう心がけています。

A:まず、第一線で患者様貢献を行うMRやマネー
ジャーの研修制度を大きく変更しました。個々人
のスキル分析に基づいて、期待されるスキルとの
ギャップを埋めるべくカスタマイズされた研修へと
変革することにより、社員の営業スキルは大きく向
上したと思います。また、報酬制度についても、良
いパフォーマンスを上げた社員がより報われるよう
な体系に変革させた結果、社員のモチベーションも
向上しました。

　さらに市場におけるより大きな成長機会を見出す
べく、包括的なデータ分析を実践しています。市場
規模、市場シェア等のデータをより精査し、ターゲッ
トとする医療機関や施設別目標の設定を行っていま
す。現場の状況は刻々と変化しますので、現場のマ
ネージャーには、環境変化に適応しながらターゲッ
トを調整することで目標達成の確度を高めていく裁
量を与えています。

Q :  これまでの経歴や普段から心がけていることについてお聞かせください。

Q :  これまでエーザイで取り組んできたことは何ですか？

Strengths　強み
1.��中国で20年以上にわたってビジネス基盤を確立
2.��中国のローカルマネジメントによるオートノミー経営体制の導入
3.��抗がん剤「レンビマ®」の力強い成長と、MSD社＊との協業
4.��抗がん剤「ハラヴェン®」の承認を取得（2019年7月）、�

抗てんかん剤「フィコンパ®」は承認申請中

Opportunities　機会
1.��中国規制当局の制度改革による新薬承認プロセスの迅速化
2.��所得水準向上や分級診療の進展によるローティアマーケット（内陸部や地方

の中小都市および中小病院）の成長

Weaknesses　弱み
1.��中国における研究開発機能は�

臨床開発機能のみであり、�
探索研究機能がない

Threats　脅威
1.��ジェネリック医薬品のさらなる市場へ

の浸透

知的資本
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＊  MSDはMerck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.が各国（米国とカナダ以外）で事業を行う際に使用している名称

ヤンホイ・フェン
執行役 

衛材（中国）投資有限公司 総経理
（兼）衛材（中国）薬業有限公司 総経理

特集　中国事業の躍進
新製品により患者様貢献を拡大し
中国事業のさらなる成長をめざす

中国事業における　SWOT分析



A : エーザイは、中国で20年以上にわたってビジネ
スを行ってきた歴史を持ち、その過程を通じてhhc
は中国の社員に深く浸透していると思います。hhc
活動による患者様との共同化は日々の業務の起点
となりますので、hhc活動はエーザイ中国の全社員
の業績目標に組み込まれており、組織長が率先して
hhc活動を企画しています。このようなエーザイ中
国の取り組みは、全世界の社員が活動報告を行う

「hhcイニシアティブ2018」で表彰されました。
　hhc活動の一例をご紹介したいと思います。抗が
ん剤「レンビマ®」では、患者様が薬剤を購入する際
の自己負担を軽減するため、発売と同時に患者様支
援プログラム（PAP）を実施していますが、その原点
は社員と患者様との共同化です。肝細胞がん患者様
との対話で、治療方法やその情報が限られているこ
と、アンメット・メディカル・ニーズが非常に高い
疾患であることを再確認するとともに、薬剤費を

払って治療を続けることに不安を感じている患者様
の気持ちを知りました。そのため、当初予定してい
たPAPのスキームを変更し、患者様の自己負担額を
より軽減することで患者様貢献の最大化を図ってい
くこととしました。

Q :  企業理念であるヒューマン・ヘルスケア（hhc）はエーザイ中国の社員にどのように浸透していますか？

A : 1点目は、2014年に中国リージョンの新設と同
時に導入されたオートノミー経営体制があげられま
す。本社経営陣の全面的な信頼をうけて、エーザイ
中国のローカルマネジメントには経営判断の権限が
与えられています。急速な市場の変化に応じた迅速
な対応が可能となっており、またローカルマネジメ
ントのモチベーションも大変高いです。
　2点目は、強力なセールスチームの存在です。前
述した通り、研修制度や報酬制度の改善は、社員の
能力やモチベーションの向上に繋がっています。ま

た、MRの業績目標には、個人の目標のみならず、エー
ザイ中国全体の業績目標が組み込まれており、社員
一丸となって社としての目標達成をめざす文化が浸
透しています。私は、セールスチームが一堂に会す
るアニュアルミーティングの場を大事にしています。
この場で、全員で目標と成果を共有し、そして達成
時には喜びを分かち合っています。このような企業
文化のもと、中国の医薬品業界の中で、社員にはエー
ザイは魅力的な会社と映っていると私は感じます。

Q :  エーザイ中国は、2011年度から8年連続で、売上収益の二桁成長（人民元ベース）で達成しています。 
また、中国に進出している日系企業の中でエーザイの売上はトップクラスです。  
エーザイ中国の強みはどのような点にあると考えますか？

●中国事業�売上収益の推移（人民元）
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「レンビマⓇ」の発売前に行われたエーザイ中国の社員と肝細胞がんの患者様との共同化

セールスチームが一堂に会した2019年度エーザイ中国アニュアルミーティングにおける
ヤンホイ・フェンのプレゼンテーション

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料



A : 中国において、肝がんは、がん関連死亡原因の
第3位であり、年間新規患者数は約39.5万人、年間
死亡者数は約38.3万人と、全世界の約50％を占め
ています。
　切除不能な肝細胞がんの既存薬は2008年に同適
応で承認されたソラフェニブしかなく、「レンビマ®」
は中国において約10年ぶりの新たな治療薬となり
ました。「レンビマ®」は、エーザイの自社品として
は実に7年ぶりの新製品で、さらに初の自社創製の
抗がん剤であるため、社内は発売前から活気に溢れ
ていました。
　「レンビマ®」は2017年10月30日に肝細胞がんの
適応で申請を行い、同年12月に優先審査品目に指定
され、翌2018年9月4日に単剤における「全身化学
治療歴のない切除不能な肝細胞がん」に対する治療
薬として、承認を取得しました。後に詳しくお話し
しますが、中国の規制当局の新薬承認システムの改
革が追い風となり、申請から約10カ月という短期間
で承認を取得することが出来ました。中国では、新
薬は承認されてから初めて製造が可能となるため、
通常は承認取得から新発売まで時間を要します。今
回私たちは、「レンビマ®」を1日も早く患者様へお届
けするため、関係部署と一致団結して準備を進めた
結果、当初予定より2ヶ月前倒しし、2018年11月
12日に新発売することができました。新発売と同時
に患者様の経済的な負担を軽減するための患者様支
援プログラム（PAP）を導入し、MSD社との共同販促
を開始できたことが、好調な立ち上がりに繋がって
います。また、発売前から積極的なメディカル活動
を推進することで「レンビマ®」が肝細胞がんに関す
る2つのガイドラインに記載されたことや、日本の

肝細胞がん患者様におけるベストプラクティスを共
有できたことも好調な立ち上げに繋がりました。「レ
ンビマ®」は患者様および、医師からも高い評価を得
ており、国家医療保険医薬品リスト（NRDL）収載へ
の要望の声が高くなっています。一日も早く、より
多くの患者様へのアクセスを可能にするべく努力を
しています。

Q : 「レンビマ®」は、2018年11月の新発売から、5カ月で売上収益31億円を達成しました。 
「レンビマ®」の好調な立ち上がりの理由を教えてください。

A : 2019年7月に、抗がん剤の「ハラヴェン®」につい
て局所進行性・転移性乳がんに係る適応で承認を取
得しました。エーザイ中国では、2011年から乳がん
治療剤「Fareston®」＊を販売しており、乳がん専門医
とは長年にわたり良好な関係性を築いています。「ハ
ラヴェン®」の発売後、一刻も早く多くの患者様へ貢
献できるよう、周到な準備を進めています。
　また、抗てんかん剤の「フィコンパ ®」についても、
部分てんかん併用療法に係る適応で承認申請中です。

「フィコンパ ®」は、2019年1月に優先審査品目に指
定されました。新規作用機序を持つ「フィコンパ®」は、
中国のてんかん患者様に貢献できる薬剤であると考
えています。アルツハイマー型認知症治療剤やパー
キンソン病治療剤を担当している神経領域チームが、

「フィコンパ ®」のマーケティングを担当することに
なります。

Q :  「レンビマ®」に続くと期待される新製品についてお聞かせください。
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＊  Orion Corporationとの包括的販売提携契約により、エーザイ中国が販売

●全世界の肝がんの患者様数（万人）
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A : 現在、エーザイ中国は力強い成長を継続しており、
あまり弱みは見当たりません。敢えて申し上げるならば、

中国における研究開発の機能は、臨床開発機能のみ
であり、探索研究機能がないという点だと思います。

Q : エーザイ中国の弱みはどのような点でしょうか？

A : 私は中国にはとても大きなポテンシャルがある
と考えています。
　人口の高齢化やがん、糖尿病などの慢性疾患の増
加に伴って新しい治療への需要が高まりつつありま
す。その流れを受け、近年、新薬承認作業の迅速化
をはじめとする医薬品等の承認制度の改革が行われ
ました。その一環としてがん、感染症、小児適応を
はじめとするアンメット・メディカル・ニーズの高
い医薬品を対象とした優先審査品目制度が導入され、

「レンビマ ®」と「フィコンパ ®」は、既存薬にくらべ治

療上のメリットを有するとして、この指定を受けて
います。「レンビマ ®」は、これらの制度改革のもと、
申請から10カ月もの短期間で承認を取得しました。
これらの改革は、研究開発型の医薬品企業であるエー
ザイにとって強力な追い風になると考えています。
　また、大都市や大病院では医薬品市場の成長は安
定化傾向にありますが、ローティアマーケット（内
陸部や地方の中小都市および中小病院）では今後も
力強い市場成長が見込まれています。
　一方で、中国政府は、ジェネリック医薬品の品質
向上策と普及推進策も進めています。現在のエーザ
イ中国では、アルツハイマー型認知症治療剤「アリセ
プト®」や末梢性神経障害治療剤「メチコバール ®」な
ど、既に多くのジェネリック医薬品が発売されてい
る製品が主力品となっていますが、政策の推進とと
もにこれらの製品はジェネリック医薬品に置き換わ
る可能性があります。このため、エーザイ中国が成
長を持続するためには、「レンビマ ®」等の新製品の伸
長が不可欠となります。また、2015年に買収したジェ
ネリック医薬品会社では、政府の方針に合わせて高
品質で安価なジェネリック医薬品によって、ローティ
アマーケットを中心とした多くの患者様へのアクセ
スを可能とすべく、プロジェクトを進めています。

（聞き手：IR部　坂井 愛子）

Q :  最後に、エーザイ中国のビジネスの機会と脅威について教えてください。 
中国では大きな医療制度変革が行われていますが、どのような影響をもたらすと思いますか？

エーザイ中国の沿革

1991年
北京に駐在員事務所を開設
医薬品の製造・販売会社「瀋陽衛材製薬合作有限公
司」を設立

1994年 末梢性神経障害治療剤「メチコバールⓇ」を新発売

1996年 医薬品の製造・販売会社「衛材（蘇州）製薬有限公司」
を設立

1998年 蘇州工場が竣工
1999年 アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプトⓇ」を新発売
2010年 医薬品貿易会社「衛材（蘇州）貿易有限公司」を設立

2014年 中国統括会社「衛材（中国）投資有限公司」を設立
オートノミー経営体制へ移行

2015年 ジェネリック医薬品企業「衛材（遼寧）製薬有限公司」を
設立（買収）

2018年 新蘇州工場が本格稼働
抗がん剤「レンビマⓇ」を新発売

エーザイ中国の概要
従業員数 2,069名（2019年3月末）
MR数 約1,200名（2019年3月末）

主な営業拠点 北京、広州、成都、西安、瀋陽、杭州、青島、天津、
福州

主な製品

・アルツハイマー型認知症治療剤「アリセプトⓇ」
・ 肝臓疾患用剤・アレルギー用薬「強力ネオミノフ

ァーゲンシー®」「グリチロン®錠」
・胃炎・胃潰瘍治療剤「セルベックスⓇ」
・プロトンポンプ阻害剤「パリエットⓇ」
・乳がん治療剤「FarestonⓇ」
・筋緊張改善剤「ミオナールⓇ」
・末梢性神経障害治療剤「メチコバールⓇ」
・めまい・平衡障害治療剤「メリスロンⓇ」
・抗がん剤「レンビマⓇ」
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コーポレートガバナンスの体制

　エーザイは、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組んでいます。

●当社は指名委員会等設置会社とする。
● 取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定を執行役に大幅に委任し、 

経営の監督機能を発揮する。
●取締役会の過半数は、独立性・中立性のある社外取締役とする。
●執行役を兼任する取締役は、代表執行役CEO1名のみとする。
●経営の監督機能を明確にするため、取締役会の議長と代表執行役CEOとを分離する。
● 指名委員会および報酬委員会の委員は、全員を社外取締役とし、監査委員会の委員は、 

その過半数を社外取締役とする。
●指名委員会、監査委員会および報酬委員会の各委員長は社外取締役とする。
●社外取締役の役割を有効に機能させるため、社外取締役ミーティングを設置する。
●財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制およびその運用を充実する。

❶経営の監督と業務執行の明確な分離
　当社のコーポレートガバナンスの機軸は、指名委員会等設置会社であることを最大限に活用した経営の監
督機能と業務執行機能の明確な分離にあります。
　過半数が社外取締役で構成される取締役会は、法令の許す範囲で業務執行の意思決定権限を執行役に大幅
に委任することで、経営の活力を増大させるとともに、経営の監督に専念しています。取締役会は、会社法
にもとづき、「業務の適正を確保するための体制」に関する規則を決議し、執行役が整備・運用すべき内部統
制を具体的に定めています。執行役は、本規則に定められた事項のみならず、自らが担当する職務範囲にお
いて内部統制を整備・運用することにより自律性を確保し、業務執行の機動性と柔軟性を高めています。
　取締役会は、このような体制のもと、執行役の業務執行状況を確認するとともに、業務執行や意思決定の
プロセスなど内部統制の状況について株主の皆様や社会の視点でその妥当性を点検しています。
　さらに、経営の監督と業務執行を明確に分離するために、取締役会の議長を社外取締役とし、執行役を兼
任する取締役は代表執行役CEOのみとしています。

エーザイのコーポレートガバナンスの特長

取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 社外取締役ミーティング
2018年度開催数 11回 8回 12回 6回 8回
2018年度出席率 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

2004年度より経営の監督機能と業務執行機能を明確に分離し、経営の公正性と透明性を追求

経営監査部

執行部門

株主総会

取締役会事務局

取
締
役
会
評
価

サ
ク
セ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
等

業
務
執
行
の
意
思

決
定
の
大
幅
委
任

適
切
な
報
告
・
提
案

経
営
の
監
督

監
査
委
員
会
監
査

報
告

会計監査人 会計監査

監
視・検
証

監査委員会
（5名：社外3名、社内2名、

委員長：社外）

指名委員会

（3名:全員社外）

報酬委員会

（3名:全員社外）

取締役会11名（社外7名、社内4名）　議長 :社外取締役 社外取締役
ミーティング
（7名:全員社外）
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対象：東京証券取引所上場企業 3,640社（2019年7月15日付集計データ）

指名委員会等設置会社に移行した日本企業は 2％
●日本企業における取締役会の形態

●社外取締役を中心としたコーポレートガバナンス充実に向けた継続的、自律的な仕組み

出典： 「2019年度役員関連調査」株式会社アイ・アール ジャパン
対象： 東京証券取引所上場企業 3,640社（2019年7月15日付集計データ）

社外取締役が取締役会議長を務める日本企業は 1％
●日本企業における取締役議長の属性

出典： 「2019年度役員関連調査」株式会社アイ・アール ジャパン

社長 83%

会長 15%

社外取締役 1% その他 1%

　当社のコーポレートガバナンスの実効性を支える
のは、取締役会の過半数を占める独立社外取締役
7名の存在です。当社では下図のように、①指名委
員会における独立性・中立性のある社外取締役の選
任システム、②社外取締役である取締役会の議長
のリーダーシップによる取締役会等の運営、③サク
セッションプランの検討など、幅広くコーポレー
トガバナンスに関する議論が行われる社外取締役
ミーティング、④取締役会および各委員会のPDCA

（Plan-Do-Check-Action）を回すコーポレートガバ
ナンス評価など、社外取締役を中心とした、継続的
かつ自律的なコーポレートガバナンス充実の仕組み
を構築し、これを運用しています。また、各取り組
みの内容については、持続的にその充実をはかるよ
う努めています。

❷社外取締役を中心としたコーポレートガバナンス充実に向けた継続的、自律的な仕組み

●2000年以降に就任した当社社外取締役 35名の属性

●2018年度当社社外取締役の構成

企業経営の
経験者 
13名法律の

専門家
7名

学識経験者 
8名

社外取締役35名中：女性3名、外国人6名

財務会計の
専門家
5名

その他 2名

指名委員会等設置会社
2%（76社）

監査等委員会設置会社
28%（1,001社）

監査役会設置会社
70%（2,563社）
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企業経営の経験者 3名

法律の専門家 1名

学識経験者／外国人 1名
（専門領域：コーポレートガバナンス）

学識経験者／女性 1名
（専門領域：監査・内部統制）

財務会計の専門家 1名

社外取締役の
選任システム

❶指名委員会は社外取締役 3 名で構成
❷候補者は、指名委員をはじめ全ての取締役および
　当社社外取締役経験者からも情報収集
❸独立性、競業等のスクリーニングを経て、
　候補者を絞り込む
❹就任依頼の優先順位を決定後、指名
　委員長（社外取締役）が候補者に
　就任依頼を実施

❶取締役議長は社外取締役より選定
❷取締役議長が取締役会の年間議題や年間のテーマ等を
　提案
　　　　　❸取締役会の1週間前に、事務局、本社スタッフ
　　　　　　と議案内容、資料について打合せ
　　　　　　　　❹多様なバックグラウンドの取締役か
　　　　　　　　　らの知見を引き出し、議論の質を高め、
　　　　　　　　　取締役会を効果的・効率的に運営

❶コーポレートガバナンスガイドライ
　ンと内部統制関連規則のレビュー
❷取締役一人ひとりの評価結果を社外
　取締役ミーティングがとりまとめ、課題
　も含めて取締役会に提案
❸取締役会で決議し、事業報告等で開示
❹課題等については取締役会で実施状況を確認する
　ことでPDCAを回す
❺外部機関による取締役会評価のレビューを3年に1回実施

　　　　　　　　　 ❶社外取締役のみで自由に議論
　　　　　　　　　 ❷必要に応じて、取締役会、執行役
　　　　　　　　　　 に課題の検討、情報共有等の要請
　　　　  　　　❸コーポレートガバナンス評価（取締役
　　　　　  　　　一人ひとりの評価を含む）をとりまと
　　　　　  　　　め取締役会に提案
❹CEOの提案するサクセッションプランの情報共有と議論

取締役議長
（社外取締役）

コーポレート
ガバナンス評価

社外取締役
ミーティング



　社外取締役ミーティングでは、毎年、取締役会の経営の監督機能の実効性を評価し、運営等の課題を抽出
するとともに、取締役会および執行部門に改善の要請や提案を行っています。コーポレートガバナンス評価
では、前年度のコーポレートガバナンス評価における課題認識等にもとづき、取締役会等の活動状況を点検・
評価し、次年度に向けた課題抽出および改善策等を示すことでPDCA（Plan-Do-Check-Action）のサイクルを
回しています。なお、2017年度より、継続的、定期的にコーポレートガバナンス評価の適正性と妥当性を確
保するため、プロセスおよび結果について、外部機関によるレビューを3年に1回実施することとしています。

コーポレートガバナンス評価

社外取締役と投資家の皆様との対話
　当社では、これまでも機関投資家と社外取締役の面談を国内外で実施してきました。
　2018年1月〜2月に実施した社外取締役による機関投資家への訪問と対話、そして2018年9月に「機関投
資家と社外取締役との意見交換会」を実施し、社外取締役7名全員が出席し、約50名の機関投資家の方々と
の対話を行いました。当社のコーポレートガバナンスに対する取り組みについて、様々な観点から意見交換
をすることができました。
　また、機関投資家の方々からの要請に応じ、社外取締役複数名が参
加した意見交換会を実施しています。こうした対話で得た知見は、取
締役会等における議論に活かしています。今後も、企業価値向上に向
けたコーポレートガバナンスへの取り組みに関する相互理解を深める
ため、社外取締役による投資家の皆様との対話を継続して実施してい
くことを、社外取締役ミーティングで確認しています。

❶経営トップ（CEO）選定の考え方
　当社は、経営トップ（CEO）の選定を、取締役会の最も枢要な意思決定事項のひとつと位置付けています。CEOは、
自ら強いリーダーシップを発揮して次期CEOを育成することを責務とし、社外取締役がこれを認識の上で助言等
を行うなど、そのプロセスに関与することで、CEOによる後継候補者提案の客観性が高まり、取締役会として、
CEO選定の公正性を合理的に確保できると考えています。

❷CEO選定に係る手続き
　CEOのサクセッションに関しては、2004年に指名委員会等設置会社に移行後も、常に最良のコーポレートガバ
ナンス体制のもと、議論が積み重ねられていましたが、2016年度、社外取締役ミーティングにおいて、それまで
の経緯を踏まえた上で、CEOの策定するサクセッションプランに関する取締役会での情報共有等のあり方や、突
発的事態への備えについて議論がなされ、その手続き等をルールとして定めました。その概要は以下のとおりです。
　１）サクセッションプランの情報共有
　　①  CEOにより提案されるサクセッションプランの情報共有は、社外取締役ミーティングにおいて、年２回実

施する。
　　②  この社外取締役ミーティングには、CEOをはじめ社内取締役も参加し、取締役全員でサクセッションプラ

ンの情報共有を行う。
　２）サクセッションプランのディスカッション
　　①  候補者を評価するための基準（クライテリア）は、経営環境等に応じて変化することが想定される。このため、

CEOが候補者を提案する時点においてこれを適切に設定する。
　　② CEOは、これに基づいて候補者を評価し、サクセッションプランにおいてその評価結果を示す。
　　③  社外取締役は、サクセッションプランに関する助言を行い、CEOは社外取締役からの助言を考慮し、適宜、

サクセッションプランに反映させる。
❸突発的事態に対する備え
　不慮の事故等により、急遽、取締役会として新たなCEOを選定しなければならない事態も想定されます。こ
のような突発的事態に対する備えについても、上記サクセッションプランの検討の中で確認がなされています。

サクセッションプランの情報共有とディスカッション

2018年度のコーポレートガバナンスに関する取り組み

機関投資家と社外取締役との意見交換会
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　2018年度コーポレートガバナンス評価の結果、コーポレートガバナンスガイドラインおよび内部統制関
連規則については、規定を逸脱した運用等は認められず、取締役および執行役等がコーポレートガバナンス
の充実に向け、適切に職務を執行していることを確認しました。取締役会評価については、以下のとおり、
2017年度取締役会評価で抽出された2018年度の課題に対し、2018年度における対応状況を確認、評価し、
次年度に向けた課題等を認識しました。その一部は以下の通りです。

コーポレートガバナンス評価に関する詳細な情報は、 「第107回定時株主総会 招集ご通知」P48-56をご参照ください。
▶ https://www.eisai.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/inv107_all.pdf

・議題選定については、引き続き、中長期的な経営課題や会社の抱えるリスクを時宜を得て取り上げていくこ
とが必要であり、社外取締役ミーティング等の場において検討を行い議題として設定する。

・サクセッションプランは、今後もPDCAサイクル（Plan（計画）-Do（実行）-Check（評価）-Action（改善））を回
していくとともに、社外取締役は、候補者と接する機会を設けてその人物を見極めるなど、候補者の評価に
ついてより深く理解する努力をしていかなくてはならない。

・取締役会は、執行役の認識する幅広いリスクの中から取締役会で監督すべき重要なリスクを認識し、そのリ
スクに対してどのような備えや対応が行われているのか、インパクトや発生可能性等がどのように変化して
いるのか、執行役から定期的に報告を受ける必要があると認識された。

コーポレートガバナンス評価の結果抽出された取締役会の役割、運営等に関する2019年度に向けた課題（主要なもの）

エーザイの「コーポレートガバナンスガイドライン」、「取締役会規則」、「指名委員会規則」、「監査委員会規則」、「報酬委員会規則」、 
「コーポレートガバナンス報告書」および「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針」は、ホームページに掲載しています。
▶ https://www.eisai.co.jp/company/governance/cgregulations/index.html

取締役および執行役の報酬等

取締役および執行役の報酬等の詳細については、「第107回定時株主総会 招集ご通知」P62-69をご参照ください。
▶ https://www.eisai.co.jp/ir/stock/meeting/pdf/inv107_all.pdf

　取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとなっています。取締役の職務は経営の監督であり、その監督機
能を十分に発揮できる、取締役として相応しい内容とするため、業績連動型報酬を組み込まずに定額とし、
その水準は、産業界の中上位水準を志向して設定しています。
　執行役の報酬等は、基本報酬、賞与および株式報酬の割合を6：3：1とし、総報酬における業績連動型報
酬比率は40％となっています。

　　執行役の報酬等

　中長期インセンティブプランである株式報酬制度は、2013年度に導入されました。株式報酬は、全社業
績目標達成度に応じて、信託を通じ、執行役に株式が毎年給付される制度です。本制度により、執行役が株
主の皆様と同じ視点で利益意識を共有し、中長期的な視野で業績や株価を意識した業務を執行するよう動機
づけています。
　執行役の賞与は、全社業績目標および各執行役の業績目標の達成度に応じて算出されます。
　全社業績目標達成度は、連結売上収益、連結営業利益、連結当期利益（親会社帰属分）および連結ROEを評
価し、決定します。2018年度の全社業績目標達成度は107%、個人別業績目標達成度の平均値は107％で
したので、2018年度の執行役の賞与の平均支給率は基本賞与の115％となりました。株式報酬の支給率は、
全社業績目標達成度は107％でしたので、基本交付株式数の107％となりました。

固定報酬

基本報酬
（60％）

賞与
（30％）

株式
報酬

（10％）

業績連動型報酬

2018年度コーポレートガバナンス評価結果

　基本賞与 × 全社業績目標達成度 107% × 個人別業績目標達成度 107%＊

＝基本賞与 ×115%
＊執行役の個人別業績目標達成度は 0～ 150%の範囲で評価されます。

2018 年度執行役賞与

基本交付株式数×全社業績目標達成度 107%

2018 年度執行役株式報酬

目標 実績 達成度 全社業績目標達成度
連結売上収益 6,320億円 6,428億円 102%

107%
連結営業利益 860億円 862億円 100%
連結当期利益

（親会社帰属分） 575億円 634億円 110%

連結ROE 9.5% 10.4% 109%
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社外取締役インタビュー
コーポレートガバナンスの実効性を支える7人の社外取締役の声をIR部員が聞き取りました

社外取締役の多様性を活かして経営を監督する

生年月日（年齢）、在任年数は2019年6月20日現在

72 73

当社の取締役に就任して3年が経過しましたが、三
井造船株式会社（現 株式会社三井E&Sホールディン
グス）の代表取締役会長を務めていた2014年秋に
エーザイの取締役と知り合いになったことが当社の取
締役に就任するきっかけでした。社外取締役への就任
依頼があったのは、その1年後です。過去にエーザイ
との接点はなく、内藤CEOと挨拶したのは指名委員長

（社外取締役）からの就任依頼を承諾した後でした。

当社の取締役に就任後、素晴らしいと感じたことの
ひとつが、企業理念が社員に深く浸透し、実践され
ている点です。私たち社外取締役が研究所・営業拠点・
工場を訪問した際、社員一人ひとりが企業理念の実
現に向け、自ら何をすべきかを真剣に考えていると感
じました。

CEOのサクセッションが最も重要な経営課題のひ
とつであることは、取締役全員の共通の認識です。
2017年度に社外取締役ミーティングにおいてサク
セッションプランの運用ルールを定め、これに基づき、
年2回、CEOから提案されるサクセッションプランの
情報共有とその検討を行っています。社外取締役は、
取締役会をはじめ様々な場で後継者候補と接する機
会がありますので、そのような場を通じて得られた情
報等に基づき、サクセッションプランへの助言を行っ
ています。CEOが後継者を育成するプロセスに社外
取締役が深く関与することで、取締役会がCEOを選
定する公正性が合理的に確保できます。このような
仕組みを作り、運営していくことこそが「監督をする」
ということであると考えます。

（聞き手：IR部　竹井 孝志朗）

め、効率的な審議が可能となります。ただし、現状に
満足せず、毎年実施しているコーポレートガバナンス
評価で抽出された様々な課題に対して、PDCA（Plan-
Do-Check-Action）を回すことで継続的に改善に取組
むことが重要と考えます。

また、大胆かつスピーディーな事業活動の遂行や
新しいビジネスモデルの推進をする上で、リスク管理
は非常に重要な課題です。取締役会は、執行役の目
標達成に向けた職務遂行状況のみならず、担当職務
における重要課題やリスクを把握して、しっかりと経
営の監督をしなくてはならないと考えています。

当社のコーポレートガバナンスの仕組み、運営はと
ても優れていると思います。特に取締役会開催に先
立ち、取締役会事務局より十分な事前説明が個別に
なされることは、非常に良い点です。これにより、取
締役会当日は即座に議論をはじめることができるた

2018年度より取締役会の議長を務めていますが、
専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる7名
の社外取締役のそれぞれの強みを活かすように心掛
けています。取締役会では、様々な意見が出るよう
に発言を促して議論を尽くしています。また、当社
では、社外取締役全員で構成する「社外取締役ミー
ティング」を設置して、ガバナンスやビジネスに関
する事項を幅広くディスカッションしていますが、
このような仕組みを使って社外取締役どうしの相互
理解を深めることで、さらに自由な意見が出るよう
にしています。

■エーザイの企業理念について

■CEOのサクセッションプラン

■弛まぬコーポレートガバナンス向上への取り組み

■取締役会の議長として心掛けていること

加藤 泰彦
役職：取締役議長、社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1947年5月19日（満72歳）
在任年数：3年
兼務職：株式会社三井E&Sホールディングス 相談役
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2018年より、当社の社外取締役は、機関投資家の
皆様との対話を推進しています。私自身、丁寧かつ
十分な説明を行うことで、株主・投資家の皆様から
一定の理解が得られたのではないかと手応えを感じ
ています。今後も、引き続き、当社の企業価値向上に
向けたコーポレートガバナンスに関する様々なテーマ
について、幅広く、株主・投資家の皆様と意見交換し、
相互の理解をより深めていきたいと考えています。

（聞き手：IR部　坂井 愛子）

当社の取締役はその過半数が独立社外取締役であ
り、取締役会は多様なバックグラウンドを有する取
締役で構成されています。取締役会での議論の質の
高さに加え、取締役間の風通しの良さは当社のガバ
ナンスの特筆すべき特長だと思います。取締役会に
おいて各取締役が様々な視点から忌憚なく発言する
機会を確保することは極めて重要であり、米国では
これを法規化する動きもあります。また、取締役会
等に関する事前説明や情報提供は、質・量ともに群
を抜いており、コーポレートガバナンス充実に向け
た熱意を感じます。

今後は、リスクマネジメント型経営をこれまで以
上に充実させたいと考えています。当社がグローバ
ル企業として、不正の芽を事前に摘み取るコンプラ
イアンスと「攻めのリスクマネジメント」を実践する
には、執行役のリスクに対する感度を高め、常にそ
のレベルを向上させていくことが重要です。このた
めに、社外取締役として、執行役のリスク認識を問
うだけにとどまらず、リスクに対する打ち手を含め
た報告を求めるなど、今後も継続的な改善への取り
組みを求めていきます。

■株主・投資家とのエンゲージメントへの取り組み

■当社のコーポレートガバナンスの特長

■リスクマネジメント型経営の充実にむけて

攻めのリスクマネジメントを実践する

当社の社外取締役に就任したのは、内部統制に関
する研究会でエーザイの社員の方とご一緒したこと
がきっかけでした。それまで社外取締役の経験はあ
りませんでしたが、取締役への就任依頼を受け、会
社法・内部統制に関する研究が、実務面でお役に立
てればと思いお引き受けしました。

当社の取締役に就任して4年目となりますが、独
立社外取締役としての立場を忘れることなく、「社
外の視点から業務執行を監督する」ことに努めてい
ます。私の所属する監査委員会は、財務・会計、法
律、監査、内部統制の分野の専門知識と経験を有す
る社外取締役と社内経験豊かな社内取締役で構成さ
れています。監査委員の多様な専門性や知識に基づ
き、監査の枠にとどまらず、問題の是正に向けて一
歩踏み込んだ根本原因に迫る議論を行うように心掛
けています。

柿﨑 環
役職：監査委員会委員、社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1961年1月16日（満58歳）
在任年数：3年
兼務職： 明治大学法学部 教授、三菱食品株式会社 社外取締役、

日本空港ビルデング株式会社 社外監査役
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株主・投資家と社外取締役の対話のベストプラクティスをめざす

私がエーザイの取締役に就任したきっかけは、所
属する法律事務所のパートナーが過去に当社の社外
取締役だったことが遠因であると推察されますが、
それ以上のことはわかりません。就任依頼にお越し
いただいた当時の指名委員長は仕事上のつながりで
存じ上げていましたが、内藤CEOとお会いしたこ
とはなく、当社関係者との面識もほとんどありませ
んでした。

当社の取締役就任後は、法律とりわけ会社法を専
門とする立場から、取締役としての善管注意義務を
果たすべく、手続きの適正性、つまり「会社の意思
決定が様々なステークホルダーに対して胸を張って
説明できる適正な手続きやプロセスで行われている
か」に最も留意しています。

⻆田 大憲
役職：社外取締役独立委員会委員長、監査委員会委員
生年月日（年齢）：1967年1月29日（満52歳）
在任年数：3年
兼務職： 中村・⻆田・松本法律事務所 パートナー、 

カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社（非上場） 
社外取締役

スチュワードシップ・コードやコーポレートガバナ
ンス・コードの導入をきっかけに、コーポレートガバ
ナンスに対する世の中の意識が変化し、日本企業に
おけるガバナンスの質も急激に高まりました。当社も
コーポレートガバナンスにおけるトップランナーとし
て、これまでの取り組みに自信を持つだけでなく、現
在の体制や運用を常に見直し、継続的に改善を図る
ことが重要だと思います。

CEOの強力なリーダーシップは当社の成長の源泉
です。だからこそ、次期CEOの選定は取締役会の最
重要課題であり、枢要な意思決定事項のひとつであ
ると思います。社外取締役がCEOから提案されるサ
クセッションプランに助言をし、CEOがその助言を
考慮して、適宜、サクセッションプランに反映する。
このように後継者の育成、選定に社外取締役がしっ
かりと関わっていくことで、CEO選定の公正性が確
保できるものと考えます。

昨年から、社外取締役自らが株主・投資家の皆様
と直接対話する取り組みに注力しています。７名の社
外取締役全員が参加して約５０名の株主・投資家等
の皆様と対話する場を設けたり、個別に機関投資家
を訪問して面談を重ねるなどしてきました。このよう
な株主・投資家の皆様と社外取締役との対話を、コー
ポレートガバナンスのトップランナーのベストプラク
ティスとして定着させたいと考えています。

一部の機関投資家の皆様からは「当社企業価値・
株主共同の利益の確保に関する対応方針（本対応方
針）」に対する反対意見をいただいていますが、これ
は「本対応方針」に関する我々の説明が不足している
ことが一因であると考え、丁寧な説明と対話に努め
てまいりました。

当社の社外取締役は、自らが投資家と対話し、信
頼関係を築く必要性を強く認識しています。今後も、

「本対応方針」に限定することなく、当社の企業価値
向上に向けたコーポレートガバナンスに関する様々な
テーマについて、長期にわたる積極的な対話を続けよ
うと思います。

（聞き手：IR部　吉澤 恭子）

■継続的なコーポレートガバナンスの充実

■サクセッションプランへの取り組み

■株主・投資家との対話の重要性
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コーポレートガバナンスの更なるグローバル化を推し進める

私は、大学でコーポレートガバナンスの研究を進
める過程で、エーザイがコーポレートガバナンスの
優良企業であることは認識していました。当社のど
なたとも面識はありませんでしたが、以前にエーザ
イの社外取締役の経験のある大学関係者から勧めら
れたことがきっかけとなり当社の取締役に就任しま
した。

ブルース・アロンソン
役職： 報酬委員会委員長、指名委員会委員、 

社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1952年5月14日（満67歳）
在任年数：2年
兼務職： ニューヨーク大学ロースクール米国アジア法律研究

所 客員研究員、武蔵野大学MIGA（武蔵野大学国際
総合研究所） 客員研究員、ロンドン大学SOAS（東洋
アフリカ研究学院） 日本研究センター客員研究員

社外取締役として3年目となりますが、昨年より
報酬委員長を務めています。役員報酬制度の議論に
あたっては、グローバルな視点を強く意識していま
す。米国、欧州、中国、アジア等、国ごとに役員報
酬の仕組みや水準には違いがあり、例えば、米国の
役員報酬の水準は日本の約10倍のレベルです。グ
ローバルな事業展開を行っている当社において、こ
ういった状況にどのように対応して報酬ガバナンス
を構築していくのかが報酬委員会の重要な課題であ
ると認識しています。

また、執行役の報酬制度には業績連動型報酬（賞与、
株式報酬）を組み入れており、総報酬における業績
連動報酬比率は40％としています。これについて、
機関投資家の一部の皆様からは業績連動比率をもっ
と高くすべきとのご指摘等もいただいています。今
後も様々な視点から役員報酬制度のあり方について
検討してまいります。

法令の改正や社会的な議論の高まりもあり、役員
報酬の透明性や内容の開示が求められていますが、
当社の報酬委員会は、報酬体系や業績連動型報酬の
決定プロセス等、役員報酬に関する開示の提案を、
毎年、執行部門に行っています。今後も、報酬決定
の公正性と透明性の一層の向上のために開示を充実
させ、ステークホルダーの皆様への説明責任を果た
してまいります。

当社のガバナンスの長所はいくつかありますが、
最も良いと私が感じている点は、CEOをはじめ、執
行役が社外取締役からの忌憚のない意見や指摘を受
け入れるマインドセットを持っていることです。こ
のようなことがあるからこそ、社外取締役はやりが
いと責任を持ってその役割・責務を果たすことがで
きるのだと感じます。

当社は、グローバルに事業を展開する企業として、
コーポレートガバナンスもグローバルな視点で考え
ることが重要です。規制やビジネス環境の異なる各
国で生じうるリスクに対して、細心の注意を払う必
要があります。このため、私は、唯一の外国籍の社
外取締役として、米国をはじめとする海外の視点や
考え方に基づいて意見や指摘を行うようにしていま
す。また、海外の執行役から直接意見を聞く機会を
これまで以上に増やすようにしています。

研修会や事業所訪問などの機会に社員の方々と接
して実感するのは、hhcという企業理念が社員に深
く浸透していて、モチベーションの高い社員が非常
に多いということです。近年は働き方改革や女性の
活躍推進なども広く求められています。取締役会で
は、従業員の働きがいと企業の生産性の向上を目指
した働き方の改善やダイバーシティーへの取り組み
についてもしっかりと議論を行っていきます。

取締役会の経営の監督には多面的な視点が必要
であり、社会的責任を持つグローバル企業として、
ESGやSDGsへの取り組みをはじめとして、このよ
うな課題にもしっかり向き合ってまいります。

（聞き手：IR部　竹井 孝志朗）

■グローバルな視点での役員報酬の議論

■コーポレートガバナンスのグローバル化

■企業の社会的責任の視点
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取締役会の最適構成をめざして
海堀 周造
役職： 指名委員会委員長、報酬委員会委員、 

社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1948年1月31日（満71歳）
在任年数：1年
兼務職： 横河電機株式会社 アドバイザー、HOYA株式会社 

社外取締役

横河電機の取締役会議長をしていた当時、知人か
ら紹介をいただき、エーザイの社外取締役に就任い
たしました。

現在、当社以外の企業でも社外取締役を務めてい
ますが、政治で言うなら野党の立場で発言すること
を意識しています。また、企業経営者であった経験
から、リスクにつながる芽はどんなに小さなもので
も指摘して、経営の執行を監督するように心がけて
おります。

現在、指名委員長を務めておりますが、私は、取
締役会の監督機能は、経験やバックグラウンドの異
なる社外取締役が忌憚なく議論することで、その広
さと厚みの双方が増すと考えています。様々な知見
が表出する場で多くの事項が検討されること自体に
大きな価値があると考えています。

指名委員会は、取締役会に対して取締役会の最適
構成を提案する重責を担っています。今年度は、「社
外取締役の適正な任期」と「取締役会の多様性」を2つ
の重要な検討テーマと捉えています。「社外取締役
の任期が短すぎないか」との投資家の皆様のご意見
等も踏まえ本質的な討議を行ってまいります。また、
取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンド
が異なる多様な人材で構成されることが重要ですが、
それだけでは不十分です。グローバルな事業活動に
は様々なリスクが伴います。従って、取締役には多
様性だけでなく、このようなリスクを様々な角度か
ら見極めることが出来る資質や能力が求められると
考えています。

CEOの選定は指名委員会ではなく取締役会の決
議事項です。このため、CEOのサクセッションプラ
ンは取締役全員でその情報を共有することとしてい
ます。具体的には、CEOから、複数の候補者について、
現在の評価や状況が提案、説明されます。今後は、
後継者の育成や評価に関する議論だけでなく、承継
をスムーズに行うための執行部門や取締役会におけ
る体制等についても議論をしなくてはならないと思
います。

製薬企業は高額の研究開発投資を行う創薬の成否
のリスクに加え、他業種に比べて規制が多いため、
それに伴うリスクも多く存在します。製品品質や情
報管理、データインテグリティの重要性が極めて高
く、事業活動においては、細心の注意が必要です。

私が医療システムビジネスの分社化に向けた検討
をしていた時に、医療分野におけるデータや情報の
取り扱いに関する規制の厳しさを痛感した経験があ
ります。また、現在、エーザイが取り組んでいる認
知症領域での新事業では、保険会社や地方自治体と
協業しながらデータビジネスにおける新たな知見を
得るための投資も必要となります。これまで以上に
リスクと投資のバランスに留意した経営が求められ
ることになると考えています。

（聞き手：IR部　吉澤 恭子）

■取締役会の最適構成を考える

■CEOのサクセッションプラン

■リスクテイクと投資のバランスの重要性
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企業の礎は社員
村田 隆一
役職： 指名委員会委員、報酬委員会委員、 

社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1948年4月12日（満71歳）
在任年数：1年
兼務職： 三菱UFJリース株式会社 特別顧問、株式会社ノリ

タケカンパニーリミテド 社外監査役、近鉄グルー
プホールディングス株式会社 社外取締役

私がエーザイの社外取締役への就任依頼を受けた
のは、当社が取締役会の多様性を検討している中、
金融機関出身の経営経験者として、当社の「社外取
締役の独立性・中立性の要件」を満たしていたこと
がその理由だったのではないかと思います。三菱
UFJ銀行の役員を退任し9年が経過、三菱UFJリー
スの相談役となった後に当社取締役に就任しまし
た。

取締役会は、当社が世界情勢や時代の変化に対応
した戦略を策定し、実践できているかを常に検証し
なくてはなりません。重要事項が長期的な視点で、
適切な手続きを経て意思決定され、執行されている
かを監督する責任を有しています。

昨年度は、リスク管理について、会社が直面しう
るあらゆるリスクを、発生可能性とインパクトの二
軸でマッピングし、取締役会で定期的にモニタリン
グすることを提案したところ、直ちに報告して頂き
ました。リスクとそれが惹起した場合の影響度を常
に把握しておく。取締役としての大事な務めの一つ
です。

また、医薬品業界は変化や競争が激しく、事業提携、
企業買収等あらゆる選択肢を考慮しておく必要があ
ります。そのための適正な資本構成や財務戦略につ
いても十分に留意しておくことが求められます。

私は渋沢栄一翁の座右の銘と言われる「夢七訓」に
共鳴しています。「夢なき者は理想なし」に始まり、

「幸福を求むる者は夢なかるべからず」と結ばれるも
のです。企業として、増収増益、配当、ROE等の重
要性は言うまでもありませんが、社員全員が夢を持
つことこそが理想であると思っております。研究所
や事業所への訪問、研修会等で社員の皆様と接する
機会がありますが、その度に当社の企業理念の社員
への浸透の深さに感心します。今後も社員との接点
を増やし、中期経営計画「EWAY 2025」の実現に向
けて共に夢を抱けるように努めてまいります。企業
の礎は社員です。今後どんな事態が起ころうと、社
員が迷うことなく夢を持って働ける会社をめざして
まいります。

銀行の支店長として事業や人員の円滑な運営に腐
心していた頃、伝教大師最澄の「一隅を照らす。こ
れ則ち国宝なり（照于一隅此則国宝）」の語に出逢い
ました。影日向無く努力を続ける一人ひとりが国の
宝であるように、会社の宝は社員です。今後も常に
あらゆる場面で社員の心を思うことを忘れずに務め
てまいりたいと思っております。

（聞き手：IR部　吉澤 恭子）

■社外取締役の役割について

■社員の心を思う
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小さな兆候の中に潜む大きなリスクを見逃さない
内山 英世
役職：監査委員会委員長、社外取締役独立委員会委員
生年月日（年齢）：1953年3月30日（満66歳）
在任年数：1年
兼務職： 朝日税理士法人 顧問、オムロン株式会社 社外監査役、

SOMPOホールディングス株式会社 社外監査役

日本公認会計士協会等を通じてよく存じ上げてい
た方がエーザイの社外取締役の経験をお持ちで、そ
のようなご縁から、当社の社外取締役に就任しまし
た。就任依頼の打診をいただくまで、エーザイとの
接点は全くありませんでした。

エーザイのステークホルダーは、株主・投資家の
皆様、患者様を始めとする社会全体です。このため、
私の専門分野である会計や経営の視点だけではなく、
様々なステークホルダーの代表としての見地から、業
務執行を監督するように心掛けています。監査にお
いては、小さな兆候の中に潜む大きなリスクを見逃さ
ないことが重要です。当社の仕組みが現在の社会に
適合しているか、内部監査の結果が適正であるかに
ついて、虚心坦懐に話し合い、監査委員長として改
善すべき点を指摘しています。例えば、働き方改革
の重要性には議論の余地がありませんが、社員一人
ひとりが力を発揮できる最適な施策・方法を検討する
必要があると思いますし、製薬企業の最大のテーマ
である研究開発において成果を得るためには、当該
部門において、よりきめ細やかな労働環境を実現す
るための投資が必要かもしれません。

エーザイのガバナンスの要諦の一つは、社外取締
役が取締役会の議長を務めていることであると考え
ます。結論ありきの議論ではなく、取締役それぞれ
の専門性や知識・経験、ガバナンス観に基づき、様々
な視点から意見が述べられ、十分な議論を経て適切
な判断がなされているとの実感があります。また、
社外取締役のみで構成される社外取締役ミーティン
グがあることも、特長の一つです。社外取締役ミー
ティングは年に7～8回開催されますが、事業活動
やビジネス環境、リスクに関するテーマについて執
行役と情報共有を行ったり、コーポレートガバナン
スに関する深い議論がなされます。社外取締役相互
のコミュニケーションを取りやすい環境が整備され

昨年、患者様とともに時間を過ごす「共同化プロ
グラム」に参加しました。当社の企業理念の実践を
体感できる大変有意義な機会でした。今後もこのよ
うなプログラムに積極的に参加して、患者様の視点
を大事にしていきたいと思います。

2018年11月、公認会計士社外役員ネットワー
ク幹事として、「企業価値向上に資する独立社外役
員の役割」と題したパネルディスカッションのモデ
レーターを務め、そこでエーザイの事例を紹介した
ことがあります。エーザイのガバナンスはその仕組
み、運用において、とてもよくできているという評
価をいただきました。エーザイの社外取締役として、
当社のガバナンスへの取組みを世の中に広く知って
いただき、日本企業全体のガバナンス向上に役立ち
たいという思いもあります。これからも機会があれ
ば、フロントランナーの取組みを積極的に紹介して
いきたいと考えます。

（聞き手：IR部　竹井 孝志朗）

ており、チームエーザイとでもいうべき連帯感や使
命感が生まれています。

ただし、あらゆる物事には、マンネリ化、形骸化、
劣化が起こりうることを忘れてはなりません。社外
取締役ミーティングでは取締役会の実効性について
年に1回その評価を行っています。こうした評価も、
本来は取締役会が開催される都度実施して、課題が
あれば直ちにPDCAサイクルを回し、これを継続し
ていくことが望ましいと考えています。

■監査委員長として心掛けていること

■コーポレートガバナンスに磨きをかける

■社外取締役として注力したい活動
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取締役

執行役

代表執行役CEO
内藤　晴夫

取締役議長 
社外取締役独立委員会委員
加藤　泰彦

監査委員会委員
金井　広一

監査委員会委員 
社外取締役独立委員会委員
柿﨑　環

監査委員会委員 
社外取締役独立委員会委員長
⻆田　大憲

指名委員会委員  
報酬委員会委員長 
社外取締役独立委員会委員
ブルース・アロンソン

土屋　裕

指名委員会委員長 
報酬委員会委員 
社外取締役独立委員会委員
海堀　周造

指名委員会委員  
報酬委員会委員 
社外取締役独立委員会委員
村田　隆一

監査委員会委員長 
社外取締役独立委員会委員
内山　英世

監査委員会委員
林　秀樹

代表執行役CEO
内藤　晴夫

代表執行役COO兼業界担当  
業界担当（兼）中国事業担当

（兼）データインテグリティ推進担当
岡田　安史

専務執行役 
ゼネラル カウンセル（兼）知的財産担当
高橋　健太

専務執行役 
チーフフィナンシャルオフィサー

（兼）チーフIRオフィサー
柳　良平

常務執行役 
チーフメディカルオフィサー

（兼）グローバルセーフティボード委員長
エドワード・スチュワート・ギリー

常務執行役 
EMEAリージョン プレジデント

（兼）Eisai Europe Ltd. Chairman & CEO
ガリー・ヘンドラー

常務執行役 
オンコロジービジネスグループ
プレジデント
井池　輝繁

常務執行役 
ニューロロジービジネスグループ プレジデント

（兼）アメリカスリージョン プレジデント
（兼）Eisai Inc. Chairman & CEO
アイヴァン・チャン

常務執行役 
エーザイ・ジャパン プレジデント
籔根　英典

常務執行役 
チーフクリニカルクオリティオフィサー

（兼）チーフプロダクトクオリティオフィサー
（兼）グローバル緊急対応担当
加藤　弘之

執行役 
オンコロジービジネスグループ
チーフメディスンクリエーションオフィサー

（兼）チーフディスカバリーオフィサー
大和　隆志

執行役 
ニューロロジービジネスグループ
チーフクリニカルオフィサー

（兼）チーフメディカルオフィサー
リン・クレイマー

執行役 
アジア・ラテンアメリカリージョン プレジデント
佐々木　小夜子

執行役 
チーフコンプライアンスオフィサー

（兼）内部統制担当
朝谷　純一

執行役 
Eisai Inc. President & COO
サジ・プロシダ

執行役 
ニューロロジービジネスグループ
チーフディスカバリーオフィサー
木村　禎治

執行役 
総務・環境安全担当

（兼）国内ネットワーク企業担当
宮島　 正行

執行役 
グローバルパートナーシップ
ディベロップメント特命担当
安野　達之

執行役 
衛材（中国）投資有限公司 総経理

（兼）衛材（中国）薬業有限公司 総経理
ヤンホイ・フェン

執行役 
エーザイデマンドチェーンシステムズ 
プレジデント
加藤　義輝

執行役 
チーフプランニングオフィサー
田中　光明

執行役 
コンシューマーhhc事業部 プレジデント

（兼）APIソリューション事業担当
金澤　昭兵

執行役 
コーポレートアフェアーズ担当

（兼）グローバルバリュー & アクセス担当
赤名　正臣

執行役 
チーフメディカルオフィサー ジャパン／アジア
小林　啓之

執行役 
メディスン開発センター長
中濱　明子

執行役 
チーフストラテジーオフィサー
長山　和正

執行役 
チーフタレントオフィサー
秋田　陽介

執行役 
チーフデータオフィサー（兼）筑波研究所長
塚原　克平

執行役 
エーザイ・ジャパン デピュティプレジデント
村山　弘幸

執行役 
チーフデジタルオフィサー

（兼）ディメンシア トータルインクルーシブ
エコシステム担当
内藤　景介
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創薬活動 生産活動 マーケティング活動
ビジネスの効率性・
生産性の向上
患者様貢献の
早期最大化
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＊下記契約内容は2019年6月末時点の情報

グローバルに多岐にわたるパートナーシップの活用により、
ビジネスの効率性・生産性を向上し、患者様貢献の早期最大化をめざす

パートナーシップ
社会・関係資本

神経領域でのイノベーション創出に向けたパートナーシップ
パートナー 製品/化合物 地域 提携内容

Arena Pharmaceuticals, Inc. （米国） 肥満症治療剤「BELVIQ®」、
「BELVIQ XR®」 グローバル

2013年11月に締結した独占的商業化
に関するライセンス契約の変更につい
て、2016年12月に合意。本契約変更
に基づき、Arena Pharmaceuticals, 
Inc. が保有する 「BELVIQ®」の開発お
よび販売に関する全ての権利を獲得

BIAL-Portela & Ca., S.A.（ポルトガル） 抗てんかん剤「Zebinix®」 欧州 販売ライセンスおよび共同販促

BioArctic AB（スウェーデン） 抗アミロイドベータ(Aβ)プロトフィ
ブリル抗体「BAN2401」 グローバル 研究・開発・製造・販売に関する

独占的ライセンス契約

Biogen Inc. (米国)

抗Aβプロトフィブリル抗体
「BAN2401」
BACE阻害剤「エレンベセスタット」
抗Aβ抗体「アデュカヌマブ」

グローバル
共同開発・共同販促

抗タウ抗体「BIIB076」 共同開発・共同販促に関する
オプション権の取得

多発性硬化症治療剤
「Avonex® （アボネックス®)」
「Tysabri® （タイサブリ®)」
「Tecfidera® （テクフィデラ®)」

日本 Biogenが訪問していない施設に対す
る共同販促

上記３製品と「Plegridy®」 アジア（中国除く） 販売契約

CY Biotech (台湾） 肥満症治療剤「BELVIQ®」、
「BELVIQ XR®」 中国（香港、マカオ含む） 独占的な開発および販売権を付与

大日本住友製薬株式会社（日本） 抗てんかん剤「Zonegran®」 欧州・アジア 製造・販売に関するライセンス契約

Eurofarma Laboratórios S.A. (ブラジル） 肥満症治療剤「BELVIQ®」、
「BELVIQ XR®」

ラテンアメリカおよび
カリブ海域の17カ国
およびブラジル

独占的な開発および販売権を付与

Meiji Seikaファルマ株式会社(日本) パーキンソン病治療剤
「サフィナミド」 日本・アジア 商業化に関するライセンス契約

Novartis AG（スイス） 抗てんかん剤
「イノベロン®/Banzel®」 グローバル 開発および製造・販売に関する

ライセンス契約

Pfizer Inc.(米国） 疼痛治療剤「リリカ®」 日本 共同販促

Sunovion Pharmaceuticals Inc.(米国） 不眠症治療剤「ルネスタ®」 日本 独占的な開発および販売に関する
ライセンス契約

シスメックス株式会社（日本） — — 認知症領域に関する新たな診断薬
創出に向けた非独占的包括契約

慶應義塾大学 (日本） — — 認知症における新薬の探索・開発に
関する新たな共同研究の実施

ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン（英国） — — 神経疾患の新規治療法の開発に向けた
創薬研究で提携

製薬バリューチェーンにおけるパートナーシップの主な意義

◦�様々な経験やノウハウを有
するパートナーとの共同開発
による開発の成功確率向上
と加速、ならびに経験知の
蓄積

◦�有望な化合物の開発に関す
る権利の獲得による新たな
成長機会の創出

◦�パートナーとの按分による�
開発費用の効率化

◦�パートナーとの戦略提携に�
伴う製品供給量・地域の
拡 大による自社 工 場 の 
稼働率の向上

◦�自社工場のみならず�
パートナーが保有する�
製造技術や設備を活用�
した最適な供給体制の�
構築

◦�様々な経験やノウハウを有
するパートナーとの共同販
促による製品の成長加速と
経験知の蓄積
◦�有望な製品の販売に関する
権利の獲得による新たな
成長機会の創出
◦�販売地域の拡大による�

患者様アクセスの向上
◦�パートナーとの按分による�

商業化費用の効率化
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がん領域でのイノベーション創出に向けたパートナーシップ
パートナー 製品/化合物 地域 提携内容

Bristol-Myers Squibb (米国)
H3 Biomedicine, Inc.の
RNA スプライシングプラット
フォームを活用した免疫療法

—
エーザイの米国研究子会社であるH3 Biomedicine, Inc.の 
RNAスプライシングプラットフォームを用いた
新規治療法の開発について、複数年にわたる共同研究

Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. 抗がん剤「E7777」 グローバル（日本と
アジアを除く） 独占的な開発および販売権を譲渡

Epizyme, Inc.(米国） 抗がん剤「E7438」
日本 開発・商業化

アジア 優先交渉権に関する提携

Merck & Co., Inc., Kenilworth, 
N.J., U.S.A. (米国） 抗がん剤「レンビマ®」 グローバル

単剤療法ならびに抗PD-1抗体「キイトルーダ®」との
併用療法について、複数のがん種に対する
共同開発・共同販促の実施

小野薬品工業株式会社（日本）
抗がん剤「レンビマ®」 日本 肝細胞がんに対する「オプジーボ®」との併用療法に関する

開発提携契約を締結
抗がん剤「エリブリン」
リポソーム製剤 日本 「オプジーボ®」との併用療法に関する開発提携契約を締結

株式会社PRISM BioLab (日本） CBP/βカテニン阻害剤「E7386」 グローバル 共同研究開発

シンバイオ製薬株式会社（日本） 抗がん剤「トレアキシン®/
Symbenda®」

日本 共同開発および販売に係る独占的ライセンス契約

シンガポール・韓国 開発・販売に係る独占的ライセンス契約

その他の領域（消化器領域など）でのイノベーション創出に向けたパートナーシップ
パートナー 製品/化合物 地域 提携内容

AbbVie Deutschland GmbH & Co. 
KG(ドイツ）

ヒト型抗ヒトTNFα
モノクローナル抗体「ヒュミラ®」 日本・台湾・韓国

・開発、販売、および共同販促契約
・ 消化器疾患領域の適応症（潰瘍性大腸炎、 

クローン病、腸管型ベーチェット病）については、 
ＥＡファーマ株式会社とアッヴィ合同会社が 
共同プロモーションを実施

味の素株式会社（日本） — 日本
エーザイの消化器疾患領域事業と味の素製薬株式会
社の統合（吸収分割）に関する統合契約（ＥＡファーマ 
株式会社を設立）

株式会社ミノファーゲン製薬（日本）
肝臓疾患用剤・アレルギー用薬

「強力ネオミノファーゲンシー®」/
「グリチロン®」

日本および
ユーロアジア地域 未発売国における独占的な開発・販売権

中国を含む
ユーロアジア地域

既販売国における独占的な販売権の
優先交渉権取得のライセンス契約

佐藤製薬株式会社（日本）
株式会社セレンファーマ（日本）

新規経口抗真菌剤
「ネイリン®カプセル100㎎」 日本 佐藤製薬株式会社とエーザイの共同プロモーション

富士フィルム富山化学株式会社（日本）抗リウマチ剤「ケアラム®」 日本 共同開発・販売提携

新しいビジネスモデル構築に向けたパートナーシップ
パートナー 地域 提携内容

Grupo Biotoscana（ウルグアイ） 中南米 抗がん剤「ハラヴェン ®」「レンビマ ®」、抗てんかん剤「フィコンパ ®」「イノベロン ®」
の承認申請および販売に関する独占的ライセンス契約

日医工株式会社（日本） 日本
・エルメッドエーザイ株式会社の全株式の段階的譲渡（2019年4月完了）
・領域エコシステムの構築に向けた協業ならびにエーザイがインド・バイザッグ工場を 

中心に推進する医薬品原薬事業における提携に関する戦略提携

医薬品アクセス拡大に向けたパートナーシップ
パートナー 提携内容

Access Accelerated 低所得国・低中所得国における非感染性疾患の予防、治療およびケアの推進を目的とした
マルチステークホルダーズによるグローバルパートナーシップ

ビル＆メリンダ・ゲイツ財団（米国） フィラリア成虫駆虫薬、結核治療薬の開発コンソーシアム

ブロード研究所（米国） シャーガス病、マラリアおよび結核に対する新規治療薬開発に向けた共同研究

コロラド州立大学（米国）、シカゴ大学（米国） ブロード研究所の化合物ライブラリーを用いた新規結核治療薬の開発に向けた共同研究

Drugs for Neglected Diseases initiative（DNDi）
（スイス）

1. シャーガス病および真菌性菌腫の新薬開発に関する提携およびライセンス契約
2.  リーシュマニア症とシャーガス病の新薬開発をめざしたコンソーシアム 

「顧みられない熱帯病に対する創薬ブースター」への参画
グローバルヘルス技術振興基金（GHIT Fund）（日本）開発途上国特有の感染症の新薬創出における日本の貢献を支援する官民パートナーシップ

ケンタッキー大学（米国） 新規抗マラリア薬開発をめざす共同研究

リバプール熱帯医学校（英国）、リバプール大学（英国）ボルバキア菌阻害剤（新規フィラリア駆虫薬）創出、および新規抗マラリア薬開発に向けた共同研究

Macrofilaricide Drug Accelerator フィラリア症（特に河川盲目症）の治療薬開発をめざしたパートナーシップへの参画

Medicines for Malaria Venture（MMV）（スイス） 新規抗マラリア薬開発に向けた共同研究契約

オズワルドクルス財団（ブラジル） エーザイ創製化合物についてマラリアおよび顧みられない熱帯病の新薬開発をめざした
共同研究開発契約

セービンワクチン研究所（米国） シャーガス病に対する新規ワクチン開発をめざした共同研究契約

TBアライアンス（米国） 結核に対して効果的な治療法を見出すための協働

Tuberculosis Drug Accelerator（TBDA） 結核に対する革新的な創薬をめざす国際的パートナーシップへの参画

世界保健機関（WHO）（スイス） リンパ系フィラリア症治療薬「DEC錠」（ジエチルカルバマジン）の無償提供に関する契約、
およびリンパ系フィラリア症診断キットの無償提供に関するパートナーシップへの参画

世界知的所有権機関（WIPO）（スイス） 同機関が主催する、熱帯病などの新薬開発促進をめざしたコンソーシアムへの参画
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コンプライアンス・リスク管理

　エーザイは、合成ビタミンＥバルク製品に関するカルテルに関与があったとして、1999年に米国司法省
から訴追され、米国以外でも罰金や課徴金を科されました。エーザイでは、このビタミン訴訟の教訓から、
2000年度に本格的なコンプライアンスの推進活動をスタートしました。このコンプライアンス推進活動
は、国内外の弁護士やコンサルタント等社外専門家で組織されたコンプライアンス委員会による客観的なレ
ビューを定期的に受けています。

❶  行動規範やルールの整備およびコンプライアンス意識の 
醸成のための啓発活動

　エーザイでは、すべての役員および従業員へのコンプライ
アンス意識を醸成するため、エーザイネットワーク企業行動
憲章と行動指針をとりまとめた「コンプライアンス・ハンド
ブック」を作成しています。グループすべての役員および従業
員が母国語で理解できるよう、17カ国語で発行しています。
　また、すべての取引先とその従業員に期待する行動を記載
した「ビジネス・パートナーのための行動指針」を発行し、グ
ローバルに展開しています。
　加えて、すべての取締役および執行役を対象としたコンプ
ライアンス役員研修会をはじめとする多様な研修会、e-ラー
ニング、各部署内への研修用資材（ケーススタディ）配信など、
様々な媒体を駆使した教育研修を継続して実施しています。

❷ コンプライアンス・カウンターの活用
　コンプライアンス・カウンターは、エーザイネットワーク企業（ENW）における内部通報制度としての
窓口であり、日本、米国、欧州、中国、アジア等、グローバルに設置されています。また、各ENWの従
業員が本社のコンプライアンス・カウンターに直接連絡することも可能です。日本では、社外弁護士に
よる通報窓口や社外相談員が運営する相談・連絡窓口も設置し、コンプライアンスをさらに推進するた
めの環境を整備しています。
　エーザイでは、内部通報制度を有効に機能させる上で、できるだけ多くの相談や連絡を受けることが
重要と考えています。このため、コンプライアンス・カウンターでは、通報だけでなく、法令・ルー
ルの解釈や日々の活動に関する疑問などコンプライアンスに関するあらゆる相談を受け付けています。
2018年度は、本社だけでも年間500件近くの問い合わせを受領しました。

　エーザイでは、チーフコンプライアンスオフィサー兼内部統制担当執行役がコンプライアンス・リスク管理
推進部を指揮し、コンプライアンスとリスク管理を推進しています。コンプライアンスを「法令と倫理の遵守」
と定義して経営の根幹に据え、トップ・マネジメントによるメッセージ発信、行動規範やルールの整備、啓発
活動、研修体制や相談・連絡窓口の整備等からなるコンプライアンス・プログラムを推進しています。
　リスク管理については、リスクを「企業や組織の目的の達成を阻害する脅威または可能性のある事象」と定義
し、リスクを回避し、またはその影響を許容範囲に収めるため、内部統制の構築・整備、運用および内部監査
等を実践しています。

１．コンプライアンスの推進

コンプライアンスを「法令と倫理の遵守」と定義し、経営の根幹に据えて推進
リスクを許容範囲に管理するため、内部統制の構築・整備、運用および内部監査等を実践

コンプライアンス・ハンドブック

コンプライアンス役員研修会の様子
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❸ 贈収賄・汚職の防止
　エーザイは、すべてのENWにおいて贈収賄・汚職のない誠実なビジネス活動を推進するため、「ENW
贈収賄・汚職の防止に関するポリシー」を制定しています。このポリシーに基づき、新規に取引を予定し
ている企業より事前に贈収賄・汚職の可能性に関する質問書への回答を得るABAC （Anti-Bribery and 
Anti-Corruption: 増収賄・汚職の防止）デューディリジェンスシステムを導入しており、新規取引に伴
うリスクの低減に一定の成果を得ています。また、海外のENWにおいて、会計・財務データのモニタリ
ングにより不正の兆候を発見するシステムの導入に取り組んでいます。

　エーザイでは、会社法に基づき、取締役会が「執行役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制の
整備に関する規則」を制定し、すべての執行役が担当職務のリスクを識別し、内部統制を構築・整備、運用
することを定めています。これを受け、内部統制担当執行役が「ENW内部統制ポリシー」を定め、ENW全体
で内部統制の構築・整備、運用を推進し、リスクを許容範囲に管理すべく取り組んでいます。

❶ リスク管理体制とリスク対応の推進
　リスクマネジメント委員会では、内部統制担当執行役を
委員長とし、CSA（統制自己評価）を通じて全ての執行役と
組織長が識別した重要なリスクを一元管理しています。さ
らに、社外の企業不祥事等を常時監視することで自社の潜
在的な類似のリスクを早期に感知し、リスクの回避または
顕在化を防止する活動を通して、迅速なリスク対応を行っ
ています。

２．リスク管理の推進

優先的に対応大

小
低 中

発生可能性（頻度）
高

高リスク

中リスク

低リスク

高い

中インパクト
（影響度）

大きい
●リスクの重要度評価のイメージ

●エーザイのリスク管理体制

内部統制担当執行役

＜取締役会＞
・執行役の職務の執行の適正を確保するために必要な体制の整備に関する規則の制定
・執行役による内部統制の構築・整備、運用状況の監督

リスクマネジメント委員会
（委員長：内部統制担当執行役）コーポレートＩＡ部

報告

内部監査の実施

（社内、社外リスク情報の提供）

（※CSA：統制自己評価）

・重要リスク情報の一元管理
・執行役への提案、支援

内部統制の構築・整備、
運用の実行

内部統制の構築・整備、
運用の支援の実行
（CSA推進）

事務局

執行役 執行役 執行役

各部門、組織

コンプライアンス
リスク管理推進部

リスクマネジメント担当部署
CSA推進責任者／担当者
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❹ コンプライアンスに則ったプロモーションと情報開示
　エーザイは、グローバルにコンプライアンスに則ったプロモーション活動を行っています。また、企
業活動が高い倫理性のもとに行われていることを広く社会にご理解いただくため、日本製薬工業協会（製
薬協）や各国で定める法令・ガイドラインに則り、医療機関等および患者団体に対する支払いをコーポレー
トサイト等にて公開しています。



リスク項目 リスクの概要 リスクへの対応状況
製品の安全性および品質に
関するリスク

使用する原材料、製造プロセス等、
何らかの原因で製品の安全性お
よび品質に懸念が発生した場合
に患者様の健康や製品の安定供
給へ影響を及ぼす可能性や、製
品の回収、販売の停止など業績
へ影響を及ぼす可能性

▶ P.86（製品の品質保証・安定供給）をご参照く
ださい。

医薬品の安全管理（副作用情
報等の管理）に関するリスク

当社には、製品に関するすべて
の有害事象や安全性に関する情
報について、科学的に評価し規
制当局へ報告する義務があり、
これらの安全性監視活動や安全
性情報の伝達に不備があること
によって、患者様の健康に影響
を及ぼす可能性

▶ P.87（製品の安全性マネジメント）をご参照くだ
さい。

海外展開におけるリスク グローバルに事業活動を展開す
る上での法的規制、政情不安や
事業環境の不確実性により、当
該国における収益が当初の見込
みを達成できない可能性

•  海外の重要拠点に執行役を配置し、重要な情
報を直ちに把握・共有・対応できる体制を構築

•  グローバルなリスクマネジメント活動により業務
遂行上のリスクを低減するとともに、リスクが顕
在化した場合の対応手続きを整備

外部への業務委託に関する
リスク

業務委託先の操業停止、提供さ
れる研究結果や製造物等に問題
が発生した場合、当社の操業や
業績に重要な影響を及ぼす可能
性

•  業務委託先選定時の適格性の調査や認定、業
務委託中の定期的な監査等により、委託先が
遂行する業務の適切性を確認

•  バックアップ体制等により、リスクが顕在化した
場合への対応を整備
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❹ 重要なリスクと対応の状況
　エーザイの事業活動に重要な影響を及ぼす可能性がある主なリスクとその対応状況は次の通りです。
ここに記載したリスクは、リスク評価で重要度が高いと評価したものの中から一部を抜粋したものです。

❸ 国際基準に基づいた内部監査活動
　内部監査は、監査委員会の監査や会計監査とは異なる任意の監査です。エーザイは、グローバルに内
部監査を実施しています。内部監査では、各執行役の業務執行が適正かつ効率的に実施されていることを、
独立的かつ客観的に評価し、その結果を執行役会および監査委員会へ報告しています。
　なお、内部監査部門はグローバルスタンダードに対応した高品質な監査を確保するため、社外有識者
で構成された外部評価委員会により、IIA（The Institute of Internal Auditors:内部監査人協会、本部米国）
の国際基準に沿った評価を受けています。

❷ CSA（Control Self-Assessment：統制自己評価）
　エーザイではリスク管理のツールの一つとして、CSAを実施しています。CSA活動では、毎年、ENW
のすべての組織長が自組織で抱えるリスクについて評価・識別を行い、ワークショップ等を通じて識別
されたリスクへの対応を進めています。
　また、執行役による重要リスクの識別を通して全社的な重要リスクを把握するとともに、リスク対応
の実施状況のフォローを行うことでリスク管理の実効性を高めています。



会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

リスク項目 リスクの概要 リスクへの対応状況
情報管理に関するリスク 技術上または営業上重要な秘密

情報、当社が保有する個人情報
等の社外流出が、当社の競争力
や信用への影響、関係ステーク
ホルダーズに不利益を及ぼす可
能性

• 秘密情報に関する社内規則の制定および研修
の継続的な実施

• 個人情報保護体制の整備・運用

財務報告に関するリスク 誤った財務報告により、多くのス
テークホルダーズに対し不測の損
害を与えるだけでなく、当社に対
する信頼を著しく失墜させる可能
性

金融商品取引法にもとづく財務報告に係る内部統
制の評価および監査の基準ならびに実施基準に
準拠し、財務報告に係る有効な内部統制システム
を整備し、適正な運用を推進

金融市況および為替の動向
に関するリスク

輸出入等の外貨建取引および海
外の連結子会社業績の円換算に
おける外国為替変動、株式市況
の低迷による市場性のある保有
株式等の売却損や評価損、金利
動向による退職給付債務の増加
が、業績に重要な影響を及ぼす
可能性

•  金融市況および為替の動向を常に把握し、業
績への影響を検討

•  金融資産に関しては、保有の意義等の定期的
な見直しと最適化を推進

•  為替の影響に関しては、当社グループの取引
状況および事業活動の状況を踏まえ、為替ヘッ
ジやネッティング等を活用し、リスクの低減を推
進

環境に関するリスク 当社グループの事業所が環境汚
染の原因となった場合、周辺地
域や環境へ重大な影響、事業所
の閉鎖等の法的処置、環境改善
および周辺地域への補償等によ
り業績に重要な影響を及ぼす可
能性

• 社内指針を定めるとともに、全社環境安全委員
会にて環境保全に関連した重要事項を審議・決
定

• 各事業所では、ISO14001の取得など、独自
のマネジメント体制にて環境活動を推進

工場の閉鎖または操業停止
のリスク

技術上の問題、使用原材料の供
給停止、インフルエンザ等のパン
デミック、火災、地震、その他
の災害等のため、工場が閉鎖ま
たは操業停止となり、製品の供
給が妨げられ、業績に重要な影
響を及ぼす可能性

• 製造委託先および原材料供給メーカーの定期的
な評価、ならびに原材料や製品の適正在庫の
維持等により、製品供給に関するリスクの低減
を推進

• 各種災害の備えに万全を期すとともに、事業継
続または早期復旧・再開をはかるため、「事業
継続計画」を各部門で策定、実行し、計画の実
効性を高めるために定期的に見直しを実施

災害等に関するリスク 地震、台風等の自然災害および
火災等の事故災害等による事業
所・営業所等が大規模な被害が、
当社グループの活動に影響を及
ぼす可能性

各種災害の備えに万全を期すとともに、事業継続
または早期復旧・再開をはかるための事業継続計
画を各部門で策定、実行し、計画の実効性を高
めるために定期的に見直しを実施
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安定供給
　エーザイは、世界の主要地域に自社工場を9サイ
ト保有しており、各地域からタイムリーな製品供給
を各市場で行える体制を整えています。また、自然
災害、事故、テロなど、いかなるリスクが発生した
場合においても確実な安定供給を確保すべく、事業
継続計画書（BCP）を定めています。万一、大規模地
震が発生した場合においても、常に適切な製品在庫
を確保することで、速やかに工場の再稼働をはかり、
製品の安定供給を継続します。加えて、特定の製品、
特に緊急・重要性の高い製品を中心として、緊急時
に代替稼働が可能なバックアップサイトを確保する
取り組みも行っています。

品質保証活動
　エーザイは、世界のいかなる国と地域においても、
安心してご使用いただける医薬品の供給を可能とす
る品質保証活動を展開しています。グローバルに統
一されたGMP（製造管理および品質管理に関する基
準）による製造段階での品質管理を行うと同時に、流
通段階での品質確保にも注力しています。

偽造医薬品への対応
　医薬品の開発ならびに流通のグローバル化が著し
く加速する中、世界各国で偽造医薬品のリスクが高
まっています。エーザイでは、医薬品が安全かつ確
実に患者様に届くよう、規制当局・業界他社および
業界団体と連携して偽造医薬品・違法流通の監視や
発生防止対策に積極的に取り組んでいます。具体的
な事例が検知された場合には、プロダクトセキュリ
ティー執行委員会を中心に、調査、法的措置、安定
供給の確保など、迅速な対応を行っています。
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製品の品質保証・安定供給

医薬品を待つ世界中の患者様のために、
高品質な製品を安定供給する使命と責任を果たす

製造資本

●各工場の機能と主要製造品目一覧表

工場 原薬 製剤 包装 主な製造品所在国
鹿島

日本
○ レンビマⓇ、ハラヴェンⓇ、フィコンパⓇ

川島 ○ ○ レンビマⓇ、フィコンパⓇ、ルネスタⓇ

福島（EAファーマ） ○ ○ エレンタールⓇ、モビプレップⓇ

蘇州
中国

○ ○ メチコバールⓇ、アリセプトⓇ、
メリスロンⓇ

本渓 ○ ○ ○ トランスファーファクター ＊

ボゴール インドネシア ○ ○ パリエットⓇ、アリセプトⓇ、
メチコバールⓇ

バイザッグ インド ○ ○ ○ ワーファリンⓇ、ジエチルカルバマジン
（DEC錠）、ジェネリック向けの原薬

ハットフィールド 英国 ○ ○ レンビマⓇ、ハラヴェンⓇ、フィコンパⓇ

ボルチモア 米国 ○ ○ ギリアデルⓇ

＊ 中国語製品名：转移因子口服溶液

BELVIQ®の偽造医薬品（左：本物、右：偽造医薬品）

本物
偽造
医薬品



データインテグリティ確保への取り組みの強化
　データインテグリティとは、「データの完全性」を
意味します。研究開発型製薬企業にとって、研究デー
タや生産データ等のインテグリティの確保は極めて
重要であり、エーザイも取り組みを強化しています。
2017年度から、国内外の重要データに携わる3,000
人超の社員を対象とした研修を継続して実施してい
ます。各部門の独自ケースの提示やグローバル共通
のテーマにおけるディスカッション形式を取り入れ
るなど、研修内容の充実が図られています。さらに、
2018年1月にはデータインテグリティ確保への取り
組みを強化する新体制も発足しています。

エーザイhhcホットライン
　患者様・生活者そして医療関係者の皆様方に対して、
エーザイ製品を使用する上での不安を解消し、適正
使用のための正確な情報をお伝えするため、「エーザ
イhhcホットライン」では365日フリーダイヤルで日
本でのお問い合わせに対応しています。
　お問い合わせやご意見は貴重な情報として社内で
共有し、製品開発、改善、情報およびサービスの提
供に活用しています。

安全性情報管理
　医薬品は、リスクとベネフィットを正しく理解し
た上で適正に使用されることにより、その価値を最
大限に発揮することができます。エーザイでは、医
薬品の開発早期段階から市販後までを通して、製品
の安全性情報を世界中で絶えず収集・評価し、グロー
バルに統一して管理しています。2018年度は、約3
万件の安全性情報を集積し、製品情報のアップデー
トに役立てました。これらを医療関係者の皆様や患
者様などにタイムリーに提供することで、世界中で
エーザイ製品の適正使用を推進しています。

安全性マネジメントの取り組み
　安全性情報の集計・分析・評価では、必要に応じ
て社外の臨床医師の助言を得ることで、公正性と中
立性を確保しています。また、リスク最小化に向け
た情報提供では、製品毎にリスクを特定し、各国の
規制当局と相談しながら継続的に行っています。
　日本では、2018年3月の抗がん剤「レンビマ®」の
肝細胞がんに係る適応追加に伴い作成した適正使用
ガイドで、肝性脳症のリスク軽減策を提案しました。
その後、新たにリスクとして特定された気胸や間質
性肺炎に対しても、リスク最小化のための資材を作
成し、医療現場での有害事象マネジメントに貢献し
ています。
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製品の安全性マネジメント

適正使用の推進により
医薬品の価値を最大限に発揮する
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●CO2排出量＊4／売上収益

　エーザイでは、気候変動問題解決に向け低炭素社会
形成の取り組みを進めています。取り組みの１つとして、
2030年度に向けた科学的根拠に基づく温室効果ガ
ス削減目標を設定し、2019年5月にScience Based 
Targets（SBT）イニシアチブ＊1から承認を得ました。

また、エーザイ株式会社として日本製薬団体連合
会の低炭素社会実行計画に参画しており、国内グ
ループのCO2排出量を2020年度までに2005年度比
で23％削減する目標も着実に遂行してきました。国
内CO2排出量の2018年度実績は、2005年度比で
36.4％削減＊2を達成しています。

　「廃棄物発生量削減、リサイクル率向上、最終埋立
量の削減」を目標に掲げ廃棄物処理を進めており、分
別廃棄の徹底やより優良な処理委託業者の選定も適宜
行っています。また、有価売却を伴うリサイクル処理
に取り組むなど、処理コストの削減も進めています。

低炭素社会形成への取り組み
バリューチェーン全体のCO2排出量を2030年度までに2016年度比で30%削減する

循環型社会形成への取り組み
国内でゼロエミッションを11年連続で達成
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自然資本

地球環境に配慮した事業活動

　エーザイでは、地球環境との調和をめざした事業活動を展開しています。「エーザイ・ネットワーク企業
（ENW）環境方針」に基づき、全社員が環境保全の重要性を認識し、環境面からも社会的課題の解決に努めて
います。世界各国への事業活動拡大を推進する中、ビジネスの各段階において環境負荷低減に努め、社会的
責任を果たしていきます。

＊1  環境分野に関わる情報開示プログラムを運営する国際NGOであるCDP、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界自然保護基金（WWF）、および世界資源研究所（WRI）に
よる国際的な共同イニシアチブ

＊2  電気使用に基づく炭素排出係数をグループ目標の評価に使用する0.367t-CO2/MWhとした場合
＊3  海外オフィスの活動および営業用車両由来の排出を除いています。2011年度よりボルチモア工場を加えて再算出しました。 

海外事業所のCO2の排出量は、International Energy Agencyの「CO2 Emissions from Fuel Combustion (2017 Edition)」に基づいて計算しています。
＊4  グローバルCO2排出量（CO2/t）／連結売上収益（百万円） にて算出。

●グローバルCO2排出量＊3
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●国内における廃棄物発生量と最終埋立率の推移
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・  温室効果ガスの排出量（スコープ1＋2）を2030年
度までに2016年度から30％削減する

・  温室効果ガスの排出量（スコープ3のうち購入した
製品・サービスに基づく排出量）を2030年度まで
に2016年度から30％削減する

スコープ1: 化石燃料使用により、大気中へ放出された温室効果
ガス直接排出量

スコープ2: 他者から供給を受けた電気、蒸気の利用に伴う温室
効果ガス間接排出量

スコープ3: サプライチェーンにおける自社を除く間接的な温室効
果ガス排出量



　エーザイでは、2019年6月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」＊5の提言への賛同を表明
しました。今後、TCFDのフレームワークを活用し、中長期における気候変動の事業への影響を的確に捉え
ることで、リスク低減と機会創出に効果的に取り組んでまいります。

ガバナンス
　環境保全に関連した重要事項の審議・決定を行うために、全社環境安全委員会を設置しています。さら
に、気候関連リスク・機会に関しては、総務・環境安全担当執行役を総責任者とする組織横断型のプロジェ
クトを立ち上げ、対応を行っています。

戦略
　エーザイは気候関連リスクと機会は戦略策定において考慮すべき重要な要素であると認識しています。
WHOでは、気候変動により感染症が増加すると予測しており、エーザイではマラリアや顧みられない熱帯
病（NTDs）に対する医薬品の開発を進めています。

リスク管理
　エーザイでは、中長期的な気候変動が事業に影響を与えるリスクの分析を開始しました。今後、従来の
リスク管理活動（CSA：統制自己評価）に加えて、気候関連リスクもリスクマネジメント委員会で一元管理
していく予定です。

指標と目標
　気候関連の指標と目標は、「低炭素社会形成への取り組み」に示した通りです。
＊5  TCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures）は、G20の財務大臣・中央銀行総裁からの要請を受け金融安定理事会（FSB）の下に設置された、民間主導

による気候関連財務情報の開示に関するタスクフォースです。気候変動がもたらす「リスク」及び「機会」の財務的影響を把握し、開示することを狙いとした提言を公表しています。

気候関連リスクへのレジリエンス向上　TCFDフレームワークを活用した気候変動による影響の分析

CDP気候変動レポート2018で「B」に認定、WWFジャパンの企業温暖化ランキングで3位を獲得

主な気候関連リスク・機会 対応策

物理的
リスク

自然災害の増加による生産活動及び調達活動への障害 事業所、調達先のリスク分析、強靭性対策を推進
自然災害によるヘルスケアニーズの高まりと生産活動
の障害が同時に起こった場合の医薬品の供給不足

非常時の安定供給体制を強化
＊詳細は86ページをご覧ください

移行
リスク

燃料、電力等の価格上昇による製造原価、物流コスト上昇 再生可能エネルギー利用拡大等により影響を最小化
環境規制の強化による工場及び調達先の操業への影
響

将来の環境規制を見据えた工場及び調達先の環境管
理の強化

環境要請の高まりへの対応が遅れた場合の機会損失 SBT達成に向けた着実な温室効果ガス排出削減の推進
＊詳細は88ページをご覧ください

機会

気候変動に伴うヘルスケアニーズの高まりへの対応に
よる市場機会の獲得

マラリア、NTDsに対する医薬品の開発
＊詳細は38-41ページをご覧ください

環境配慮を通じた外部からの評価の向上

環境配慮の推進、地域との共生
川島工園及び内藤記念くすり博物館では、枯渇植物の
保護等生物多様性の保全に努めています。

＊内藤記念くすり博物館の詳細はこちらをご参照ください
▶ http://www.eisai.co.jp/museum/index.html
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　エーザイは、CDP＊6の評価システムにおいて、2018年「マネジメント」レベル
の「B」と認定され、高評価を獲得しました。日本のヘルスケアセクターでリーダー
シップレベル（A）は1社、マネジメントレベル（B）はエーザイを含む3社でした。
＊6  ロンドンに拠点を置く非営利団体（旧名称：カーボン・ディスクロージャー・プロジェクト）。主要国の時価総額の上位企業に気候変動・水・

森林に関する情報開示を求め、回答を分析・評価して、投資家や企業、政府に開示しています。CDPの評価システムでは、それぞ
れの企業の環境管理活動の実施状況が8段階のスコア（「A」、「A-」〜「D」、「D-」）で評価され、「リーダーシップ」「マネジメント」「認識」「情報開示」の4つのレベルで示されます。

　また、公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）＊7が2018年6月に発表した、企業の温暖
化対策ランキング「医薬品」編において、エーザイは国内医薬品メーカーの中で3位を獲得しました。
＊7  WWFは、世界最大規模の自然環境保護団体です。WWFジャパンは、日本企業の温暖化への取り組みを促すために2014年から業種別の温暖化対策ランキングを発表しています。

環境活動のより詳細な情報は、『環境報告』をご参照ください。▶ https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/index.html

「企業の温暖化対策ランキング―医薬品」の詳細については右記のサイトをご参照ください。▶ https://www.wwf.or.jp/activities/activity/3630.html

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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SDGsの達成に向けた主な取り組み

国連グローバル・コンパクト（UNGC）への取り組み

90

持続可能な開発目標（SDGs）と
国連グローバル・コンパクトへの取り組み

4分野10原則 取り組み状況

人権 原則1 人権擁護の支持と尊重
原則2 人権侵害への非加担

2019年3月に「エーザイネットワーク（ENW）人権方針」を制定し、
ENW全社員と共有するとともに、ウェブサイトにて社外に開示しました。
また、ENW企業行動憲章に、いかなる国や地域において事業を展開
する場合にも、人権を尊重し、児童労働、強制労働、人身取引など
は許さないことを定めており、グローバル社員全体で共有しています。
＊詳細は91ページをご覧ください。

労働

原則3 結社の自由と団体交渉権の承認
原則4 強制労働の排除
原則5 児童労働の実効的な廃止
原則6 雇用と職業の差別撤廃

環境
原則7 環境問題の予防的アプローチ
原則8 環境に対する責任のイニシアティブ
原則9 環境にやさしい技術の開発と普及

低炭素社会や循環型社会の形成に取り組んでいます。
＊詳細は88-89ページをご覧ください。
＊より詳細な情報は、『環境報告』をご参照ください。
▶ https://www.eisai.co.jp/ir/library/annual/index.html

腐敗防止

原則10  強要や賄賂を含むあらゆる形態の
腐敗防止の取組み

誠実なビジネス活動を目的として、「ENW贈収賄・汚職の防止に関す
るポリシー」を定めています。また、新規取引を予定する企業に対して、
事前チェックシステムを導入しています。贈収賄・汚職の防止に関連し
たe-ラーニングを行い、従業員への教育浸透に努めました。
＊詳細は83ページをご覧ください。

エーザイは、地球環境（E）や社会的課題（S）の解決に向けて、充実したガバナンス(G)のもとで積極的に取
り組み、持続可能な社会への貢献をめざしています。当社の企業理念であるhhcの実現に向けた日々の企業
活動を展開する中で、ESGに対する取り組みを強化しています。これらの取り組みは、当社の非財務資本の
充実のみならず、国連が掲げた�「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable�Development�Goals）」の達成
に繋がると考えています。国連グローバル・コンパクトへの貢献を通じて、活動の発展に取り組んでいます。

エーザイは、2017年12月にUNGCの支持を表明しました。「人権」「労働」「環境」「腐敗防止」か
らなる10原則に則り、国際社会における責任を果たしていきます。

3．健康と福祉
● 革新的な医薬品の創出（42-47、50-61、99-101ページ）
● 医薬品の提供にとどまらないソリューションの提供（48-49ページ）
● 開発途上国に蔓延する顧みられない熱帯病（NTDs）の制圧に向けた取り組み（18、38-41ページ）

　・リンパ系フィラリア症の制圧に向けて、「DEC錠」（ジエチルカルバマジン）を「プライス・ゼロ
（無償）」で提供

　・開発途上国などの貧困層で広く蔓延しているシャーガス病、フィラリア症、リーシュマニア症、
菌腫（マイセトーマ）およびマラリア、結核の新薬創出への取り組み

1．貧困の撲滅
● 開発途上国・新興国への医薬品アクセス向上への取り組みを通じて、健康福祉の向上、中間所

得層の拡大による経済成長への貢献をめざす（18ページ）

10．不平等の是正
● 開発途上国・新興国において、エーザイ製品を購入しやすい価格（アフォーダブルプライシング）で提

供（18、40-41ページ）

17．パートナーシップ
● 重点領域でのイノベーション創出や医薬品アクセスの拡大に向けた企業、国連機関、非営利組

織、研究機関、アカデミア等とのパートナーシップ（9、15-18、80-81ページ）
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エーザイは、企業理念の実現に向けて事業を持続的に発展させる上で、すべての事業活動が人権の尊重を
基盤として行われることが不可欠と考えています。ビジネス活動のグローバルな社内規範である「エーザイ
ネットワーク（ENW）企業行動憲章」には、いかなる国や地域において事業活動を展開する場合にも人権を
尊重することが明示されています。
ENW企業行動憲章を補完し、企業の人権尊重責任を果たすためにエーザイが取り組むべき具体的な方針
を示すため、2019年3月「ENW人権方針」を制定しました。本方針は、執行役会の承認と取締役会の了承
を得て発効されています。

国際社会では、企業に対し企業内の人権尊重にとどまらず、サプライチェーンにおいても取引先による人
権侵害を防ぐ加担防止の努力が求められています。ENW人権方針では、国際的に人権ガイドラインとして
認知されている国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権デューディリジェンスを実施し、事
業活動全般において継続して人権尊重の責任を果たしていくことを表明しています。
＊ENW人権方針はこちらをご参照ください。
▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/employee/human_rights/pdf/Human%20Rights%20Policy_J.pdf

2018年度は、医薬品業界におけるこれまでの人権問題の発生事例などから、人権問題の発生可能性とそ
の影響度を指標にして、リスク評価を行いました。その結果、６つの課題をエーザイの事業活動に関係す
る重要度の高い人権課題として抽出しました。これらの課題について、関連業務組織が潜在的な影響のリ
スク評価を行い、公表されている先行好事例とのギャップ分析を行いました。ギャップ分析の結果をもとに、
リスクの大きい課題から優先して取り組み、負の影響の発生を防止・軽減する措置の実施、取組効果の追跡、
結果開示を行っていきます。2019年度は、サプライチェーンにおける人権を優先的に取り組む課題に取り
上げ、デューディリジェンスを実施していくことを計画しています。

人権尊重責任を果たすためには、人権の尊重の精神が社内全体に浸透し、企業文化として定着させていく
ことが重要と認識しています。2018年度は、ENW企業を対象として、各事業所、組織長研修、新人研修
などで人権啓発研修を34回開催し、5,686名が参加しました。また、コンプライアンスe-ラーニング、「人
権の広場」の電子配信、人権標語募集などの啓発活動を実施しています。2019年度は、従来の教育・研修
内容に加え、ENW人権方針とグローバルな人権基準の理解浸透を目的としたプログラムを計画しています。
＊人権に関する取り組みの詳細はこちらをご参照ください。
▶ https://www.eisai.co.jp/sustainability/employee/human_rights/index.html

ENW人権方針

課題の把握と人権デューディリジェンス

教育・研修

ENW人権方針の項目

1.�人権尊重への考え方
2.�人権デューディリジェンス
3.�人権尊重への取組み
4.�ステークホルダーエンゲージメント

5.�教育・研修
6.�救済措置
7.�開示

事業に関係の深い重要な人権課題

◆�倫理的なマーケティング
◆�医薬品アクセス
◆�患者様の人権

◆�臨床試験参加者の人権
◆�製品の安全性・品質
◆�サプライヤーを含む取引先の人権
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がん領域　 2018年度 売上収益 1,209億円（前期比 96%、連結売上収益構成比 18.8％）

　自社創製のメコバラミン（生体内補酵素型ビタミンB12）製剤であ
り、傷ついた末梢神経を修復する作用があります。末梢性神経障
害治療剤として日本やアジアで広く使われています。
　日本では売上収益は減少していますが、中国・アジアでは売上
収益は拡大しています。

メチコバールⓇ（一般名：メコバラミン） 自社品
末梢性神経障害治療剤
2018年度 売上収益 393億円（前期比 98％）

　自社創製の認知症治療剤です。神経伝達物質アセチルコリンの
分解酵素を阻害し、アルツハイマー型認知症の症状の進行を抑制
します。世界100カ国以上で承認されています。日本・フィリピン・
タイにおいてはレビー小体型認知症の適応も取得しています。
　日本ではジェネ
リック品の拡大な
どにより売上収益
は減少しています
が、中国・アジアで
は売上収益は拡大
しています。

アリセプトⓇ（一般名：ドネぺジル） 自社品
アルツハイマー型、レビー小体型認知症治療剤
2018年度 売上収益 402億円（前期比 91％）

神経領域　 2018年度 売上収益 1,774億円   
（前期比 104%、連結売上収益構成比 27.6％）

　自社創製の新規結合型選択的チロシンキナーゼ阻害剤です。甲
状腺がんに係る適応で55カ国以上、腎細胞がんに対するエベロリ
ムスとの併用療法に係る適応で50カ国以上、肝細胞がんに係る適
応で50カ国以上で承認を取得しています（欧州での腎細胞がんに係
る製品名：「KisplyxⓇ」）。
　グローバルに売上収益
が順調に拡大しています。

レンビマⓇ（一般名：レンバチニブ） 自社品
抗がん剤／分子標的治療薬
2018年度 売上収益 626億円（前期比 194%）

　自社創製の抗がん剤です。クロイソカイメン由来のハリコンド
リンＢの合成類縁体で、微小管の伸長を
阻害し細胞周期を停止させることで抗腫
瘍活性を示します。70カ国以上で乳が
んに係る承認を取得しています。また、
60カ国以上において脂肪肉腫（日本では
悪性軟部腫瘍）に係る適応追加の承認を
取得しています。
　2018年度においては、グローバルに
売上収益が伸長しました。

ハラヴェンⓇ（一般名：エリブリン） 自社品
抗がん剤／微小管ダイナミクス阻害剤
2018年度 売上収益 413億円（前期比 104％）

2大注力領域（神経・がん）を中心とした
製品ラインナップ

主要製品

リリカⓇ（一般名：プレガバリン） 導入品
疼痛治療剤
2018年度 売上収益 283億円（前期比 107%）（アライアンス収入）

　Pfizer Inc.が開発し、世界約130＊の国と地域で承認されている
疼痛治療剤です。日本においては、ファイザー株式会社とエーザイが
共同プロモーションを行っており、本剤に関連する適正使用情報を提
供しています。
　日本での売上収
益は順調に拡大し
ています。
＊  2017年1月現在

フィコンパⓇ（一般名：ペランパネル） 自社品
抗てんかん剤
2018年度 売上収益 193億円（前期比 132％）

　自社創製のAMPA受容体拮抗剤であり、てんかんの部分発作お
よび強直間代発作に対する併用療法に係る適応で日本・米国・欧州・
アジアなどで承認を取得しています。
　現在、グローバルに売上収益が拡大しています。

BELVIQⓇ（一般名：lorcaserin） 導入品
肥満症治療剤
2018年度 売上収益 56億円（前期比 118%）

　選択的に脳内のセロトニン2C受容体を刺激することにより摂食を
抑制し、満腹感を促進すると考えられています。米国では、肥満症
治療のための処方薬として13年ぶりに承認さ
れ、2013年6月に発売しました。また、2016
年10月に1日1回製剤を米国において発売しま
した。
　2018年度においては、グローバル売上収益
は拡大しました。
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＊  大型ブランドは、年間売上収益1,000億円以上を達成した製品、 
あるいはその達成が見込まれる製品です。

＊ 「リリカ®」の売上収益は共同販促によるアライアンス収入です。
＊ 「Aloxi®」は、2018年6月に販売権を返還しました。
＊ 「メチコバール®」、「リリカ®」、「ヒュミラ®」のグローバル売上収益については、 

2019年度通期予想を開示していません。
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　関節リウマチをはじめとする自己免疫疾患の治療剤です。日本
では、アッヴィ合同会社が製造販売し、エーザイが販売していま
す。消化器疾患領域以外の適応症はエーザイとアッヴィ合同会社
が、消化器疾患領域の適応症は
EAファーマ株式会社とアッヴィ
合同会社が共同プロモーション
を行っています。
　幅広い適応症を有する強みを
活かしたプロモーションの奏功
などにより、日本・アジアにおい
て売上収益は拡大しています。

ヒュミラⓇ（一般名：アダリムマブ） 導入品
ヒト型抗ヒトTNFα モノクローナル抗体
2018年度 売上収益 599億円（前期比 109％）

一般用医薬品等 2018年度 売上収益 243億円
（連結売上収益構成比 3.8％）

第3類医薬品 指定医薬部外品

　口内炎・肌あれに効き目のある
「チョコラBBⓇプラス」をはじめ、
第3類医薬品、指定医薬部外品、
栄養機能食品など多数のライン
ナップをそろえています。
　2018年度においては、新製品や
リニューアル品の新発売、ならびにテレビCM効果やインバウンド効
果によるチョコラBBⓇ錠剤の伸長により、売上収益は拡大しました。
チョコラドットコム▶ https://www.chocola.com/index.html

チョコラBBⓇシリーズ
2018年度 売上収益 153億円（前期比 111%）

●医療用医薬品と一般用医薬品等の売上収益

医療用医薬品事業 
5,394 億円
（83.9％）

がん領域 
1,209 億円
（18.8％）

神経領域 
1,774 億円
（27.6％）

一般用医薬品等
243 億円
（3.8％）

その他
2,411 億円
（37.5％）

その他事業
791 億円
（12.3％）

2018年度
連結売上収益
6,428 億円

その他

パリエットⓇ（一般名：ラベプラゾール） 自社品
プロトンポンプ阻害剤
2018年度 売上収益 277億円（前期比 87%）

　自社創製のプロトンポンプ阻害剤です。胃潰瘍、十二指腸潰瘍、
逆流性食道炎、ヘリコバクター・ピロリ除菌などの適応症で、世界
100カ国以上で承認され
ています。
　中国・アジアでは売上
収益は拡大しています
が、日本では競合の激化
やジェネリック品の拡大
などにより売上収益は減
少しています。

アリセプト® パリエット® レンビマ®
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●その他主要製品の売上推移
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●大型ブランドの売上推移



　減収が続く時期においても、運転資本
のコントロールや資産売却などにより、
年間配当額以上のFCFを確保してきまし
た。2017年度以降は米メルク社からの
受領金がFCFの確保に寄与しています。

（単位：億円）
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フリー・キャッシュ・フロー 配当額

　2008年のMGI Pharma, Inc.の買収に
伴い増加した借入金を着実に返済してき
た結果、2015年度以降は現金・有価証
券が有利子負債を上回るネット・キャッ
シュ・ポジションを維持しています。積
極的投資と安定配当を両立できる財務の
健全性を確保しています。

負債比率（Net DER)＊

（単位：倍）0.62
0.49

0.38
0.27

0.14
0.00

-0.32-0.27
-0.11-0.062013年度末

2018年度末2018年度末
2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末

2017年度末2017年度末
2014年度末

2015年度末2015年度末 2016年度末2016年度末

　原価率の低い「アリセプトⓇ」、「パリ
エットⓇ」の売上減少に伴う製品構成の変
化により、売上原価率の上昇が続きまし
た。しかし、原価率の低い自社創製品の
拡大に加え、米メルク社との戦略的提携
による受領金を売上収益に計上している
ため、2017年度より売上原価率は減少
しています。

売上原価・売上原価率＊

（単位：億円、%）

1,607 1,678 1,734 1,741 1,882 1,936 1,945 1,959 2,013
1,845 1,800

2013
年度

2019
年度見通し

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2017
年度

2018
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

20.020.0 21.821.8
26.8

30.3 31.3
35.3 35.5

売上原価 売上原価率（売上原価／売上収益）

36.3 33.5
28.7 26.5

　主力品の「アリセプトⓇ」と「パリエットⓇ」
の独占販売期間満了により、2009年度
をピークに減収が続きました。その一
方で、新たに発売した自社創製品（「ハラ
ヴェンⓇ」、「フィコンパⓇ」、「レンビマⓇ」）
の拡大が続いています。また、Merck 
& Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.（以
下 米メルク社）との戦略的提携による受
領金を売上収益に計上しています。この
結果、2018年度は2年連続の増収を達成
しました。

売上収益＊

（単位：億円）8,032 7,689

6,480
5,737 6,004

5,485 5,479 5,391
6,001

6,428
6,800
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2019
年度見通し

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2017
年度
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年度
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年度

2015
年度

2016
年度

「レンビマ®」、「ハラヴェン®」、「フィコンパ®」3品売上収益「アリセプト®」売上収益 「パリエット®」売上収益
米メルク社からの受領金（2019年度見通しは非開示） その他売上収益

＊ 2013年度実績までは日本基準、2014年度実績以降は国際会計基準（IFRS）
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連結財務ハイライト　10 年間の推移財務資本

主力品の減収を克服し、成長軌道への回帰を達成

フリー・キャッシュ・フロー(FCF)＊

　減収が続く時期においても、将来の成
長に向けて当社は積極的な研究開発投資
を継続してきました。この10年間におい
て、研究開発費は約1,200億円レベル以上、
研究開発費率は高水準の19％～24％レ
ベルを維持してきました。
　また、パートナーシップの活用により、
研究開発費の大幅な効率化を実現してい
ます。2018年度において、パートナー
の負担額を加味した実質的な研究開発費
は1,913億円、研究開発費率は29.8％に
達しています。
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1,2231,223

1,1721,172
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188188

189189
464464

1,5451,545

22.322.3
18.918.9 19.319.3 21.021.0 21.721.7 24.124.1 22.322.3

21.721.7 23.323.3 22.522.5 22.722.7
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年度

2019
年度見通し

2009
年度

2010
年度

2011
年度

2012
年度

2017
年度

2018
年度

2014
年度

2015
年度

2016
年度

研究開発費率（研究開発費／売上収益） 研究開発費率（パートナー負担額を加味）

25.225.2 26.426.4
29.829.8

（単位：億円、%）

研究開発費 パートナー負担額（2009～2015年度実績、2019年度見通しは非開示）

研究開発費・研究開発費率＊
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＊1 負債比率（Net DER）＝（有利子負債（借入金）－現金及び現金同等物－3カ月超預金等－親会社保有投資有価証券（注））÷親会社の所有者に帰属する持分 
（注）親会社保有投資有価証券を負債比率の算定式に含めています。

＊2 DOE（親会社所有者帰属持分配当率）＝DPR（配当性向）×ROE（親会社所有者帰属持分当期利益率）　

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料
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（単位：億円） （単位：億円）（参考資料）

＊ フリー・キャッシュ・フロー（FCF）＝（営業活動によるCF）－（資本的支出等（キャッシュベース）（注））
　（注）IFRSでは、金融資産の取得による支出および金融資産の売却・償還による収入を資本的支出等の算定式に定めています。

財務指標（日本基準） 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度

＜損益計算書項目＞

売上高 8,032 7,689 6,480 5,737 6,004

売上原価 1,607 1,678 1,734 1,741 1,882

20.0 21.8 26.8 30.3 31.3

売上総利益 6,424 6,011 4,746 3,996 4,122

80.0 78.2 73.2 69.7 68.7

研究開発費 1,791 1,450 1,251 1,204 1,305

22.3 18.9 19.3 21.0 21.7

販売費及び一般管理費 3,769 3,430 2,537 2,087 2,105

46.9 44.6 39.1 36.4 35.1

営業利益 864 1,131 957 705 711

10.8 14.7 14.8 12.3 11.8

経常利益 797 1,052 900 656 649

9.9 13.7 13.9 11.4 10.8

当期純利益 403 674 585 483 330

5.0 8.8 9.0 8.4 5.5

＜キャッシュ・フロー（CF）　計算書項目＞

営業活動によるCF 1,079 1,232 906 732 857

投資活動によるCF △698 △588 △26 217 262 

財務活動によるCF △492 △680 △780 △818 △1,148

FCF＊ 529 1,003 714 545 664

<貸借対照表>

総資産 11,019 10,463 10,047 9,902 9,455

自己資本 4,159 4,042 4,168 4,694 5,068

ROE（自己資本利益率／％） 9.6 16.4 14.3 10.9 6.8

売上高当期純利益率（％） 5.0 8.8 9.0 8.4 5.5

レバレッジ（倍） 2.6 2.6 2.4 2.1 1.9

総資産回転率（回） 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6

自己資本比率（％） 37.7 38.6 41.5 47.4 53.6 

負債比率（Net DER／倍） 0.62 0.49 0.38 0.27 0.14

DOE（純資産配当率／％） 10.1 10.4 10.4 9.6 8.8

DPR（配当性向／％） 105.9 63.4 73.1 88.6 129.8

EPS（１株当たり
当期純利益／円） 141.6 236.5 205.3 169.4 115.6

DPS（１株当たり
配当金／円） 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 

財務指標（IFRS） 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

＜損益計算書項目＞

売上収益 5,995 5,485 5,479 5,391 6,001 6,428

売上原価 1,947 1,936 1,945 1,959 2,013 1,845
売上比 32.5 35.3 35.5 36.3 33.5 28.7

売上総利益 4,048 3,549 3,535 3,432 3,988 4,583
売上比 67.5 64.7 64.5 63.7 66.5 71.3

研究開発費 1,363 1,319 1,223 1,172 1,396 1,448
売上比 22.7 24.1 22.3 21.7 23.3 22.5

販売費及び一般管理費 2,033 1,945 1,928 1,749 1,839 2,282
売上比 33.9 35.5 35.2 32.5 30.6 35.5

その他の収益 41 10 177 136 30 26
売上比 0.7 0.2 3.2 2.5 0.5 0.4

その他の費用 28 11 41 56 11 17
売上比 0.5 0.2 0.7 1.0 0.2 0.3

営業利益 664 283 519 591 772 862
売上比 11.1 5.2 9.5 11.0 12.9 13.4

当期利益 385 435 550 422 544 665
売上比 6.4 7.9 10.0 7.8 9.1 10.3

当期利益（親会社所有者帰属） 383 433 549 394 518 634
売上比 6.4 7.9 10.0 7.3 8.6 9.9

当期包括利益 845 1,142 165 368 538 795

＜キャッシュ・フロー（CF）　計算書項目＞

営業活動によるCF 913 760 956 759 1,496 1,037

投資活動によるCF 209 △188 △67 △286 170 △79

財務活動によるCF △1,151 △597 △729 △354 △819 △792

FCF＊ 873 613 812 817 1,367 851

<財政状態計算書>

資産 9,738 10,538 9,740 10,308 10,490 10,715

親会社の所有者に
帰属する持分 5,263 5,987 5,737 5,846 5,936 6,281

非支配持分 31 33 32 180 205 239

負債 4,444 4,518 3,972 4,282 4,349 4,195

ROE（親会社所有者帰属持分
当期利益率／％） 7.6 7.7 9.4 6.8 8.8 10.4

売上収益当期利益率（％） 6.4 7.9 10.0 7.8 9.1 10.3

レバレッジ（倍） 1.9 1.8 1.7 1.8 1.8 1.7

総資産回転率（回） 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6

親会社所有者
帰属持分比率（％） 54.0 56.8 58.9 56.7 56.6 58.6

負債比率（Net DER／倍）＊1 0.08 0.00 △0.06 △0.11 △0.27 △0.32

DOE（親会社所有者帰属
持分配当率／％）＊2 8.5 7.6 7.3 7.4 7.3 7.0

DPR（配当性向／％） 111.8 99.0 78.0 109.0 82.8 67.8

基本的EPS（１株当たり
当期利益／円） 134.1 151.6 192.2 137.6 181.2 221.3

DPS（1株当たり
配当金／円） 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0



　日本では、認知症と共生するまちづくりを
めざして自治体、医師会、薬剤師会等と認知
症連携協定を結び、疾患啓発や情報提供を
行っています。2019年7月現在、認知症連
携協定先は43都道府県158カ所まで拡大し
ています。
＊詳細は49ページをご覧ください。

■地域連携協定先(エーザイ株式会社)
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　リンパ系フィラリア症の制圧に向け、治療
薬である「DEC錠」をWHOを通して28カ国に
無償提供しています。疾病の制圧が完了する
まで薬剤の提供を継続します。
＊  貢献患者様数は、WHOの定義に基づき1人平均2.5錠を服用すること

を前提に、累積供給錠数から換算した推定値

＊詳細は38-41ページをご覧ください。

■「DEC錠」累計供給錠数および累計貢献患者様数＊
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　エーザイでは、イノベーションを生む源泉は
ダイバーシティであると考えており、国籍・性
別・年齢などを問わず多種多様な価値観を持
つ人財が活躍できる風土づくりを進めていま
す。日本での女性の活躍のさらなる改善に取
り組んでいます。
　女性執行役比率は、近年では10％以上となっ
ています。女性管理職比率も着実に向上してお
り、2020年度末までに10%をめざしています。
＊詳細は24-27ページをご覧ください。

■女性活躍指数(エーザイ株式会社)
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　新卒採用社員在籍率は、入社後の会社への
満足度を示す重要指標であり、その向上をめ
ざしています。3年後・5年後・10年後の在籍
率は、いずれも女性は男性に比べて低い傾向
にあるため、就労環境の整備を行っています。
＊  新卒採用社員在籍率は、翌年度4月1日時点の在籍率を表しています。

例えば、2018年度の新卒採用社員3年後在籍率は、2016年度の新
卒採用社員の2019年4月1日在籍率を示しています。直近平均10年間
の新卒採用社員3年度在籍率は、2009〜2018年度新卒採用社員3
年後在籍率の平均値を示しています。

＊詳細は24-27、98ページをご覧ください。

■新卒採用社員在籍率（エーザイ株式会社 直近10年間平均）＊

■計　■女性　■男性

3年後在籍率 5年後在籍率 10年後在籍率
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82.1%

　当社の持続的な成長、イノベーション創出、
生産性の向上には、社員の健康が大前提であり、

「長時間労働の撲滅」への取り組みを強く推
進しています。近年では、一般社員一人あた
りの月平均残業時間は10時間程度で推移し
ています。
＊詳細は24-27ページをご覧ください。

■月平均残業時間（エーザイ株式会社 管理職を除く一般社員一人あたり）
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ESG インデックス 　10 年間の推移
エーザイではESG（環境・社会・ガバナンス）に関する重要指標を開示し、
年度ごとに取り組みを検証しながら、持続的な発展に資する非財務資本の充実をめざしています。
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データの対象範囲：■エーザイグループ（エーザイ株式会社および国内外のグループ企業）　
　　　　　　　　  ■エーザイ株式会社　■国内グループ（エーザイ株式会社および国内グループ企業）
　　　　　　　　  （譲渡した子会社・事業についても、譲渡完了日までのデータを含めています）
今後の方針： ◦ 現状、大きな改善が必要ない項目　　   改善をめざす項目

指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

◦ 社外取締役比率
（社外取締役数/取締役数） 期末 63.6%

7/11
63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

63.6%
7/11

◦ 女性取締役比率
（女性取締役数/取締役数） 期末 9.1%

1/11
9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

9.1%
1/11

女性執行役比率
（女性執行役数/執行役数） 期末 0%

0/26
0%

0/27
0%

0/18
0%

0/18
4.3%
1/23

9.1%
2/22

8%
2/25

14.8%
4/27

11.1%
3/27

13.8%
4/29

◦ 執行役の平均年齢 期末 56.1 54.8 52.9 52.9 53.0 53.1 53.6 52.9 52.9 53.2
◦
◦
◦

報酬額
（基本報酬、賞与、
退職慰労金など）

取締役（社内）（百万円）期末 129 116 118 118 116 114 113 113 113 113
取締役（社外）（百万円）期末 86 87 85 86 82 76 74 74 74 88

執行役（百万円） 期末 1,252 1,138 876 872 1,055 976 1,310 1,247 1,203 1,219
◦
◦
◦

コンプライアンス
研修

開催回数 年度 105 70 84 120 65 56 47 62 65 72
うち役員対象研修 年度 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

延べ参加人数（概数） 年度 9,000 6,000 6,000 8,500 5,800 5,000 4,600 5,800 4,800 6,200
◦ ENWコンプライアンス宣誓書（率） 期末 － － － － － － 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
◦
◦ 人権研修 開催回数 年度 16 23 15 28 23 28 30 34 34 34

人数 年度 11,647 16,370 5,096 3,123 2,452 2,405 5,001 5,457 5,477 5,686
◦ 汚職防止法違反に基づく当局による調査対象となった事案の件数 期末 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＊

◦ 汚職防止法違反に起因する従業員の懲戒解雇件数 期末 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＊

◦ 汚職防止法違反に対する罰金・罰則・和解にかかったコスト 期末 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ＊
＊ 米国FCPA、英国Bribery Act、日本の不正競争防止法など

●コーポレートガバナンス /コンプライアンス

指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

◦ CO₂排出量 (t) 年度 131,272 145,239 157,889 164,448 168,914 143,731 125,071 120,224 118,625 120,562 ＊1

◦ 　スコープ１ (t) 年度 51,951 51,254 53,007 52,835 47,095 38,175 31,698 31,726 32,404 34,248 ＊1

◦ 　スコープ２ (t) 年度 79,746 94,493 92,486 112,136 121,797 105,532 93,359 88,497 86,221 86,315 ＊1

◦ 電気使用量 (MWh) 年度 182,124 209,920 203,417 213,993 210,651 209,552 169,608 160,378 158,048 159,235 ＊2

◦ 水使用量 (千m3） 年度 － － 3,785 3,562 3,820 3,323 3,453 3,149 2,982 3,089 ＊2

◦ 水排出量 (千m3） 年度 － － 3,262 2,948 3,125 2,694 2,726 2,449 2,446 2,584 ＊2

◦ 廃棄物発生量 (t) 年度 6,769 6,555 7,410 6,280 4,917 4,001 3,481 2,935 3,038 3,736
◦ 廃棄物のリサイクル率 年度 53.80% 56.30% 49.70% 50.30% 48.3% 50.6% 57.7% 62.8% 58.7% 47.9% ＊2

◦ 化学物質（PRTR法対象物質）取扱量 (t) 年度 469 656 885 566 477 499 476 258 267 261 ＊2

◦ 環境に関する行政処分、訴訟件数 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
＊1   2011年度よりボルチモア工場を加えて再算出しました。 

スコープ1：化石燃料使用により、大気中へ放出された温室効果ガス直接排出量、スコープ2：他者から供給を受けた電気、蒸気の利用に伴う温室効果ガス間接排出量
＊2   再集計により過去データを見直しました。 

電気使用量：2013〜2017年度、水使用量：2011年度、水排出量：2011・2014・2015・2017年度、廃棄物のリサイクル率・化学物質（PRTR法対象物質）取扱量：
2009〜2013年度

●環境との関わり

指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

承認取得した医療用医薬品数

日本

期末

2 8 6 5 4 4 3 1 4 2 ＊

米国 1 3 0 2 0 2 2 3 1 2 ＊

欧州 0 2 2 2 1 1 2 3 0 1 ＊

中国 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 ＊

アジア 2 1 0 0 0 0 2 1 0 1 ＊

◦ 特許件数（特許出願件数） 年度 157 151 125 109 88 87 65 55 51 63
◦「hhcホットライン」お問い合わせ数 年度 92,050 98,650 103,675 108,298 99,471 91,286 97,444 90,742 82,028 71,568

　うちクレーム件数（製品の品質に関するクレーム）年度 296 238 256 222 368 336 314 323 309 525
＊ 適応および剤形の追加を含みます。また、再算出の結果、過去データを見直しました。

●患者様との関わり

●社会との関わり
指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

◦ 地域連携協定数 年度 － － － － 3 20 34 31 43 21
◦ DEC錠単年供給錠数（億錠） 年度 － － － － 0.1 2.6 3.2 3.7 3.7 3.2
◦ DEC錠累計供給錠数（億錠） 年度 － － － － 0.1 2.8 6.0 9.7 13.5 16.6
◦ 寄付金額（百万円） 年度 3,449 3,583 2,185 1,988 2,377 2,073 2,602 2,118 2,505 2,765

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

●社員との関わり
指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

◦

地域別
従業員数

合計

期末

11,415 11,560 10,730 10,495 10,419 10,183 9,877 10,452 10,456 10,683
日本 5,675 5,636 5,472 5,320 5,200 4,712 4,523 5,009 4,914 4,888

アメリカス 2,701 2,559 1,843 1,815 1,763 1,719 1,290 1,296 1,240 1,261
EMEA 1,015 1,015 873 831 811 893 913 983 1,022 1,046
中国 1,114 1,407 1,498 1,454 1,559 1,607 1,875 1,909 1,906 2,069

アジア・ラテンアメリカ 910 943 1,044 1,075 1,086 1,252 1,276 1,255 1,374 1,419

Eisai Integrated Report 2019
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指標 期間 2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

エーザイ株式会社
社員数

合計

期末

4,428 4,415 4,305 4,163 4,130 3,583 3,577 3,508 3,436 3,411 ＊1

男性 3,394 3,393 3,331 3,228 3,202 2,845 2,838 2,775 2,708 2,679 ＊1

女性 1,034
23.4%

1,022
23.1%

974
22.6%

935
22.5%

928
22.5%

738
20.6%

739
20.7%

733
20.9%

728
21.2%

732
21.5% ＊1

派遣社員数 期末 357 328 307 306 222 215 136 156 217 272
派遣社員比率 7.5% 6.9% 6.7% 6.8% 5.1% 5.7% 3.7% 4.3% 5.9% 7.4% ＊1

管理職数 合計

期末

1,372 1,392 1,376 1,369 1,370 1,282 1,292 1,206 1,228 1,250 ＊2

 女性 40 42 43 53 59 61 65 72 86 100 ＊2


女性管理職比率

合計 2.9% 3.0% 3.1% 3.9% 4.3% 4.8% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% ＊2

新任
管理職

9.2%
8/87

3.6%
2/56

6.5%
3/46

16.3%
8/49

17.4%
8/46

15.4%
6/39

11.6%
5/43

17.6%
9/51

21.3%
13/61

23.9%
17/71 ＊2

平均年齢 期末 41.8 42.3 42.8 43.4 42.5 43.7 44.1 44.8 45.3 45.3 ＊1

平均勤続年数
合計

期末
18.1 18.5 19.0 19.5 20 19.4 19.9 20.4 20.8 21.2 ＊1

男性 18.9 19.3 19.7 20.1 20.7 20.3 20.8 21.4 21.9 22.3 ＊1

女性 15.5 16.1 16.8 17.3 17.8 15.9 16.2 16.9 16.9 17.3 ＊1

離職率（自己都合） 年度 1.4% 1.5% 2.4% 1.7% 1.8% 1.4% 2.6% 3.1% 2.5% 2.2% ＊1,3

総離職率 年度 3.3% 2.5% 4.8% 2.8% 14.2% 1.9% 3.0% 3.8% 3.4% 11.4% ＊1,4

 育児休職制度利用者数
合計 年度 62 70 76 78 78 90 95 89 97 105 ＊1,5

男性 年度 2 1 0 1 1 1 2 0 5 6 ＊1,5

女性 年度 60 69 76 77 77 89 93 89 92 99 ＊1,5

配偶者出産休暇制度利用者数 年度 － － － － － － － － － 58 ＊1,6

育児短時間勤務制度利用者数 年度 74 80 79 82 86 73 93 80 75 90 ＊1

平均年間給与（千円）（有価証券報告書より） 年度 10,728 10,936 11,094 11,063 10,401 10,403 10,939 10,389 10,446 10,992
◦ 研修費（千円）（社員一人あたり） 年度 224 192 157 162 177 176 198 210 214 221 ＊1,7

◦ 障がい者雇用率 年度 1.91% 2.02% 2.03% 2.37% 2.39% 2.56% 2.53% 2.65% 2.84% 2.88%

◦ 年度内入社社員 女性比率
（女性社員/全入社社員） 年度 30.4%

59/194
40.8%

42/103
28.3%
17/60

50.0%
14/28

36.9%
31/84

14.3%
2/14

33.3%
35/105

38.2%
21/55

44.3%
31/70

36.3％
33/91 ＊1

新卒採用社員数
合計 年度 176 98 56 21 76 3 100 39 43 57 ＊1,8

男性 年度 122 57 39 12 46 2 66 20 23 32 ＊1,8

女性 年度 54 41 17 9 30 1 34 19 20 25 ＊1,8

新卒採用社員
3年後在籍率

合計
（10年平均 94.7%） 期末 95.0%

189/199
95.5%

234/245
94.9%

167/176
93.9%
92/98

98.2%
55/56

90.5%
19/21

94.7%
72/76

100%
3/3

93.0%
93/100

89.7%
35/39 ＊1,8,9

男性
（10年平均 96.8%） 期末 96.8%

122/126
98.2%

167/170
95.9%

117/122
96.5%
55/57

97.4%
38/39

91.7%
11/12

100%
46/46

100%
2/2

95.5%
63/66

90.0%
18/20 ＊1,8,9

女性
（10年平均 90.7%） 期末 91.8%

67/73
89.3%
67/75

92.6%
50/54

90.2%
37/41

100%
17/17

88.9%
8/9

86.7%
26/30

100%
1/1

88.2%
30/34

89.5%
17/19 ＊1,8,9

新卒採用社員
5年後在籍率

合計
（10年平均 82.6%） 期末 81.5%

198/243
77.2%

176/228
81.9%

163/199
85.3%

209/245
88.1%

155/176
82.7%
81/98

83.9%
47/56

81.0%
17/21

82.9%
63/76

66.7%
2/3 ＊1,8,9

男性
（10年平均 92.0%） 期末 95.7%

110/115
94.4%

119/126
92.1%

116/126
92.4%

157/170
89.3%

109/122
89.5%
51/57

92.3%
36/39

75.0%
9/12

91.3%
42/46

50.0%
1/2 ＊1,8,9

 女性
（10年平均 68.1%） 期末 68.8%

88/128
55.9%

57/102
64.4%
47/73

69.3%
52/75

85.2%
46/54

73.2%
30/41

64.7%
11/17

88.9%
8/9

70.0%
21/30

100%
1/1 ＊1,8,9

新卒採用社員
10年後在籍率

合計
（10年平均 69.3%） 期末 50.0%

1/2
85.7%
24/28

83.1%
69/83

72.8%
59/81

78.0%
71/91

65.4%
159/243

57.9%
132/228

67.3%
134/199

72.2%
177/245

72.7%
128/176 ＊1,8,9

男性
（10年平均 82.1%） 期末 100%

1/1
85.7%
18/21

93.1%
54/58

88.2%
45/51

86.7%
52/60

86.1%
99/115

76.2%
96/126

79.4%
100/126

82.9%
141/170

75.4%
92/122 ＊1,8,9

 女性
（10年平均 48.7%） 期末 0%

0/1
85.7%

6/7
60.0%
15/25

46.7%
14/30

61.3%
19/31

46.9%
60/128

35.3%
36/102

46.6%
34/73

48.0%
36/75

66.7%
36/54 ＊1,8,9

◦ 月平均残業時間
（管理職を除く一般社員一人あたり） 年度 13時間

7分
13時間

3分
11時間

1分
10 時間

27分
10時間

46分
12時間

11分
9時間
11分

8時間
34分

9時間
44分

10時間
28分

 労働災害発生件数 年度 29 35 31 42 16 9 16 23 19 17 ＊10

◦ 4日以上の労働損失を伴う労働災害の
発生頻度（100万延べ実労働時間あたり）

従業員 年度 0.18 0.44 0.27 0.19 0.10 0 0 0.10 0.10 0.20 ＊11

◦ 受託業者 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

◦

死亡に至った
労働災害発生件数

従業員 年度 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ＊12

受託業者 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

◦ 業務上疾病発生件数 従業員 年度 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ＊12

受託業者 年度 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
◦
◦ 健康診断の受診率 社員 年度 99.45% 99.76% 99.93% 99.75% 99.83% 99.75% 99.86% 99.48% 99.56% 99.91%

家族 年度 60.36% 71.88% 73.22% 72.01% 76.57% 74.45% 71.16% 80.57% 78.10% 80.27% ＊13

 有給休暇の平均取得日数
（管理職を除く一般社員一人あたり） 年度 13.4 13.7 13.9 12.7 12.3 12.1 12.1 12.4 12.9 13.5

＊1 エーザイ株式会社の正社員の人数（エーザイ株式会社在籍社員数＋社外への出向者数）をベースとしたものです。　　
＊2  有報開示従業員数（エーザイ株式会社在籍社員数－社外への出向者数＋社外からの出向者数）」に基づいて女性管理職比率を再算出しました （従来は「エーザイ株式会社在籍社員

数＋社外への出向者数」に基いて算出）
＊3  自己都合退職を対象としており、定年退職、希望退職等は含んでおりません。また、再算出の結果、過去データを見直しました（2010年度 1.4%→1.5%、2012年度 1.6%→1.7%、

2013年度 1.6%→1.8%）　
＊4 自己都合退職、定年退職、希望退職等、全ての退職を対象としております
＊5 育児休職制度　対象：勤続1年以上で、満３歳未満の子を有し、育児のため休職を申し出た者　期間：生児が満３歳に達する日までの間で、本人が希望した日まで　
＊6 配偶者出産休暇制度（2018年4月より制度開始）　対象：配偶者が出産した者、期間：最大5日間の特別有給休暇
＊7 研修、留学派遣、学会参加等を含む啓発費です。　＊8 中途入社の社員は含まれていません
＊9 翌年度4月1日時点の在籍率を表しています（例：2018年度の新卒採用社員3年後在籍率は、2016年度の新卒採用社員の2019年4月1日在籍率を示しています）
＊10 再算出の結果、過去データを見直しました（2009年度 30→29、2013年度 17→16、2014年度 10→9、2015年度 18→16、2016年度 27→23）
＊11 再算出の結果、過去データを見直しました（2013年度 0→0.10、2015年度 0.29→0、2016年度 0→0.10）
＊12 再算出の結果、過去データを見直しました（2016年度 0→1）　  ＊13 扶養する配偶者および40歳以上の被扶養者を対象としています
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対象疾患 開発ステージ
地域 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 申請 承認

「フィコンパ Ⓡ／FycompaⓇ」　ペランパネル/E2007　抗てんかん剤／AMPA受容体拮抗剤　自社品　経口剤

てんかん小児適応（用法追加）
米国 2018年9月
日本 2019年1月
欧州 2019年2月

部分てんかん併用療法 中国 2018年10月受理
部分てんかん単剤療法 （効能追加） 日本 2019年1月
細粒剤（剤形追加） 日本 2019年1月
レノックス・ガストー症候群 （効能追加） 日米欧

レンボレキサント/E2006　オレキシン受容体拮抗剤　自社品　経口剤

不眠障害 
米国 2018年12月
日本 2019年3月

アルツハイマー病／認知症に伴う不規則睡眠覚醒リズム障害 日米
 

エレンベセスタット/E2609　アルツハイマー病疾患修飾剤／βサイト切断酵素（BACE）阻害剤　自社品　経口剤
早期アルツハイマー病　（Biogen Inc.と共同開発） 日米欧中

 

BAN2401　アルツハイマー病疾患修飾剤／抗Aβプロトフィブリル抗体　導入品（BioArctic AB）　注射剤
早期アルツハイマー病　（Biogen Inc.と共同開発） 日米欧中

 

サフィナミド/ME2125　パーキンソン病治療剤／モノアミン酸化酵素B阻害剤　導入品（Meiji Seikaファルマ株式会社）　経口剤

パーキンソン病
日本 2018年10月

アジア（韓国） 2019年7月
 

E2027　レビー小体型認知症治療剤／ホスホジエステラーゼ（PDE）9阻害剤　自社品　経口剤
レビー小体型認知症 日米欧

E2730　抗てんかん剤・神経疾患治療剤／シナプス機能モジュレーター　自社品　経口剤
てんかん 米国

 

E2082　抗てんかん剤・神経疾患治療剤／AMPA受容体拮抗剤　自社品　経口剤

てんかん
米国
日本

＊ E2082に関する全ての臨床試験（日本、米国）を中断しています。

●
●
●
●
●
●

●
●

●

●
●

●

●●●● 2018年度以降に開発ステージが進展したプロジェクト

（2019年7月末現在）

＊ 承認を取得したプロジェクト、および申請中のプロジェクト：地域毎にプロジェクト数を算出
＊ フェーズ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 試験が進行中のプロジェクト：適応症毎にプロジェクト数を算出（中断しているプロジェクトは除く）
＊ フェーズ Ⅰ/Ⅱ 試験、フェーズ Ⅱ/Ⅲ 試験が進行中のプロジェクト：実態のフェーズに基づいてプロジェクト数を算出

▶承認  1

▶申請中  9

▶フェーズⅢ試験 3

▶フェーズⅡ試験 3

▶フェーズⅠ試験 0

1

9

1 2

1 2

2018年度以降に開発ステージが進展したプロジェクト その他
神経領域　プロジェクト数

Eisai Integrated Report 2019

神経領域　主要開発品の状況

知的資本 パイプライン
戦略的重点領域である神経領域、がん領域において開発が大きく進展
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対象疾患 開発ステージ
地域 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 申請 承認

「レンビマⓇ／KisplyxⓇ」　レンバチニブ/E7080　抗がん剤／キナーゼ阻害剤　自社品　経口剤

肝細胞がん・ファーストライン（効能追加） 
（Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., U.S.A.（米メルク社）と共同開発）

米国 2018年8月

欧州 2018年8月

アジア（韓国） 2018年8月

中国 2018年9月

甲状腺がん（効能追加）（米メルク社と共同開発） 中国
腎細胞がん・ファーストライン（効能追加）（抗がん剤エベロリムスまたは抗PD-1抗
体キイトルーダⓇとの併用療法）（米メルク社と共同開発） 日米欧

抗PD-1抗体キイトルーダⓇとの併用療法（米メルク社と共同開発）
子宮内膜がん・セカンドライン 日米欧
子宮内膜がん・ファーストライン 日米欧中
肝細胞がん・ファーストライン 日米欧中
メラノーマ・ファーストライン 米欧中
非扁平上皮非小細胞肺がん・ファーストライン 日米欧中
PD-L1陽性の非小細胞肺がん・ファーストライン 日米欧中
非小細胞肺がん・セカンドライン 日米欧
膀胱がん（シスプラチン不適格）・ファーストライン 日米欧
メラノーマ・セカンドライン 米欧
固形がん（トリプルネガティブ乳がん、卵巣がん、胃がん、大腸がん、膠芽腫、
胆道がん）を対象としたバスケット型試験 米欧

固形がん（子宮内膜がん、腎細胞がん、頭頸部がん、尿路上皮がん、非小細
胞肺がん、メラノーマ）

米欧
日本

肝細胞がん 日米
非小細胞肺がん（RET転座）（効能追加）（米メルク社と共同開発） 日米欧ア
胆道がん（効能追加）（米メルク社と共同開発） 日本
肝細胞がん（抗PD-1抗体ニボルマブとの併用療法）（小野薬品工業株式会社と共同開発） 日本

「ハラヴェンⓇ」　エリブリン/E7389　抗がん剤／微小管ダイナミクス阻害剤　自社品　注射剤
乳がん 中国 2019年7月

膀胱がん （効能追加） 米欧
トリプルネガティブ乳がん（抗PD-1抗体キイトルーダⓇとの併用療法）

（米メルク社と共同開発） 米国

HER2陰性乳がん（PEGPH20との併用療法）（Halozyme Therapeutics Inc.と共同開発） 米国
リポソーム製剤 （剤形追加）（抗PD-1抗体ニボルマブとの併用療法）（小野薬品工業株式会社と共同開発） 日本
リポソーム製剤 （剤形追加） 日欧

ファルレツズマブ／MORAｂ-003　抗がん剤／ヒト化抗葉酸受容体αモノクローナル抗体　自社品　注射剤
プラチナ感受性卵巣がん 日米欧

MORAb-004　抗がん剤／ヒト化抗エンドシアリンモノクローナル抗体　自社品　注射剤
メラノーマ 米欧

Amatuximab／MORAb-009　抗がん剤／キメラ型抗メソセリンモノクローナル抗体　自社品　注射剤
中皮腫 米欧

E7777　抗がん剤／インターロイキン2受容体結合部分とジフテリア毒素の融合タンパク製剤　自社品　注射剤
末梢性T細胞リンパ腫、皮膚T細胞性リンパ腫 日本

タゼメトスタット／E7438　抗がん剤／EZH2阻害剤　導入品（Epizyme, Inc.)　経口剤
B細胞性非ホジキンリンパ腫 日本

H3B-6545　抗がん剤／ERα阻害剤　自社品　経口剤
乳がん 米欧

E7090　自社品　経口剤
固形がん 日本

●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

がん領域　主要開発品の状況
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対象疾患 開発ステージ
地域 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 申請 承認

H3B-6527　自社品　経口剤
肝細胞がん 米欧

H3B-8800　自社品　経口剤
血液がん 米欧

E7386　共同創出品（株式会社PRISM BioLab）　経口剤
固形がん 日欧
固形がん（レンビマⓇとの併用療法） 日本

MORAb-202　自社品　注射剤
固形がん 日本

E7130　共同創出品（ハーバード大学）　注射剤
固形がん 日本

●

会社紹介 経営戦略 価値創造活動 経営基盤（ESG関連） 補足資料

▶承認  5

▶申請中  0

▶フェーズⅢ試験 10

▶フェーズⅡ試験 14

▶フェーズⅠ試験 11

がん領域　プロジェクト数

5

8 2

2 12

2 9

2018年度以降に開発ステージが進展したプロジェクト その他

＊ 承認を取得したプロジェクト、および申請中のプロジェクト：地域毎にプロジェクト数を算出
＊ フェーズ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 試験が進行中のプロジェクト：適応症毎にプロジェクト数を算出
＊ フェーズ Ⅰ/Ⅱ 試験、フェーズ Ⅱ/Ⅲ 試験が進行中のプロジェクト：実態のフェーズに基づいてプロジェクト数を算出

Eisai Integrated Report 2019

その他領域　主要開発品の状況

対象疾患 開発ステージ
地域 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 申請 承認

「ヒュミラⓇ」　アダリムマブ／D2E7　ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体　導入品（アッヴィ合同会社）　注射剤
化膿性汗腺炎（効能追加） 日本 2019年2月

E6011　抗フラクタルカイン抗体　自社品　注射剤
関節リウマチ 日本
クローン病　（EAファーマが開発） 日欧

E6742　自社品　経口剤
自己免疫疾患 米国

●

●

消化器領域　主要開発品の状況

対象疾患 開発ステージ
地域 フェーズⅠ フェーズⅡ フェーズⅢ 申請 承認

「モビコールⓇ 配合内用剤」　AJG555　慢性便秘症治療剤／ポリエチレングリコール製剤　導入品（Norgine B.V.）　経口剤
慢性便秘症　（EAファーマと持田製薬株式会社の共同開発） 日本 2018年9月

カロテグラストメチル／AJM300　潰瘍性大腸炎治療剤／α4インテグリン阻害剤　自社品　経口剤
潰瘍性大腸炎　（EAファーマとキッセイ薬品工業株式会社の共同開発） 日本

E6007　潰瘍性大腸炎治療剤／インテグリン活性化阻害剤　自社品　経口剤
潰瘍性大腸炎（EAファーマが開発） 日本

E3112　自社品　注射剤
肝臓疾患（EAファーマが開発） 日本
消化器領域の研究開発は主に子会社であるEAファーマで行っています。

●

●
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発行可能株式総数（普通株式）
発行済株式の総数
株主数
株主名簿管理人

1,100,000,000株
296,566,949株（うち自己株式数　10,046,253株）
53,041名
三菱UFJ信託銀行株式会社

（注） １千株未満は切り捨て表示しています。
2 発行済株式（自己株式を除く）の総数に対してその有する株式の数の割合が高い

上位10株主を示しています。
3 自己株式10,046千株（3.38％）は、議決権がないため表中に記載していません。
4 当事業年度末までに以下の大量保有報告書（変更報告書）が提出されています

が、当事業年度末の株主名簿で確認できない場合、または保有株式数が上位
10位に該当しない場合は、表中に記載していません。なお、（　）内の保有割合は、
自己株式を含んだ発行済株式の総数に対する割合（切り捨て表示）です。

①株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ他、全4社の共同保有として、
16,113千株（5.43%）を2015年7月13日現在で保有（2015年7月21日付変更
報告書）

②ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー他、全2社の共同保有とし
て、27,087千株（9.13%）を2015年7月31日現在で保有（2015年8月7日付変
更報告書）

③株式会社みずほ銀行他、全2社の共同保有として、18,900千株（6.37%）を
2016年10月14日現在で保有（2016年10月21日付大量保有報告書）

④バンガード・ヘルスケア・ファンドの保有として、14,838千株（5.00%）を2016年
11月24日現在で保有（2016年12月15日付大量保有報告書）

⑤ブラックロック・ジャパン株式会社他、全11社の共同保有として、18,308千株
（6.17%）を2017年8月15日現在で保有（2017年8月21日付変更報告書）

⑥野村アセットマネジメント株式会社の保有として、14,963千株（5.05%）を2018
年3月15日現在で保有（2018年3月22日付大量保有報告書）

⑦三井住友信託銀行株式会社他、全3社の共同保有として、15,967千株
（5.38％）を2018年12月14日現在で保有（2018年12月21日付変更報告書）

株主名 持株数
（千株）

総議決権数に
対する保有割合

（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 33,741 11.78

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 31,494 11.00

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 18,329 6.40

日本生命保険相互会社 12,281 4.29

株式会社埼玉りそな銀行 7,300 2.55

みずほ信託銀行株式会社退職給付信託　みずほ銀行口
再信託受託者　資産管理サービス信託銀行株式会社 5,437 1.89

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 4,697 1.64

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7） 4,536 1.58

公益財団法人内藤記念科学振興財団 4,207 1.46

JP MORGAN CHASE BANK 385151 4,092 1.42

合計 126,116 44.06

株式の状況 （2019年3月31日現在）

●大株主の状況

0 20 40 60 80 100

2017年度

2018年度

（％）

■金融機関（機関投資家等）　■外国法人等　■個人・その他　■その他法人　■金融商品取引業者（証券会社）　■自己株式

44.6 27.6 14.6 7.1 2.6 3.4

44.6 28.7 12.6 7.0 3.7 3.4

2009年度 2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度
最高値 3,675円 3,425円 3,385円 4,405円 4,675円 9,756円 9,024円 7,338円 7,148円 11,490円
最安値 2,620円 2,743円 2,832円 3,070円 3,600円 3,800円 6,633円 5,366円 5,402円 6,040円
終値 3,335円 2,984円 3,290円 4,200円 4,018円 8,535円 6,770円 5,764円 6,781円 6,213円

（注）折れ線グラフで示した当社株価、TOPIX、TOPIX 医薬品は、2009年4月1日終値をそれぞれ100として示しています

●株式数の所有者別構成比の推移

●株価の推移（2009年 4月 1日〜 2019年 3月 31日）

株式に関する詳細については「第107回定時株主総会 招集ご通知」をご参照ください。▶ https://www.eisai.co.jp/ir/stock/meeting/index.html

保有期間 1年 3年 5年 10年
当社 121.0 129.9 165.6 267.8

日経平均＊1 138.5 130.7 198.4 305.7
TOPIX＊2 128.5 117.3 172.2 253.3

（注）保有期間の基準日：2009年3月末
＊1  出典：日経平均プロフィル 

https://indexes.nikkei.co.jp/nkave/index/profile?idx=nk225tr
＊2  出典：日本証券取引所グループ 

https://www.jpx.co.jp/markets/statistics-equities/monthly/00-archives-01.html

●TSR（株主総利回り、％）
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会社概要 2019年 3月 31日現在

主な外部評価 
2019年 7月現在

商号
エーザイ株式会社

（英文名：Eisai Co., Ltd.）

設立
1941年（昭和16年）12月6日

本社所在地
〒112-8088 
東京都文京区小石川4-6-10

資本金
44,986百万円

上場証券取引所
東京証券取引所

（証券コード:4523）

決算日
3月31日

定時株主総会
6月

会計監査人
有限責任監査法人トーマツ

〒112-8088　
東京都文京区小石川4-6-10　エーザイ株式会社　IR部
TEL : 0120-745-040

お問い合わせ先

会社情報

統合報告書2019　編集後記

5回目の発行となる今回の統合報告書では、より中
長期視点で当社をご理解いただけるよう、2つの点を
心掛けました。

第一に、「10年」での記載を心掛け
ました。長期にわたり新薬開発を行う
上で10年は決して長くはありませんが、
当社にとって直近の10年はまさに激動期でした。ピー
クセールスを記録した2009年度以降、主力製品の独
占販売期間満了により、業績は厳しい局面を迎えまし
た。しかし、当社の英知を結集した自社創製の抗がん
剤「レンビマⓇ」の発売、およびパートナーシップの進展
により、成長軌道への回帰を達成しました。厳しい事
業環境の中でも、イノベーションの創出に向けて努力
を継続してきた社員を心から誇りに思います。

第二に、当社のポジティブな側面のみならず、様々
な観点から「課題」を記載しました。当社は様々な課
題を抱えており、その改善に向けて日々取り組んでい

ます。統合報告書で当社の課題やその
改善策をステークホルダーの皆様と共有
することが、中長期的の価値創造を果た
す上での最善策であると信じています。

2019年3月に発表したアルツハイマー
病治療剤アデュカヌマブの開発中止は、当社にとっ
て大きな試練となりました。今後も、当社は多くの試
練と対峙していかなければならないでしょう。しかし、
ヒューマン・ヘルスケア（hhc）という企業理念のもと、
SWOT分析で示した自社の強みを活かして様々な試
練を克服し、当社はこれまで以上に患者様に対する価
値創造に貢献するイノベーションを生み出すことができ
ると私は信じています。特に、全人類の悲願である次
世代認知症治療剤の創出に向けて、当社が大きく貢
献できることを強く願っています。

（統合報告書2019　事務局）

FTSE Russell （FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標）は
ここにEisaiが第三者調査の結果、FTSE Blossom Japan Index組み入れの要件を満たし、
本インデックスの構成銘柄となったことを証します。FTSE Blossom  Japan Indexはグ
ローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが作成し、環境、社会、ガバナ
ンス（ESG）について優れた対応を行っている日本企業のパフォーマンスを測定するために
設計されたものです。FTSE Blossom  Japan Indexはサステナブル投資のファンドや他
の金融商品の作成・評価に広く利用されます。

エーザイ株式会社のいずれのMSCIインデックスへの組み入れ、MSCIロゴの使用、商標、
役務商標、インデックスの名称の使用は、MSCIとその関連団体がエーザイ株式会社を後
援、保証、奨励するものではありません。MSCIインデックスはMSCIの独占的な権利です。
MSCIとMSCIインデックスの名称およびロゴはMSCIとその関連団体の商標もしくは役務
商標です。

Institutional Investor 誌の
「Most Honored Companies」として

セクター第１位に選出
Best CEO、Best CFO、Best IR Professionals、Best IR Programsの

すべてのランキング項目でTOP3 以内に選出

「世界で最も持続可能な100社」に4回目の選定
カナダの出版社コーポレートナイツ社が選定、日本企業で最上位にランク

Years

Eisai Integrated Report 2019




