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この指標は、サステナビリティ会計基準審議会（SASB）のバイ
オ・製薬産業基準に準拠した開示内容をまとめたものです。この指
標は、2022 年版統合報告書および Takeda.com に記載されている
当社のサステナビリティに関する優先事項、コミットメント、イニ
シアチブに関する内容を補足するものです。SASB の基準に関する
詳細は、SASB.org をご覧ください。
ESG 報告の最適化は、反復的なプロセスです。私たちは、このレ
ポーティングフレームワークのすべての指標について報告している
わけではありませんが、透明性とステークホルダーに対するコミッ
トメントを示すため、データ収集プロセスと重要な ESG 情報を継
続的に報告するよう努めます。
報告期間は、特に明記されていない限り、2021 年度（2021 年 4 月
1 日～2022 年 3 月 31 日）を対象としています。特定のパフォーマ
ンス指標は Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されて
おり、記号☑で示されています。第三者保証報告書は、当社の
2022 ESG データポータルでご覧いただけます。

SASB 指標

タケダの開示

臨床試験の患者さんの安全
臨床試験は、科学的に設計された治験実施計画書に基づき、被験者への潜在的なリスクと被験者および社会にもたらされる可能性のある
利益とのバランスを考慮して計画されます。ヘルシンキ宣言 2013、医薬品規制調和国際会議（ICH） における医薬品の臨床試験の実施の
基準（GCP）、欧州製薬団体連合会（EFPIA）／米国研究製薬工業協会（PhRMA） の原則を含む国際基準やルールに従って、法規制を
遵守して実施されます。

臨床試験の計画・実施、医師による十分な説明を受けたうえで 患者さんが納得して治療を受ける（インフォームド・コンセ ント）ための
手順、試験参加者データの管理についても、当 社の価値観であるタケダイズムと倫理基準に従って実施しています。臨床試験は、試験参
加者や患者さんの身体的・精神的な 健康に配慮すると共に、試験を通じて十分な知見が得られる ように計画されます。臨床試験にあたっ
てインフォー ムド・コンセントの手順に則り予測される効果や起こり得る副 作用などについて十分説明した上で、患者さんが自らの意思
で 試験参加の是非を判断いただけるようにしています。 臨床試験のプロセスは、試験参加者の肉体的・精神的な健全性 を保ち、患者さ
この指標は、Apex

んのプライバシーや個人情報を保護するように 策定しています。

Companies, LLC(第三者
保証) によって承認され

HC-BP-210a.1

ています。算出方法の詳

タケダが協働する治験担当医師は、ICH GCP およびその他の適用される原則と基準に従って業務を遂行することに合意 しています。タ

細、倫理とコンプライア

ケダは臨床試験に携わる従業員の立場に応じ、タケダの方針や標準作業手順書、行動規準、倫理・コン プライアンスに関する方針の研

ンスに関するその他

修、ヒトを対象とした研究の実施に関する生命倫理基準などの教育を実施しています。

KPI、または第三者保証
報告書は、ESG ポータ

タケダのグローバルスタンダードに基づき、GCP に準拠した独立倫理委員会の承認または肯定的意見を得るまでは、治 験を開始し、また

ルの「価値観に基づくガ

は大幅な変更は行いません。治験のすべての過程において患者さんを保護し、治験の質を確保することを目的としたグローバルクリニカ

バナンスのパフォーマン

ルクオリティーとグローバルセーフティー機能を有しています。社内手順では、すべての国や地域における品質と患者さんの安全の管理

ス指標」をご覧くださ

に関する基準を設定しています。プロセスと手順の遵守状況を評 価する内部監査を実施するとともに、規制当局による査察も受けていま

い。

す。また、懸念事項を報告するためのエスカレーションプロセスが整備されており、グローバルクオリティチームを通じてタケダエグゼ
クティブチームが監視しています。また、多くの国では、治験参加者は個人情報の取り扱いについて、その国のデータ保護当局に懸念を
申し立てる 権利を有しています。欧州のデータ保護当局のリストはこちらをご覧ください。
患者さんの命にかかわる治療を早期にかつ中断されることなく受けられるようにする目標は、私たちの医薬品アクセス 戦略の重要な要素
です。治験後アクセス（Post-Trial Access: PTA）は、臨床試験終了後も治験薬による治療を必要とする適格な治験参加者に対して、治療
を継続できるようにすることに貢献しています。PTA の仕組みについての詳細は、 こちらをご覧ください。
臨床試験終了時に、治験担当医師に対し、治験実施施設の被験者レベルのデータを提供しています。タケダがスポンサーとなって実施し
た第 2-3 相の治験や第 4 相の承認化合物の介入がある臨床試験、および当社の医療機器を評価する臨 床試験について、試験結果を記載し
た原稿を、試験終了後（市販品の場合）、または規制当局による承認、または治験 薬の開発中止または終了の判断後、18 カ月以内に提出
するよう努めています。タケダの臨床試験に関する詳しい情報は こちらをご覧ください。
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SASB 指標

タケダの開示

臨床試験に参加する患者さんの安全（続き）

HC-BP-210a.2

臨床試験管理およびファ

タケダは臨床開発プログラムに対する医薬品の臨床試験の実施の基準（GCP）における査察に対し、問題なく対応して います。米国食

ーマコビジランスに関連

品医薬品局（FDA）が実施した GCP 査察の詳細は、「FDA 査察分類データベース」の「バイオリサーチ モニタリングプロジェクト」に記

する FDA 実施検査で、

載されています。これらの査察はいずれも問題なく終了しています。 詳細はサステナビリティレポート 2020（80 ページ）をご覧くださ

結果を得た件数：自主的

い。

措置の指示および公的措
置の指示

2021 年度発展途上国での臨床試験に関連する法的手続きによる損失総額 (円): 0 ☑
発展途上国での臨床試験
HC-BP-210a.3

に関連する法的手続きに
よる損失総額

この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証) によって承認されています。算出方法の詳細、倫理とコンプライアンスに関するその他
KPI、または第三者保証報告書は、ESG ポータルの「価値観に基づくガバナンスのパフォーマンス指標」をご覧ください。

医薬品アクセス
タケダは、患者さんに医療、医薬品、ワクチンをお届けすることを最優先課題としています。私たちは、十分な医療が受けられない地域
において、人々の暮らしを豊かにする医薬品やワクチンへのアクセスを拡大するために、総合的かつ持続可能な取り組みが必要であると
考えています。様々なステークホルダーとの対話を通じて、価格が患者さんの医薬品へのアクセス障害にならないように積極的に取り組
み、医療制度を変革し、世界中の人々の生活を向上させます。
医薬品アクセス指標で定
義された優先疾患および
HC-BP-240a.1

優先国の医療製品へのア
クセスを促進するための
活動およびイニシアチブ
の記述

患者さんの医薬品へのアクセスを加速するという取り組みは、私たちの企業理念に組み込まれており、世界中で、そしてすべての治療領
域にわたって私たちが実行しているものです。
AtM（医薬品アクセス）指標参加国において、タケダの価格設定には主に 3 つの戦略的事項に重点を置いています。
1. パートナーとの協働を通じて医療制度を変革し、患者さんの医薬品へのアクセスを拡大
2. 価格障壁に対処し、医薬品やワクチンへのアクセスを可能にする革新的プログラムの導入と支援
▪

段階的な価格設定

▪

患者支援プログラム

▪

価値に基づいたヘルスケアモデル

3. 患者さんの医薬品・ワクチンへのアクセス拡大に向けた政策立案者との協働
医薬品アクセスに関するタケダの考え方については、価格設定に対するタケダの見解をご覧ください。
医薬品アクセスプログラムの詳細については、2 年ごとの進捗報告書をご覧ください。プログレスレポート 2020
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SASB 指標

タケダの開示

医薬品アクセス（続き）
タケダは WHO の承認済み医薬品リストに登録されている製品を保有していません。
タケダのワクチンビジネスユニットが目指す未来は、最も重篤な感染症に対処するワクチンによって、世界中の人々の健康を守ることに
WHO の PQP
（Prequalification of
HC-BP-240a.2

Medicines Programme）
の一環として、
Prequalified Medicinal
Products に掲載されて
いる製品リスト

あります。私たちの使命は、公衆衛生における最も困難な問題に取り組む革新的なワクチンを開発・提供し、世界中の人々の生活を向上
させることです。タケダは、日本で販売している季節性インフルエンザ、麻疹、おたふくかぜ、風疹などのワクチンに加え、デング熱
（フェーズ 3）、ノロウイルス（フェーズ 2b）、ジカ熱（フェーズ 1）のワクチン候補を研究しています。
タケダのワクチンに関する取り組みは、こちらをご覧ください。
ワクチンに関する当社の取り組みに加え、私たちは CARE（Corona Accelerated R&D in Europe）プログラムの共同リーダーとしての役
割も担っています。CARE プログラムは COVID-19 に対する喫緊の治療法の発見と開発に特化しており、この種のものとしては最大の事
業です。同プログラムでは、学術機関、非営利の研究機関、製薬会社などから第一人者が集まり、COVID-19 および将来のコロナウイル
スの脅威に対する治療法の開発、疾病の長期的な解決を目指しています。CARE プログラムの詳細は、をご覧ください。

すべての患者さんが必要な医療を受けられるようにするための価格設定
2021 年度認可されたジェネリック医薬品の市場投入を遅らせるための支払いを伴う医薬品簡略承認申請(ANDA)訴
認可されたジェネリック
医薬品の市場投入を遅ら
HC-BP240b.1

せるための支払いを伴う
医薬品簡略承認申請
(ANDA)訴訟の和解件数

訟の和解件数 : 0 件☑
武田薬品工業株式会社は、ANDA 申請者との間で、「遅延損害金」を支払う和解をしたことはありません。これ
には、ANDA 申請者が製品を発売した後、一定期間、当社ブランドの正規ジェネリック医薬品を発売しないとい
う合意が含まれます。
この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されています。算出方法の詳細、倫理とコンプライ
アンスに関するその他 KPI、または第三者保証報告書は、ESG ポータルの「価値観に基づくガバナンスのパフォー
マンス指標」をご覧ください。
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SASB 指標

タケダの開示

すべての患者さんが必要な医療を受けられるようにするための価格設定（続き）
私たちは、米国における価格設定方法において、米国のポートフォリオ全体の年間平均定価と平均純額変化率を開示しています。当社の

HC-BP-240b.2

米国内製品ポートフォリ

算出方法および過去のデータについては、こちらをご覧ください。当社の平均純増価格算出方法においては、平均純増価格は定価ではな

オにおける（1）平均定

く純売上高で加重平均しています。

価および（2）平均純額
の前年度比増減率

このデータは会計年度ベースではなく暦年ベースで収集されているため、この SASB 表のその他の情報については、記載されている期間
と乖離があります。

HC-BP-240b.3

前年度比で最も上昇した

タケダでは、現在この指標に基づく報告を行っていません。米国の製品価格改定において、どの指標が最も重要であるかについては、米

製品の定価および正味販

国における価格設定方法をご覧ください。

売価格の増減率

薬品の品質と安全性
FDA MedWatch Safety
Alerts for Human
HC-BP-250a.1

Medical Products のデー

安全性に関する警告が出ているタケダの医薬品は、に掲載されています

タベースで安全性に関す
る警告が掲載されている
タケダの医薬品
FDA Adverse Event

HC-BP-250a.2

非公開

Reporting System で報告
されている製品に関連す
る死亡者数
2021 年度クラス I 自主回収：０件☑
2021 年度クラス II 自主回収：０件☑
このデータの範囲は米国のみであり、強制回収と自主回収の両方が含まれています。過去の製品リコールは、で確認できます。

HC-BP-250a.3

リコール発行数、リコー
ル総量

SASB インデック報告書

この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されています。算出方法の詳細、倫理とコンプライアンスに関するその他
KPI、または第三者保証報告書は、ESG ポータルの「価値観に基づくガバナンスのパフォーマンス指標」をご覧ください
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SASB 指標

タケダの開示

薬品の品質と安全性（続き）
関連する業界団体と協力し、医薬品の回収プログラムに支援・参加をしています。また、患者さんやエンドユーザーの方々に、不要にな
HC-BP-250a.4

回収、再利用もしくは廃
棄した製品の総量

った、あるいは期限切れの医薬品やシャープを安全に返却・ 廃棄するための教育を支援しています。必要に応じて、改善計画や改善ロー
ドマップを含め、未使用の医薬品やシャープの回収活動に関する基本的な理解を深めます。タケダ社外の医薬品プログラムへの支援は、
現在、米国でのみ行われています。2021 年に米国のプログラムで回収された廃棄物は、医薬品が 245 トン ☑、シャープが 92 トンとな
っています。現在、他の地域でのプログラムの実施を検討中です。

現行の適正製造基準
（cGMP）違反に対して
HC-BP-250a.5

非公開

取られた FDA の 強制措
置の件数（種類別）

偽造医薬品対策
タケダは患者さんの安全を確保するため、リスクに基づく包括的な手法を積極的に用いて、偽造医薬品、違法医薬
品、その他不正が疑われる医薬品の危険性を見つけ出し、適切に対処しています。そのために特別に設置された偽造
薬品対策チームは、戦略的手法を用い、社内の関連部署および外部機関と協力して、この使命を実行しています。
タケダの偽造薬、模造薬および医薬品の違法取引に対する基本方針は次の通りです。
▪

国内および国外の法執行機関、規制当局、他の製薬企業、業界団体と積極的に協力して、偽造医薬品 や違法取引
と戦う一方で、患者さん、取引企業、そして医療関係者などに偽造医薬品や違法取引に関する 危険性について啓
発します。国際製薬団体連合会（IFPMA）の “Fight the Fake（ニセ薬に気をつけ ろ！）”キャンペーンや安全な

サプライチェーン全体を

オンライン薬局連盟（ASOP）などとのパートナーシップを通じ、患者さんを啓発 する草の根活動に寄与しま

通して製品のトレーサビ
HC-BP-260a.1

リティを維持し、偽造を
防止するために使用され
る方法および技術の説明

す。
▪

世界中の取引企業に対して常時、高度な安全性基準や要件を設定し、これらの要件に照らして精査（デュ ーデリ
ジェンス）と監査を行ないます。

▪

医薬品の偽造、盗難や流用、改ざんを検知し事前に防ぐため、製品とパッケージ用の革新的な不正防止策 を評
価・開発・導入します。

▪

違法オンライン薬局など違法インターネット取引の積極的モニタリングおよび介入など、タケダ製品の違法取引
に関わる疑いのある組織を検知・調査し、証拠を継続的に集めます。

詳しくは、「偽造薬、摸造薬および医薬品の違法取引に対するタケダの見解」をご覧ください。

SASB インデック報告書

6

SASB 指標

タケダの開示

偽造医薬品対策
国内および国外の法執行機関、規制当局、他の製薬企業、業界団体と積極的に協力して、偽造医薬品 や違法取引と戦う一方で、患者

HC-BP-260a.2

偽造医薬品に関連する潜在的

さん、取引企業、そして医療関係者などに偽造医薬品や違法取引に関する 危険性について啓発します。国際製薬団体連合会

または既知のリスクについ

（IFPMA）の “Fight the Fake（ニセ薬に気をつけ ろ！）”キャンペーンや安全なオンライン薬局連盟（ASOP）などとのパートナー

て、顧客およびビジネスパー

シップを通じ、患者さんを啓発 する草の根活動に寄与します。

トナーに警告するためのプロ

HC-BP-260a.3

セスの検討

詳しくは、「偽造薬、摸造薬および医薬品の違法取引に対するタケダの見解」をご覧ください。

偽造医薬品に関する捜索、押

非公開

収、逮捕および、または刑事
告訴につながった活動数

倫理的販売・マーケティング
2021 年度虚偽のマーケティング活動に関する法的手続きに起因する損失総額（円）: 0 ☑
虚偽のマーケティング活動に
HC-BP-270a.1

関する法的手続きに起因する

この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されています。算出方法の詳細、倫理とコンプライアンスに関するそ

損失総額

の他 KPI、または第三者保証報告書は、ESG ポータルの「価値観に基づくガバナンスのパフォーマンス指標」をご覧ください。

私たちは、タケダ製品およびタケダ製品 で治療または予防する疾患について、 客観的で正確な情報を提供します。 私たちは、タケ
ダ製品およびタケダ製品で治療または予防する疾患に関する情報を提供する責任 を負っています。私たちが、広告、プロモーション
または教育的活動を通じて情報を提供する場合、 適用される要件に従い、適切なコミュニケーショ ン・チャネルを使用します。 ま
た、情報提供の際、デジタルや対面などいかなるチャネルを使用する場合も、私たちは情報が正 確・公正で、バランスのとれた、科
学的な根拠の あるものであるようにします。 私たちは、患者さんと医療関係者の 関係を尊重します。 患者さんが治療に関する事項
について私たちに 尋ねてきた場合には、私たちは医療関係者による 助言を求めるよう促します。 私たちは、決してタケダ製品の承
製品の適応外使用の推進に適
HC-BP-270a.2

用される倫理規範の記述

認された効能効 果外の販売促進を行いません。
そして、倫理観の醸成やコンプライアンスを促進するため、チーフ エシックス＆コンプライア ンス オフィサーおよびリスク・エシ
ックス&コンプライアンス・コミッティー（RECC）を設置し、 両者が協働して倫理およびコンプライアンス事案を全社的なアプロ
ーチで対応する体制を構築しています。 すべてのグループ会社においてタケダ・グローバル行動規準および関連するグローバルポリ
シー と現地の規則に則って、エシックス＆コンプライアンス・プログラムの実行と強化を推進して います。これらのポリシーはビジ
ネス・レビュー・コミッティー（BRC）により承認されたものです。
エシックス＆コンプライアンス・プログラムにおいて、研修や 教育は重要な要素です。新たに入社した従業員は、グローバル 行動規
範、贈収賄禁止ポリシーなど、従業員がとるべき行動に 関する SOP についての研修を受けます。

SASB インデック報告書
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SASB 指標

タケダの開示

人材の獲得・育成・維持
2021 年度、タケダの研究開発部門は、優れた人材を惹きつけ、患者さんへの貢献を支える包括的な研究開発文化の創造に向けて、めざま
しい前進を遂げました。当社の研究開発ハイブリッド型ワークモデルは、研究開発が担う様々な役割の中で、どのような仕事をどこで行
うのが適切かを見つけ出し、それを支援するものです。また、研究開発会議文化、研究開発スタッフのウェルビーイング、そして「タケ
ダは誰もが活躍し、成長し、キャリアを実現できる場所」という研究開発スタッフの信念を継続的に改善するために、多くのデータ駆動
型プログラムを採用しています。
タケダの研究開発 – 優秀な人材の採用
タケダでは、採用担当者との面接の段階から、多様な候補者を確保するための DE&I や行動分析に基づく面接トレーニング、包括的なツ
ールキットを提供し、インクルージョンに重点を置いて人材を採用しています。このプロセスは、2022 年度には米国と欧州の研究開発責
任者から日本や中国の研究開発責任者へと拡大される予定です。2021 年度に試験的に導入したアンチ・バイアス言語ソフトも世界規模で
使用する予定で、今年半ばには最も重要で量の多い職務記述書の 50％が偏見低減のための言語に適応されました。こうした取り組みと市
場環境の変化により、応募数は 20％増、社内採用数は 7％増となりました。また、21 年度には、米国を拠点とするインターンに多様な学
部生を採用するために 2 つのパートナーシップを結び、スイスのチームの若手社員が複数の研究開発機能に触れ、統合するための 18 カ月
科学者・研究開発者の人
HC-BP-330a.1

材獲得・維持のための取
り組みに関する議論

の研究開発研修プログラムを開発しました。また、新入社員が帰属意識を持ち、実力を発揮できるように、部門横断的なチームが包括的
なグローバル R&D 新入社員受け入れサイトを作成しました。
タケダの研究開発 – 生涯学習とタレントマネジメント
タケダでは、研究開発チーム全体のインクルージョン・スキルの向上に重点を置き、カスタムメイドの「インクルージョン・アクセラレ
ータ」カリキュラムを開発しました。2021 年度の最初のコホートでは約 500 人の研究開発者が受講しました。また、8 カ月間の交代制プ
ログラム「Achieve Program」は、研究開発部門シニアリーダーシップにおけるパイプラインの多様化を図るもので、20 名のアーリーキ
ャリアのフロントラインマネージャー（Achiever）が、彼らの育成とリーダーへの昇進を支援する上級または有期のスポンサーとペアを
組み、2021 年度に実施されました。
タケダの研究開発 - 多様性、公平性、包括性(DE&I)
2021 年度、タケダでは、多様な意見を取り入れながら、「選ばれる企業」としてのタケダ R&D の地位を維持できるように、研究開発部
門の社員 500 名以上がボランティアとして研究開発部門の DE&I ソリューションの共同開発に参加する CAUSE ネットワークを構築しま
した。また、「グローバル・インクルーシブ・ランゲージ・ガイド」や「研究開発 DE&I ダッシュボード」など、進捗状況や効果を測定
するためのツールも提供しています。臨床試験における多様性ダッシュボードに集約されたデータ、最近導入した臨床試験における多様
性プレイブックのガイダンス、2022 年初頭の「パートナーとしてのコミュニティ」イニシアティブなど、臨床試験における多様性を推進
する取り組みによって、従業員の健康の公平性への関心が維持されています。

SASB インデック報告書
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SASB 指標

タケダの開示

人材の獲得・育成・維持（続き）

HC-BP-330a.2

（1）自発的離職率およ

2021 年度 グローバル 自発的総離職率 : 6% ☑

び（２）非自発的離職

2021 年度 グローバル 非自発的総離職率 : 17% ☑

率。（ａ） 役員・上級
管理職、 中間管理職、

この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されています。算出方法の詳細、売上高に関連するその他の KPI、または

専門職、 その他

第三者保証報告書については、ESG ポータルの「ともに働く仲間のためにのパフォーマンス指標」をご覧ください。

サプライチェーンマネジメント
Rx-360 インターナショ
ナルに参加している
HC-BP-430a.1

（1）事業体の施設と

非公開

（2）Tier1 サプライヤ
ーの施設の割合

ビジネス倫理
汚職・贈収賄に関連する
HC-BP-510a.1

2021 年度 汚職・贈収賄に関連する法的手続きによる損失総額 （円）= 0 ☑

法的手続きによる損失総
額

この指標は、Apex Companies, LLC(第三者保証)によって承認されています。算出方法の詳細、倫理とコンプライアンスに関するその他
KPI、または第三者保証報告書は、ESG ポータルの「価値観に基づくガバナンスのパフォーマンス指標」をご覧ください。
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SASB 指標

タケダの開示

ビジネス倫理（続き）
当社は販売活動においても患者さんを中心に考える方針に従い、当社医薬品の処方・使用・管理・購入・推奨に対して不当な影響力を行
使せず、報酬も提供しません。また当社医薬品の使用を勧めるために、金銭・贈り物・サービス・接待・その他有価物の提供も行いませ
ん。
この立場を明確に示すために、医療関係者および医療機関との交流に関するグローバルポリシー、患者および患者団体との交流に関する
グローバルポリシー、公務員および政府機関との交流に関するグローバルポリシー、贈収賄禁止グローバルポリシー、行動規範を含むあ
らゆるグローバルポリシーを遵守しています。これらポリシーに関するトレーニングは、タケダに入社後、30 日以内に完了しなければな
らず、相互作用ポリシーについては 2 年ごと、行動規準と腐敗防止ポリシーについては毎年再研修を受ける必要があります。
ま た、各国の関連法、国際製薬団体連合会（IFPMA）コード オ ブ プラクティス、各地の業界団体が定めた行動基準などを遵守 した活動
を推進しています。

HC-BP-510a.2

医療従事者との交流に適

医薬情報は適切な手段や媒体を通じて、正確かつ公正に、バラ ンスの取れた方法で提供します。社内外のガイドラインに基づ き、医薬品

用される倫理規範の説明

のプロモーション資材の見直しを実施しています。 これらの評価は独立組織が行う場合があり、定期的なモニタリ ングも行なっていま
す。これらの評価とモニタリングは標準業 務手順書（SOP）に基づいて行われます。
質問や 懸念は、人事、法務、エシックス＆コンプライアンス・オフィサーを通じて社内で、または直接 シニア管理職へ報告することもで
きます。すべての質問や懸念は、迅速に、秘密に、そして敬 意を持って対処されます。 「タケダ・エシックスライン」は、タケダの価値
観（バリュー）が守られていないと感じた場合に、 従業員や一般の人々が質問や懸念を報告することができるものです。オンラインと電
話で 24 時間、20 の言語で受け付けています。また、必要に応じて、匿名での相談もできるようになっ ています。
当社の価値観およびグローバル行動規準に沿っていない行動または慣行に対しては、迅速に そして適切な措置が取られます。同様の問題
が 2 度と起こらないよう、正しくない行いの根本 原因を分析・理解することに努めています。 私たちは、意識向上の取組みを通じて、
「声を上げる（Speak-up）」文化を推進し続けます。
詳しくは、行動規準または Takeda.com で、当社基準の遵守を確認するための仕組みをご覧ください。
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SASB 指標

タケダの開示

アクティビティメトリクス
タケダでは、人々の暮らしを豊かにする医薬品へのアクセスを世界中で推進することを目指しています。
HC-BP-000.A

治療した患者数

タケダでは、革新的な医薬品アクセスプログラム、医療制度の改革活動、タケダがスポンサーを務める臨床試験などを通じて、十分な治
療を受けられない地域においてタケダの医薬品やワクチンにアクセスできた患者さんの数を毎年報告しています。
過去のデータや第三者保証のスコアなど、当社の KPI に関する詳細は、ESG ポータルサイトの「すべての患者さんのためにのパフォーマ
ンス指標」をご覧ください。

（１）ポートフォリオと
HC-BP-000.B

（２）研究開発（フェー
ズ 1～3）における薬剤
数

SASB インデック報告書

11

当社のポートフォリオとパイプラインについては、こちらから最新の四半期ごとの決算情報をご覧ください。

留意事項

財務情報および国際会計基準に準拠しない財務指標

本留意事項において、「本報告書」とは、本報告書（添付資料および補足資料を含みます。）において武田薬
品工業株式会社（以下、「武田薬品」）によって説明または配布された本書類、口頭のプレゼンテーション、
質疑応答および書面または口頭の資料を意味します。本報告書（それに関する口頭の説明および質疑応答を含
みます。）は、いかなる法域においても、いかなる有価証券の購入、取得、申込み、交換、売却その他の処分
の提案、案内もしくは勧誘またはいかなる投票もしくは承認の勧誘のいずれの一部を構成、表明または形成す
るものではなく、またこれを行うことを意図しておりません。本報告書により株式または有価証券の募集を公
に行うものではありません。米国 1933 年証券法に基づく登録または登録免除の要件に従い行うものを除き、米
国において有価証券の募集は行われません。本報告書は、（投資、取得、処分その他の取引の検討のためでは
なく）情報提供のみを目的として受領者により使用されるという条件の下で（受領者に対して提供される追加
情報と共に）提供されております。当該制限を遵守しなかった場合には、適用のある証券法違反となる可能性
がございます。

当社の財務諸表は、国際会計基準（IFRS）に基づき作成しております。本報告書および本報告書に関して
配布された資料には、実質的な売上収益、Core 営業利益、実質的な Core 営業利益、Core 純利益、Core
EPS、有利子純負債、EBITDA、調整後 EBITDA、フリー・キャッシュ・フローおよび CER 成長率な
ど、国際財務報告基準に準拠しない財務指標が含まれています。当社役員は、業績評価ならびに経営およ
び経営判断を、IFRS および本報告書に含まれる IFRS 以外の指標に基づき行っています。IFRS に準拠し
ない財務指標においては、最も近い IFRS 財務指標では含まれることとなる、または異なる数値となる一
定の利益、コストおよびキャッシュ・フロー項目を除外しております。IFRS に準拠しない財務指標を提
供することで、当社役員は、投資家の皆様に対し、当社の経営状況、主要な業績および動向の更なる分析
のための付加的な情報を提供したいと考えております。IFRS に準拠しない財務指標は、IFRS に準拠する
ものではなく、付加的なものであり、また、IFRS に準拠する財務指標に代替するものではありません
（IFRS に準拠する財務指標を「財務ベース」指標として参照している場合があります）。投資家の皆様

武田薬品が直接的に、または間接的に投資している会社は別々の会社になります。本報告書において、「武田
薬品」という用語は、武田薬品およびその子会社全般を参照するものとして便宜上使われていることがあり得

におかれましては、IFRS に準拠しない財務指標につき、これらに最も良く対応する IFRS 準拠財務指標と
の照合を行っていただけますようお願い申し上げます。

ます。同様に、「当社（we、us および our）」という用語は、子会社全般またはそこで勤務する者を参照して
いることもあり得ます。これらの用語は、特定の会社を明らかにすることが有益な目的を与えない場合に用い
られることもあり得ます。

将来に関する見通し情報
本報告書および本報告書に関して配布された資料には、武田薬品の見積もり、予測、目標、計画および、温室
効果ガス排出量の削減目標を含む当社の将来の事業、将来のポジションおよび業績に関する将来見通し情報、

当社の IFRS に準拠しない財務指標に関する詳細およびこれらに最も良く対応する IFRS 準拠財務指標につ
いては、2021 年度決算発表 49-54 ページをご参照ください。

為替

理念または見解が含まれています。将来見通し情報は、「目標にする（targets）」、「計画する
（plans）」、「信じる（believes）」、「望む（hopes）」、「継続する（continues）」、「期待する

本報告書では、受領者の便宜のために、日本円で表示された一部の金額を、ニューヨーク連邦準備銀行が

（expects）」、「めざす（aims）」、「意図する（intends）」、「確実にする（ensures）」、「だろう

2022 年 3 月 31 日に認定した正午時点の買値レートである 1 米ドル＝121.44 円で米ドルに換算していま

（will）」、「かもしれない（may）」、「すべきであろう（should）」、「であろう（would）」、「するこ

す。これらの便宜的な換算に使用された買値レートおよび換算方法は、当社の連結財務諸表に使用される

とができた（could）」、「予想される（anticipates）」、「見込む（estimates）」、「予想する

IFRS の換算レートおよび換算方法とは異なります。これらの便宜的な換算は、関連する日本円の金額が

（projects）」などの用語もしくは同様の表現またはそれらの否定表現を含むことが多いですが、それに限ら

当該買値レートまたは他のレートで米ドルに換算されうることを示すものではありません。

れるものではありません。これら将来見通し情報は、多くの重要な要因に関する前提に基づいており、実際の
業績は、将来見通し情報において明示または暗示された将来の業績とは大きく異なる可能性があります。その
重要な要因には、当社による省エネルギーへの取り組みや、将来の再生可能エネルギーまたは低炭素エネルギ

医療情報

ー技術の発展による当社の温室効果ガス排出量の削減、日本および米国の一般的な経済条件を含む当社のグロ
ーバルな事業を取り巻く経済状況、競合製品の出現と開発、世界的な医療制度改革を含む関連法規の変更、臨

本報告書には、製品についての情報が含まれておりますが、それらの製品は、すべての国で発売されてい

床的成功および規制当局による判断とその時期の不確実性を含む新製品開発に内在する困難、新製品および既

るものではありませんし、また国によって異なる商標、効能、用量等で販売されている場合もあります。

存製品の商業的成功の不確実性、製造における困難または遅延、金利および為替の変動、市場で販売された製

ここに記載されている情報は、開発品を含むいかなる医療用医薬品を勧誘、宣伝または広告するものでは

品または候補製品の安全性または有効性に関するクレームまたは懸念、新規コロナウイルス・パンデミックの

ありません。

ような健康危機が、当社が事業を行う国の政府を含む当社とその顧客および供給業者または当社事業の他の側
面に及ぼす影響、買収対象企業との PMI（買収後の統合活動）の時期および影響、武田薬品の事業にとって
のノン・コア資産を売却する能力およびかかる資産売却のタイミング、当社のウェブサイト(https://w
ww.takeda.com/investors/reports/sec-filings/)または www.sec.gov において閲覧可能な米国証券取引委員会に
提出した Form 20-F による最新の年次報告書および当社の他の報告書において特定されたその他の要因が含
まれます。武田薬品は、法律や証券取引所の規則により要請される場合を除き、本報告書に含まれる、または
当社が提示するいかなる将来見通し情報を更新する義務を負うものではありません。過去の実績は将来の経営
結果の指針とはならず、また、本報告書における武田薬品の経営結果は武田薬品の将来の経営結果またはその
公表を示すものではなく、その予測、予想、保証または見積もりではありません。
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