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高田製薬株式会社 
ソーシャルローンフレームワーク 
 

2021年 9月 28日 

 

ESG推進室 

担当アナリスト：大石 竜志 

 
格付投資情報センター（R&I）は高田製薬が 2021 年 8 月 10 日付にて策定したソーシャルローンフレーム

ワークが「ソーシャルローン原則」に適合していることを確認した。オピニオンは下記の見解に基づいてい
る。ソーシャルローンはアレンジャーを武蔵野銀行とするシンジケートローンで実行される。 
 

■オピニオン概要 

(1)調達資金の使途 
  資金使途は高田製薬の抗がん剤をはじめとした医薬品の製造工場の建設資金。工場ではがんに対する

注射剤の製造を予定しており、高田製薬（ジェネリック医薬品）および他社の先発医薬品を受託製造す
る予定。日本人ががんで死亡する割合は 2 割を超し国民的な病気といえる。また高齢化社会の進展に伴
い医療費等の社会保障費の負担が増しており、費用の抑制が社会課題となる中で、比較的安価なジェネ
リック医薬品の利用促進は患者及び国の財政に寄与する事業と位置付けられる。対象事業を通じて安心、
安全な医薬品が安定供給されることは、生産者のみならず患者にとっても重要な課題の解決といえる。
新工場は既に同社の他工場が設置されている敷地内に建設される。建設に伴うネガティブな影響に対し
ては、土壌汚染や工場排水など建設に係る環境への影響について十分に配慮するとしている。また、竣
工し医薬品製造開始後において、騒音、排煙、匂いなど外部への影響がほとんどないクリーンな工場で
あり、環境面で特段の問題は生じないとみられる。R&I は対象事業が社会全体としてポジティブな成果
を生み出すと評価した。ソーシャルボンド原則（SBP2021）に例示される事業区分の中では「必要不可
欠なサービスへのアクセス」に該当し、対象とする人々は「高齢者」や「障がい者」を含む「一般の人々」
である。 

(2)プロジェクトの評価と選定のプロセス 
  プロジェクトは高田製薬の経営理念、品質方針、EHS （Environment, Health and Safety）方針に基

づいているかを判断基準としている。コーポレート本部経営企画部が評価・選定し、担当役員の承認を
得るとともに取締役会で報告される。評価の考え方、対象事業の選定は適切なプロセスを経ており、第
三者性・専門性ともに確保されている。 

(3)調達資金の管理 
 調達資金は財務部が適切に管理する。対象事業の実施に係る支出に社内会計コードを設定し、資金の
充当額及び未充当額を確実に追跡する。充当されるまでの間、現金または預金に限定して運用される。
充当状況は年次で財務担当役員において確認される体制がとられる。調達資金の管理は適切と評価でき
る。 

(4)レポーティング 
 アレンジャーである武蔵野銀行に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を説明する資料を年 1 回
開示する。武蔵野銀行はシンジケートローン参加行に開示情報を報告する。必要なレポーティングがな
されることを確認した。  
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発行体の概要 

 埼玉県さいたま市に本社を置く明治 28 年創業の医薬品製造販売会社。「独創的な製品を開発し、高品質
の製品を適正に供給することにより、人々の健康に貢献する」ことを経営理念に掲げ、研究開発型の企
業としてジェネリック医薬品の研究開発、製造、販売事業を軸に、受託製造などにも展開している。 

 高田製薬は 3 つの A として安心品質、安定供給、安全情報を掲げている。安心品質は主原料の調達、製
造において、厳格な品質管理と高度な品質検査を実現により安心で高品質な製品を製造する。安定供給
は医薬品メーカーとしての使命として常に内外の状況を確認し、急な発注や需要拡大にも対応できる品
切れを起こさない供給体制を構築する。安全情報は優れた医薬品をその情報とともに各医療機関に提供
し、ひとりでも多くの人々の健康に貢献することとしており、経営理念の実現に取り組んでいる。 

 2021 年 1 月に「私たち高田製薬は、飲みやすく使いやすいくすりを提供することで、患者さんや医療関
係者に貢献するとともに、企業倫理と透明性の維持を図り、地域社会の発展に寄与し、地球環境を守る
ことで、すべての人々に信頼される企業を目指します。」という『CSR ビジョン』を設定し、全社一丸
となった CSR 意識の高揚を推進している。 
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1. 調達資金の使途 

(1) 対象プロジェクト 

対象事業 

 調達資金は、以下のプロジェクトに係る設備投資に対し、新規資金又はリファイナンス資金として充当
される 

プロジェクト名 北埼玉工場2号棟建設プロジェクト 

事業主体 高田製薬株式会社 

事業実施場所 埼玉県加須市鴻茎3207-5 

事業概要 北埼玉工場２号棟(医療用医薬品無菌製剤棟)の建設 

プロジェクト総額 100億円（税込） 

着工予定 2021年9月 

商業生産開始予定 2025年3月 

 

対象事業の目的 

 対象事業はがん注射剤（高田製薬のジェネリック薬及び他社の新薬）を中心とする新工場の建設プジェ
クト。高田製薬の経営理念に示されているように、人々の健康に貢献し、安全かつ安価なジェネリック
医薬品を安定的に供給することで人々が健康で暮らすという大きな社会的課題に寄与する。 

 社会的課題の解決に向けて高田製薬が自らの使命として定めている項目は以下の通りで、対象事業を通
して実現される。 

・常に患者さん、医療関係者の声に耳を傾け、ニーズに合った高付加価値な医薬品を提供します。 

・長期にわたり使用され有効性と安全性に優れた医薬品を、経済的・安定的に提供します。 

・常に品質確保に対する高い意識を持ち、信頼される最高品質を目指します。 

・常に独創的な視点を持ち、新たな技術を追求し、より高度な研究開発に取り組みます。 

・良き文化と伝統を継承し、企業価値を持続的に高めます。 

 対象事業と高田製薬が認識する課題の関係は次の通り。 

対象事業は高田製薬のジェネリック医薬品および他社新薬の製造工場である。ジェネリック医薬品は
新薬と同一の有効成分を同一量含み、同一経路から投与する製剤で、効能・効果、用法・用量が原則的
に同一であり、新薬と同等の臨床効果・作用が得られる医薬品である。研究開発に要する費用が低く抑
えられることから、新薬に比べて薬価が安くなっている。 

国の財政において医療費の増加傾向が続いており、新薬に比べて安価なジェネリック医薬品の存在価
値は高まっている。ジェネリック医薬品はその経済的価値だけではなく、患者がより医薬品を服用し易
くなる、医療従事者の利便性が向上し、医療過誤の防止につながる等の付加価値にも大きな期待が寄せ
られている。高田製薬が提供する製品によって医療に貢献するため、同社ならではの独創的な高付加価
値製品の開発を常に目指している。 
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社会の課題認識 

 高田製薬が認識する課題が、社会的課題であるかを判断するにあたり、社会の範囲を特定する必要があ
る。「医療」は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）の 3 すべての人に健康と福祉」の観
点から社会に認識された課題であるものの、その詳細は社会の範囲に従って判断されるべきと考え、課
題ごとに対象とする社会を判断した上で、課題認識を以下のように確認した。 

1.医療費、社会コストの低減 

対象とする社会課題は日本である。日本では持続的な社会保障制度実現のため診療報酬・医薬品等に
係る改革 1が挙げられており、これにつながる医療費、社会コストの低減は社会的課題として認識され
ている。特に後発医薬品（ジェネリック医薬品）の普及は、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資
するもの 2として推進されている。厚生労働省は 2021 年 4 月 27 日の経済財政諮問会議の経済・財政一
体改革推進委員会「社会保障ワーキンググループ」で、ジェネリック医薬品使用促進の新たな目標に
「2023 年度末までに数量シェアを全ての都道府県で 80％以上」を掲げて推進していく考えを示してい
る。 

  2.すべての人に安心で安全な医薬品を提供 

コストの低減と共に、医療が提供される限り、安心で安全な医薬品を提供することは社会的課題であ
る。医薬品・医療機器等の安全使用に関する調査 3に見られるように、医薬品を提供する側の課題は当然
のこと、医薬品を利用する患者においても重要な課題である。特に日本の場合、高齢化を始めとしてバ
リアフリーに対応する課題でもある。 

 

 以上より、対象事業の直接的な目的は、社会的課題として社会が認識する課題へ対応するものといえる。 

■新工場の完成イメージ図 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：高田製薬より受領] 

                                                      
1 2019 年 6 月閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針 2019」 
2 厚生労働省 後発医薬品（ジェネリック医薬品）の使用促進について 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/kouhatu-iyaku/index.html 
3 厚生労働省 医薬品・医療機器等の安全使用に関する調査

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000057965.html 
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(2) 対象事業の目標がポジティブな社会的成果であること 

 対象事業による便益及び影響は以下のように整理される。 
 対象事業による便益及び影響 

直接的 4な便益  安心、安全な医薬品の安定供給 

 必要不可欠な医薬品・医療機器の安定供給により生命維持や QOL向上が図られる 

 医療へのアクセス性の向上 

間接的な便益  比較的安価な医薬品の供給による医療費等の社会コスト削減 

 

間接的な影響と

その対応 

 工場建設に伴う環境への影響に配慮する 

 

ポジティブな社会的成果であること 

 対象事業を通じて、直接的には安心、安全な医薬品・医療機器の安定供給がなされることや患者にとっ
ては生命維持や QOL が向上する等の成果がある。間接的な便益として、主に医療提供側にとって医療
事故低減や労働環境改善といった成果がある。 

 新工場は既に同社の他工場が設置されている敷地内に建設される。建設に伴うネガティブな影響に対し
ては、土壌汚染や工場排水など建設に係る環境への影響について十分に配慮するとしている。また、竣
工し医薬品製造開始後において、騒音、排煙、匂いなど外部への影響がほとんどないクリーンな工場で
あり、環境面で特段の問題は生じないとみられる。 

 対象事業へ取り組むことが社会的課題への解決に資すると考えられる。以上より、R&I は対象事業が社
会全体としてポジティブな成果を生み出すと評価した。 

 

■高田製薬のがん製剤（ジェネリック） 

 

 

 

 

 

 

 

[出所：高田製薬より受領] 

                                                      
4 「直接的」とは対象事業の利用者、「間接的」とは対象事業を行う社会、「広範囲」とは対象事業を行う社会を超える

社会を指している。詳細は、「R&I ソーシャルボンドオピニオン 評価方法」を参照のこと。https://www.r-
i.co.jp/rating/products/esg/so_social_jpn.pdf 
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対象事業が関わる持続可能な開発目標(SDGs)について 

 国際資本市場協会（ICMA） の事業カテゴリーと SDGs のマッピングテーブルを参考に対象事業によ
る SDGs への貢献を確認した。対象プロジェクトと SDGs との対応関係は以下の通り。 
 
対象プロジェクト SDGs目標 取り組み 

製薬事業のための

新工場建設 

 

  

■安全かつ安価で社会的な医療コストの低減に寄与するジェネリ

ック医薬品を製造・販売 
 

SDGs への貢献という観点では、特に 3-8「すべての人が、お金の心配をすることなく基礎的な保健サー
ビスを受け、値段が安く、かつ質の高い薬を手に入れ、予防接種を受けられるようにする（ユニーバーサル・
ヘルス・カバレッジ）」に貢献し、10-4「財政、賃金、社会保障などに関する政策をとることによって、だ
んだんと、より大きな平等を達成していく」にも貢献していると考えられる。 

SBP2021 に例示される事業区分との照合 

 対象事業は、医療に関連するものであり SBP2021 に例示されている事業区分「必要不可欠なサービス
へのアクセス」に対応し「高齢者」や「障がい者」を含む「一般の人々」が対象となる。 

 

 資金使途は高田製薬の抗がん剤をはじめとした医薬品の製造工場の建設資金。工場ではがんに対する注射
剤の製造を予定しており、高田製薬（ジェネリック医薬品）および他社の先発医薬品を受託製造する予定。
日本人ががんで死亡する割合は 2 割を超し国民的な病気といえる。また高齢化社会の進展に伴い医療費等の
社会保障費の負担が増しており、費用の抑制が社会課題となる中で、比較的安価なジェネリック医薬品の利
用促進は患者及び国の財政に寄与する事業と位置付けられる。対象事業を通じて安心、安全な医薬品が安定
供給されることは、生産者のみならず患者にとっても重要な課題の解決といえる。新工場は既に同社の他工
場が設置されている敷地内に建設される。建設に伴うネガティブな影響に対しては、土壌汚染や工場排水な
ど建設に係る環境への影響について十分に配慮するとしている。また、竣工し医薬品製造開始後において、
騒音、排煙、匂いなど外部への影響がほとんどないクリーンな工場であり、環境面で特段の問題は生じない
とみられる。R&I は対象事業が社会全体としてポジティブな成果を生み出すと評価した。ソーシャルボンド
原則（SBP2021）に例示される事業区分の中では「必要不可欠なサービスへのアクセス」に該当し、対象と
する人々は「高齢者」や「障がい者」を含む「一般の人々」である。 
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プロジェクトの評価と選定のプロセス 

(1) 包括的な目標、戦略等への組み込み 

 高田製薬は「研究開発型企業として、常に技術の向上を図り、独創的な製品を開発し、高品質の製品を
適正に供給することにより、人々の健康に貢献し、社会的信用を確保するとともに、会社の発展と社員
の幸福および協力者の共栄を求めて事業を進めて参ります。」を経営理念としている。 

 調達資金を充当するプロジェクトにより達成される「社会面での目標」（ソーシャルローンを通じて実現
しようとする社会的成果）は、一般の人々（「高齢者」、「障がい者」を含む）に対する安価かつ安心・安
全な医薬品の安定的な提供であり、当社の経営理念に合致したものとなっている。 

 

(2) プロジェクトの評価・選定の判断規準 

 対象事業は、高田製薬の「経営理念」、「品質方針」、「EHS 方針」等に基づいているかを判断基準として
いる。 

品 質 方 針 

1. GMPの精神に則り、国際的に通用する製品を提供します。 

2. お客様の満足のため、継続的な改善に取り組みます。 

3. お客様の信頼を得るため、情報の収集・提供に努めます。 

4. 製品のライフサイクルを通して品質を維持するために、技術の継承と強化に努めます。 

 
E H S 方 針 

「私たちは研究開発型企業として、常に技術の向上を図り、独創的な製品を開発し、高品質の製品を

適正に供給することにより、人々の健康に貢献し、社会的信用を確保するとともに、会社の発展と社

員の幸福および協力者の共栄を求めて事業を進めて参ります。」という経営理念に基づき、地球環境の

保護および汚染の予防、ともに働くすべての人々と地域社会の安全衛生の確保に配慮した事業活動を

行うことによって、安心できる職場づくりと豊かな社会の実現に貢献します。 

 １．従業員に EHS方針を周知徹底します。 

 ２．組織の責任と権限を明確にし、質の高い EHS管理体制を構築します。 

 ３．EHSに関する法令、規則ならびに社会規範を遵守し、EHS水準の維持・向上に努め、良き企業

市民として行動します。 

 ４．研究開発、生産、流通、販売等すべての事業活動において適したマネジメント・システムを運

営し、環境負荷および危険要因を低減させるための継続的な改善に努めます。 

５．EHSに関する迅速な情報提供と計画的な教育・訓練によって、従業員の意識の向上を図ります。 

 ６．EHS方針とその成果および義務に関し、透明性の確保ならびに第三者とのコミュニケーション

を通じて、地域社会との信頼関係を築きます。  
 ※EHS : Environment, Health and Safety 
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(3) プロジェクトの評価・選定の判断を行う際のプロセス 

 対象プロジェクトの選定は、コーポレート本部経営企画部が、設備投資に該当するプロジェクトの評価・
選定を実施し、コーポレート本部担当役員の承認を得る。加えて、取締役会において、コーポレート本
部担当役員より報告する。 

プロジェクトは高田製薬の経営理念、経営理念、品質方針、EHS 方針に基づいているかを判断基準として
いる。コーポレート本部経営企画部が評価・選定し、担当役員の承認を得るとともに取締役会で報告される。
評価の考え方、対象事業の選定は適切なプロセスを経ており、第三者性・専門性ともに確保されている。 

 

2. 調達資金の管理 

 調達資金は高田製薬名義の当座預金口座に入金され、管理は財務部が行う。 

 対象プロジェクト実施に係る支払い（充当）は、プロジェクトの支払証憑書類（請求書等）を受領する
部署の確認および依頼に基づき財務部が行う。 

 調達資金が充当されるまでの間は、未充当額と充当額の合計が調達資金全額と整合するように管理し、
これらの確認は財務部から対象プロジェクトへの資金充当があった都度実施する。全ての調達資金が充
当された後は、調達資金額が調達資金からプロジェクトへ充当された累計額と一致するよう、また、プ
ロジェクトへ充当された累計額が調達資金額を上回るように管理する。 

 本ソーシャルローンは武蔵野銀行を幹事行とするシンジケート型のコミットメント期間付きタームロー
ンであり、基本的に対象プロジェクトへの未充当資金は生じないが、未充当資金が生じる場合には現金
又は預金として管理する。 

 調達資金に関連する証憑となる文書等については、当社経理規定に基づき適切に管理する。 

調達資金は財務部が適切に管理する。対象事業の実施に係る支出に社内会計コードを設定し、資金の充当
額及び未充当額を確実に追跡する。充当されるまで間が生じた場合は、現金または預金に限定して運用され
る。充当状況は年次で財務担当役員が確認する体制がとられる。調達資金の管理は適切と評価できる。 

 

調達資金は以下のスケジュールで充当される。 
 ソーシャルローン借入額 プロジェクトへの充当額 

2021年度 2,250百万円 2,250百万円 

2022年度 2,250百万円 2,250百万円 

合計 4,500百万円 4,500百万円 

 



セカンドオピニオン 

 

 9/10 

 

3. レポーティング 

(1) 開示の概要 

 レポーティングの概要は以下の通り。 
 開示事項 開示タイミング 開示方法 

資
金
充
当

状
況 

 
調達資金の充当状況 
 

 
資金充当が完了する
までの間、年次 

 
融資金融機関に
報告 

定
期
レ
ポ

ー
テ
ィ
ン

グ  
インパクト・レポーティング 
 

 
年次 

 
融資金融機関に
報告 

(2) インパクト・レポーティング 

 対象事業によるインパクト・レポーティングは以下のアウトプット・アウトカム指標等を開示可能な範
囲で継続して公表する。 
アウトプット指標 アウトカム指標 

・プロジェクトの概要（進捗状況を

含む） 

 

・自社ブランドジェネリック医薬品

製造量（建設中は計画値） 

 

本案件のアレンジャーである武蔵野銀行に対して調達資金の充当状況及び社会的成果を説明する資料を開
示する。武蔵野銀行はシンジケートローン参加行に開示情報を報告する。必要なレポーティングがなされる
ことを確認した。 
 

以 上 
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【留意事項】 
 セカンドオピニオンは、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定される関連業務（信用格付業以

外の業務であって、信用格付行為に関連する業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置と、信用格付と誤認

されることを防止するための措置が法令上要請されています。 
 セカンドオピニオンは、企業等が環境保全及び社会貢献等を目的とする資金調達のために策定するフレームワークについての公的機関または民間団

体等が策定する当該資金調達に関連する原則等との評価時点における適合性に対する R&I の意見です。R&I はセカンドオピニオンによって、適合性

以外の事柄（債券発行がフレームワークに従っていること、資金調達の目的となるプロジェクトの実施状況等を含みます）について、何ら意見を表明

するものではありません。また、セカンドオピニオンは資金調達の目的となるプロジェクトを実施することによる成果等を証明するものではなく、成

果等について責任を負うものではありません。セカンドオピニオンは、いかなる意味においても、現在・過去・将来の事実の表明ではなく、またその

ように解されてはならないものであるとともに、投資判断や財務に関する助言を構成するものでも、特定の証券の取得、売却又は保有等を推奨するも

のでもありません。セカンドオピニオンは、特定の投資家のために投資の適切性について述べるものでもありません。R&I はセカンドオピニオンを行

うに際し、各投資家において、取得、売却又は保有等の対象となる各証券について自ら調査し、これを評価していただくことを前提としております。

投資判断は、各投資家の自己責任の下に行われなければなりません。 
 R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報は、R&I がその裁量により信頼できると判断したものではあるものの、R&I は、これらの情報

の正確性等について独自に検証しているわけではありません。R&I は、これらの情報の正確性、適時性、網羅性、完全性、商品性、及び特定目的への

適合性その他一切の事項について、明示・黙示を問わず、何ら表明又は保証をするものではありません。 
 R&I は、R&I がセカンドオピニオンを行うに際して用いた情報、セカンドオピニオンの意見の誤り、脱漏、不適切性若しくは不十分性、又はこれら

の情報やセカンドオピニオンの使用に起因又は関連して発生する全ての損害、損失又は費用（損害の性質如何を問わず、直接損害、間接損害、通常損

害、特別損害、結果損害、補填損害、付随損害、逸失利益、非金銭的損害その他一切の損害を含むとともに、弁護士その他の専門家の費用を含むもの

とします）について、債務不履行、不法行為又は不当利得その他請求原因の如何や R&I の帰責性を問わず、いかなる者に対しても何ら義務又は責任を

負わないものとします。セカンドオピニオンに関する一切の権利・利益（特許権、著作権その他の知的財産権及びノウハウを含みます）は、R&I に帰

属します。R&I の事前の書面による許諾無く、評価方法の全部又は一部を自己使用の目的を超えて使用（複製、改変、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳

及び翻案等を含みます）し、又は使用する目的で保管することは禁止されています。 
 セカンドオピニオンは、原則として発行体から対価を受領して実施したものです。 
 
【専門性・第三者性】 

R&I は 2016 年に R&I グリーンボンドアセスメント業務を開始して以来、多数の評価実績から得られた知見を蓄積しています。2017 年から ICMA
（国際資本市場協会）に事務局を置くグリーンボンド原則／ソーシャルボンド原則にオブザーバーとして加入しています。2018 年から環境省のグリ

ーンボンド等の発行促進体制整備支援事業の発行支援者（外部レビュー部門）に登録しています。 
R&I の評価方法、評価実績等については R&I のウェブサイト（https://www.r-i.co.jp/rating/esg/index.html）に記載しています。 
R&I と資金調達者との間に利益相反が生じると考えられる資本関係及び人的関係はありません。 


