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社会活動報告
健康でより豊かな暮らしは、誰もが願うものです。
大正製薬グループでは、その実現に貢献するため、医薬
品・健康関連商品、情報およびサービスを、社会から支
持される方法で創造・提供しています。
さらに良き企業市民として、生命科学関連研究への支援、
セルフメディケーションの振興、スポーツや芸術への貢献
など、積極的な社会活動に取り組んでいます。

p.17～28
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大正製薬グループは、生活者の皆様との信頼関係を築き、維持するために、
事業活動を通じた様々なコミュニケーション活動を行っています。

大正製薬本社では、中学・高校生が、社会勉強として
訪れる企業訪問の受け入れを年間通じて行っています。
2013年度に訪問いただいた学校数は25校です。企業訪
問では、大正製薬の会社案内ビデオの上映とともに、医
療用医薬品とOTC医薬品についての説明や新薬ができる
までの過程、食前・食間・食後の服用のタイミングに関
するお話などを通じて、用法・用量を正しく守ることの
大切さや、薬に関する正しい情報の提供に努めています。

■国内3工場で工場見学を実施
大宮・岡山・羽生の各工場では、子どもから高齢者ま

で幅広い年齢層を対象に工場見学を実施し、ものづくり
の現場から「安心・安全」を発信し、品質管理や環境保全
活動についてご理解いただけるよう努めています。
主力製品である「リポビタンD」や「パブロン」などの生

産工程を公開し、2013年度は3工場合計で5,000名を
超えるお客様をお迎えしました。
メイン工場である大宮工場では、県内の小学生を積極

的に受け入れ「体験型工場見学」を実施しており、「働く
人の作業服を着てみよう！」と着衣体験を取り入れたり、
「工業団地について学ぼう！」と地域に密着した内容を取
り入れたりするなど、小学生たちの心に残る見学会を実
施しています。

■豊島区民を対象とした工場見学に参画
大正製薬本社では、2009年より本社所在地である豊

島区が実施している工場見学会に協力しています。工場
見学会は区内在住の小学生親子を対象に実施しているも
ので、大正製薬の大宮工場、または羽生工場を見学先と
しています。医薬品やドリンク剤の製造工程を見学して
いただくことにより、地元区民の皆様に大正製薬の事業
活動に関する理解を深めていただき、信頼関係を築くた
めのコミュニケーション活動のひとつとして取り組んで
います。
また、見学会に参加されたたくさんの子どもたちが毎年、

夏休みの自由研究の題材にこの見学会を取り上げてくれ
ることはとてもありがたいことです。これをきっかけに
健康の大切さに興味をもち医薬品の重要性に気づいてく
れる子どもが一人でも増えてくれることを願っています。

中学・高校生の企業訪問に幅広く対応工場見学

生活者とともに

充填着の着衣体験

岐阜県可児市立広陵中学校様
リポビタンＤのレプリカを前に記念撮影

青森県八戸市立江陽中学校の生徒さんが作成してくださった企業訪問新聞
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大正製薬は、全国各地のお祭り会場にて、お祭り出演
者や参加者の皆様に、冷えたリポビタンDをサンプリン
グしています。
これは、リポビタンDを日頃ご愛飲いただいている方々

への感謝の気持ちを表すとともに、より幅広い年齢層の
方々にリポビタンDを飲んでいただき、ファイトをチャー
ジしてお祭りを盛り上げていただこうというものです。
今後も、お祭りなどのイベントで、多くの方々にリポ

ビタンDをお届けすることで、全国各地のファイトを支
えていきたいと考えています。

大正製薬は2006年、「あなたのより健やかな毎日のた
めに、そして本当の美しさのために」をテーマに通信販売
を開始し、製薬会社ならではの安全と安心の品質にこだ
わった商品をお届けしています。

大正製薬では、2013年11月6日、生活者の皆様に向
けて「若々しく生きるためのセルフケア」と題したセミ
ナーを開催しました。座長として国際医療福祉大学 学長 
北島政樹先生にご挨拶いただき、講演では国際医療福祉
大学 脊椎脊髄センター教授 福井康之先生より「腰痛への
対処方法」を、同志社大学生命医科学研究科アンチエイ
ジングリサーチセンター教授 米井嘉一先生より「アンチ
エイジングの実践」をテーマにご講演いただきました。　
一般の生活者の皆様を大正製薬にお招きしてのセミ

ナーは初めての試みでしたが、腰痛やアンチエイジング
について直接生活者に情報提供を行うことで、大正製薬
を身近に感じていただく機会となりました。

リポビタンＤは全国各地のお祭りを応援 大正製薬ダイレクト

大正製薬セルフケアセミナー開催青森ねぶた祭の広告

大正製薬ダイレクト　トップ画面

大正製薬本社2号館上原記念ホールにて
テレビ会議システムにより関西支店会場と九州支店会場にも中継し、
806名の皆様にご参加いただきました金沢百万石まつり百万石まつり



20 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

社会活動報告

大正製薬「お客様119番室」では、薬局・薬店で販売さ
れるOTC医薬品、コンビニエンスストアやスーパーでも
販売されている医薬部外品、その他食品（特定保健用食
品など）に関するご相談に対応しています。大正富山医
薬品「お客様相談室」では、医療用医薬品に関するご相談
に応じています。営業部門・開発部門・研究所・工場・
各支店と連携をとりながら、「親切・誠実・スピーディ」
な回答でお客様からの信頼をいただけるよう、積極的な
情報提供に努めています。
お客様の声はデータベースとして蓄積され、有用な情

報は関連部署に通知し、製品の改良・サービスの改善に
反映させています。

大正製薬「お客様119番室」と
大正富山医薬品「お客様相談室」

大正製薬「お客様119番室」
　TEL.03-3985-1800　8:30～21:00（土・日・祝日を除く）
大正富山医薬品「お客様相談室」
　（フリーダイヤル）0120-591-818
　9:00～17:30（土・日・祝日を除く）

健康情報誌『セルフドクター』は、1997年より季刊で
発行しています。これは、家族の健康を守る30～50歳
代の主婦層（ファミリーナース）を主な読者とし、病気や
薬の生理・病理・治療・薬理の知識や、最新の健康情報
を専門家の監修のもと、生活者にわかりやすく提供して
いるものです。現在では、薬局・薬店など約4,200店舗
に約30万部を配布しています。

2000年からは、健康と美を願う人のための情報サイ
ト「セルフドクターネット」を開設しています。このサイ
トは、身体の部位ごとにアドバイスを探せる「ドクターQ
＆A」、日々の生活と健康維持の関連を説く「ファミリー
ナースの心得」、健康にいい料理を紹介する「ヒーリング・
クッキング」など多彩なコーナーを設けて、健康に関する
情報を提供しています。

「セルフドクター」

「セルフドクターネット」

セルフドクター

セルフドクターネット　画面

生活者とともに

大正製薬では、メーカーにできる医療安全対策として、
一部製品において、シートのどこで切り離しても何の薬
なのかをわかるようにした「ピッチ印刷」に取り組んでき
ました。2008年からは、新たな誤飲・誤用の防止策と
して、クラリス錠200で「錠剤へのカナ印字」に着手しま
した。
今後も、医療安全対策に対する企業姿勢として、これ

らのことに積極的に取り組んでいきます。

医療安全対策への取り組み

印字ロールを通って、錠剤に製品名が印刷されます
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公益財団法人 上原記念生命科学財団

生命科学研究に従事する方々に対して、研究助成（助成
金贈呈）、海外留学助成、功績を挙げられた方への褒賞（上
原賞）、国際シンポジウムの開催などを行ってきました。

生命科学振興事業の一環として、シンポジウムを開催
しています。2014年6月には、第11回国際シンポジウ
ム「革新的医療を創生する医学研究」を開催しました。

2014年3月、本社2号館上原記念ホールにて、上原賞・
助成金贈呈式が催されました。今回の上原賞は「幹細胞
の自己組織化による臓器形成の自律制御原理の研究」笹
井芳樹氏（理化学研究所発生・再生科学総合研究センター
副センター長）、および「細胞膜輸送の分子機構の解明」
濡木 理氏（東京大学大学院理学系研究科教授）が受賞し
ました。

1985年2月、故名誉会長上原正吉の足跡を記念し、
大正製薬創業70周年記念事業として、上原記念生命科学財団が設立されました。
「医薬品の開発をはじめとする生命科学に関する諸分野の研究を奨励し、
もって国民の健康と福祉の向上に寄与する」ことを目的としています。
これまでに行った助成は約7,600件、助成金等の交付総額は約230億円となりました。

● 2013年度助成金の内訳

2013年度
助成金総額

12億2,180万円

研究助成金
4億5,000万円

海外留学助成金
リサーチ
フェローシップ
2億3,980万円

研究推進
特別奨励金
4,000万円

研究奨励金
1億8,000万円

その他
5,520万円

海外留学助成金
ポストドクトラル
フェローシップ
1億4,680万円

上原賞
4,000万円

特定研究助成金
7,000万円

● 研究支援内容

上原賞（研究業績褒賞） 生命科学の分野において独創的な内容の研究に従事し、顕著な功績を挙げた、
活躍中の研究者を褒賞〈正賞：金牌、副賞：2,000万円〉

特定研究助成金 研究の進展が待たれる特定分野の研究を助成（3年間助成し、研究成果は
財団主催の国際シンポジウムで発表）〈助成額：A 1,500万円、B 900万円〉

研究助成金 日本在住の研究者を助成〈助成額：500万円〉
研究奨励金 日本在住の若手研究者を助成〈助成額：200万円〉
研究推進特別奨励金 医学部・薬学部で独立した研究室を立ち上げた教授を助成〈助成額：400万円〉
海外留学助成金リサーチフェローシップ 若手研究者（留学中の年収600万円以下の方）で海外留学を希望する方を助成
海外留学助成金ポストドクトラルフェローシップ 博士号を有するか翌年4月までに取得見込みの若手研究者（無収入の方）を助成

FOCUS

「2013年度 上原賞・助成金贈呈式」会場の様子

助成金や国際シンポジウムなどで、
ライフサイエンスの未来を応援しています。

研究者への貢献 シンポジウムの開催

上原賞・助成金贈呈式



22 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

社会活動報告

社会とともに
大正製薬グループは、各社において地域の一員として自治体などと協力し、
住民の方々との信頼関係を築きながら様々な社会貢献活動を行っています。

■野球
大正製薬は2013年より、一般社団法人日本野球機構が

開催する新人選手選択会議（プロ野球ドラフト会議）の番組
提供を通じて、プロ野球界の未来を担う若者たちの夢を
応援しています。また、一般財団法人世界少年野球推進
財団による「世界少年野球大会」への協賛を通じて、世界の
青少年に友情と親善の輪を広げることに寄与しています。

本社では近隣自治体や警察、消防などと一体となり、
地域の安全、安心対策を推進しています。警視庁目白警
察署管内の｢目白地区特殊暴力防止対策協議会｣は、警視
庁管内の警察署所管区域に設置された特殊暴力排除を目
的とした地区協議会のひとつで、当社はその発足時より
継続して諸活動に参加しています。
また、本社周辺の自治会、区施設、企業等、計8つの

団体で｢豊島区高田地区災害時相互応援協定｣を締結し、
近隣施設の避難訓練に協力するなど地域と一体となった
災害対策を推進しています。

飢餓のない世界をめざして世界的な飢餓救済支援活動
を行っているWFP（国連世界食糧計画）の活動趣旨に賛
同し、2008年よりWFPを支援するNPO法人「国連
WFP協会」の評議員として支援活動を行っています。ま
た2009年より一般市民を対象とした参加型支援企画
「ウォーク・ザ・ワールド」への支援も行っています。

新聞各社の科学分野を担当する記者に対して、最新の
医学情報の提供を目的とした「生命科学フォーラム」を
1986年から現在まで継続して開催しています。2013年
度に開催したフォーラムに参加された記者の皆様は延べ
178名で、最先端研究の話題から広義の生命科学領域の
話題まで幅広く生命科学に関する情報を提供しました。

■ラグビー
2001年より、ラグビー日本代表チームをオフィシャ

ルスポンサーとして支援しています。2002年から海外
の代表チームなどを招いて日本代表が対戦する「リポビ
タンDチャレンジカップ」の大会冠スポンサーも務めて
います。さらに2013年からは、ヨーロッパ遠征にも協
賛しています。また、日本代表選手が子どもたちにラグ
ビーの楽しさを教える「タグラグビー教室」の協賛を通じ
て、ラグビーの振興に寄与。2013年からは7人制ラグ
ビー日本代表チームも支援しています。

スポーツ振興を通じて 本社地域自治体とのつながり

社会活動への参加、協力

200回を超える生命科学フォーラムの開催

●第202回（2013年5月）
「最新型ウイルス“G47Δ”でがんを滅ぼす!－がんのウイルス
療法、開発最前線－」
講師：藤堂具紀（東京大学医科学研究所・先端医療研究セン
ター・先端がん治療分野教授、東京大学医科学研究所附属病
院・脳腫瘍外科教授（兼任））
●第203回（2013年7月）
「病理医の使命－病理診断・トランスレーショナル研究・『医
療の質』向上への貢献－」
講師：深山正久（東京大学大学院医学系研究科人体病理学・
病理診断学分野教授、東京大学医学部附属病院病理部長）
●第204回（2013年9月）
「皇室も巻き込んだマイコプラズマってどんな生き物?－秋冬
の流行シーズンを控え注目の感染症について知る－」
講師：成田光生（札幌徳洲会病院小児科医長）
●第205回（2013年12月）
「骨粗鬆症治療が変わる!－エリゾンサービスの新たな展開・
その資格認定化を前に－」
講師：萩野 浩（鳥取大学医学部保健学科教授、鳥取大学医学
部附属病院リハビリテーション部長）
●第206回（2014年2月）
「小鳥から学ぶ言葉の起源－生態学的要因と脳機構－」
講師：岡ノ谷一夫（東京大学大学院総合文化研究科広域科学
専攻生命環境科学系教授）
●第207回（2014年3月）
「細胞膜輸送の分子機構の解明－生命原理の探求から医薬応用まで－」
講師：濡木 理（東京大学大学院理学系研究科生物化学専攻教授）

プロ野球ドラフト会議 第23回 世界少年野球大会 

ラグビー日本代表チーム　©2014.JRFU
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医薬品企業は研究開発から製造販売に至る全ての段階
で、医療機関等との連携が不可欠であることから、その
透明性を確保し、高い倫理性を担保することが必要とな
ります。
そこで大正製薬グループは医薬品を扱う企業として常

に高い倫理性と透明性を確保し、社会の依頼に応えてい
けるようプロモーションコードを制定して、体制を整え
て業務を行っています。
大正富山医薬品では、日本製薬工業協会の「企業活動

と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」に対応し、
大正製薬では、日本OTC医薬品協会の「OTC医薬品企
業の活動と医療機関等の関係の透明性ガイドライン」を
受けて情報公開に取り組んでいます。

優れた医薬品を創り出すためには、ヒトの遺伝子や細胞
などを研究する必要があります。また、そうして生まれた
新薬候補物質の安全性や有効性は、動物実験を行って初
めて確認することができます。そのため、医薬品の研究開
発には、生命倫理を含めた高い倫理観が求められます。
遺伝子解析やヒトの細胞などを用いる際は、その科学

的な妥当性のみならず、人権の尊重や安全確保、個人情
報保護など、生命倫理に十分な配慮が必要です。そのた
め、社内に定めた規程※1に則り倫理委員会による公正、
中立な審議を経た上で研究を行っています。
また、動物実験に関しては、「動物愛護及び管理に関す

る法律」等の法令に則り、その福祉的な理念である3Rs※2

を基本とした社内規程等を制定しました。それらに基づ
き動物実験委員会で実施の可否の審査、その運用の自己
点検を行い、動物福祉に配慮した適正な動物実験を実施
しています。さらに、2012年7月に公益財団法人ヒュー
マンサイエンス振興財団による動物実験実施施設認証を
取得しました。

プロモーションコードと
透明性ガイドラインの策定

医薬品の研究開発に求められる配慮

公益財団法人 上原美術館
●上原近代美術館
地域に寄り添い近代美術の振興に努める
西洋近代絵画、日本近代絵画、彫刻などの多彩なコレクショ

ンが集結した上原近代美術館は、2000年春に、伊豆の山々
に囲まれる静岡県下田市に開館しました。作品の公開だけで
なく、専門家を招いた講演会・講習会などの幅広い文化活動
を行い、地域文化の振興に努めています。また、「学校によ
る美術館利用の手引き」を作成し、美術の鑑賞教育に活用い
ただけるメニューを紹介しています。

2013年度の教育普及活動 
●収蔵品を中心とした４テーマの展覧会
●上原近代美術館だよりの発行
● 授業入館、出張授業、各種講座（ワークショップなど）、職場体験、
博物館実習の受け入れ、先生のための鑑賞教育研修、美術館や
美術作品に関する情報や資料の提供

2013年度の文化普及活動 
● 写経教室作品展、写仏教室作品展、仏像彫刻教室作品展、新春特
別陳列展、春季企画展「伊豆の涅槃図」、秋季企画展「癒しの仏 薬
師如来～伊豆の薬師如来像～」、特別展「上原仏教美術館の名品展」

●美術館だよりの発行
●写経教室、写仏教室、仏像彫刻教室
● 講演会の開催「国宝　阿修羅像を考える　講師：金子啓明氏（興
福寺国宝館長、東京国立博物館名誉館員）」

●上原仏教美術館
仏教美術の調査活動など地域文化の振興に寄与
木彫の仏像百数十体をはじめ、仏教美術に関する資料を保

管・展示している上原仏教美術館は、仏教美術の素晴らしさ
と奥深さを一般の方々にも知っていただき、親しんでもらえ
る場所として1983年5月に開館しました。わが国でも珍し
い仏教美術専門の美術館で、仏像の常設展示のほかに、仏像
彫刻・写仏・写経の講習会や講演会の実施、仏教美術の調査
活動などの地域文化の振興に貢献しています。

TOPICS

用語解説
※1　社内に定めた規程：
「ヒト組織・細胞等を用いる研究に関する倫理規程」

※2　3Rs：
Replacement（動物実験に代わる方法はないか）、Reduction（動物数を減
らせないか）、Refi nement（苦痛を和らげられないか）の頭文字

授業入館の様子

講演会の様子
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経営理念に掲げた会社の使命と、従業員一人ひとりの自己実現への目標が一致することをめざして、
当社および大正製薬、大正富山医薬品は、会社と従業員がともにより良い職場環境づくりに取り組んでいます。

従業員とともに

一人ひとりが成長し、プロの企業人として「自立して」
「会社の業績に貢献し」「会社にとって必要な人材」となる
ことが社会から求められている昨今、従業員の個性を尊
重し、バックアップ体制づくりに取り組んでいます。

■女性の雇用・管理職への登用
従来より女性が活躍できる会社となることをめざし、

採用および職場環境の整備を積極的に進めています。当
社および大正製薬の女性従業員比率は2014年3月末時
点で27.6％です。
また、同管理職層に占める女性の割合は、2014年3

月末時点で12.1％である一方、女性比率が比較的高い
研究所では21.9％となっています。5年前と比べ、管理
職層に占める女性の割合は3.0％、ライン管理職に占め
る女性の割合は2.7％増加しました。

■高齢者雇用
高齢者の能力の積極的な活用に関して社会的要請が高

まるなか、65歳まで就業可能な再雇用制度を導入して
おり、当社および大正製薬では、2014年3月末時点で
118名が再雇用制度により勤務しています。
また、高齢者雇用安定法の改正にも対応し、希望者全

員の雇用にも対応しています。さらに、再雇用者に対する
業績報奨の制度を新設し、一層の意欲向上を図っています。

■階層別研修
主任および管理職層である主事への昇格時には、各階

層で求められる役割・行動・規範を学び、職場における
対人影響力や管理のノウハウなどを身につけるための、
階層別研修を実施しています。
このほか、新任マネージャーに対する研修、任用時の

ガイダンス等、管理職層向け研修の充実を図っています。

■全社共通基礎教育
2010年４月より、全従業員の基礎能力の底上げを図

る目的で、経営理念、マナーなどの共通テーマを各部署
単位で教育する全社共通基礎教育を実施しています。

■トータルライフプラン研修
社員一人ひとりの人生設計を支援する目的で、人生の

節目(入社4年目、32歳、42歳、54歳、58歳)にライフ
プランを考えながら今後の人生の目標について具体的に
見つめ直す機会となるトータルライフプラン研修を実施
しています。

雇用・育成

● 2013年度　年間計画

月 テーマ
4 マナー
5 部署ごとの教育テーマ
6 情報管理
7 創業の精神・経営理念
8 部署ごとの教育テーマ
9 コミュニケーション
10 環境活動
11 社内規程
12 コンプライアンス
1 リスクマネジメント
2 部署ごとの教育テーマ
3 薬害教育

研修の様子（2013年度は491名が受講）

全社共通基礎教育勉強会の様子
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■退職金・年金制度
社員の老後生活の安定を図るために、退職金の一部を

年金化した確定拠出年金制度を導入しています。
毎月、社員へ向けて運営管理機関からのタイムリーな

情報を紹介しているほか、ファイナンシャルプランナー
を招いたセミナー開催による継続教育を実施しています。

■自己啓発支援制度
社員の自己学習を支援・促進するために、指定の通信

教育講座の修了者に対し、受講料の半額を会社が支援し
ています。2013年度は、延べ269講座の申し込みがあ
りました。

● 人気講座BEST10

順位 テーマ
1 ヒアリングマラソン6ヵ月コース 
2 英会話コエダス 
3 すずめの学校(書き取り) 
3 〔iPhone・iPad対応〕TOEICテスト650点突破マラソン 

3 これでわかるExcel応用編
【2000～2003／2007／2010対応選択】 

3 TOEICテスト800点攻略プログラム 
7 話す力を磨く 
7 1からはじめる! 税金・年金・マネープラン 
7 Excelデータで見える化術 ピボットテーブル編 
10 ヒアリングマラソンベーシック Kikuzo! 
10 Excel関数活用100【郵便添削／WEB添削 選択】

自己啓発ガイド2013

大正製薬労働組合・大正富山医薬品労働組合は、
2014年3月末現在2,800名の組合員で構成されていま
す。「会社の健全な発展により、働く者の雇用の安定・
生活向上がある」ことを労使の共通認識として、働きが
いのある環境づくりをめざしています。組合の社会貢献
活動として、募金・寄付活動や、医薬品産業労働組合連
盟主催フォーラムへ積極的に参画しています。

事故・労働災害を防ぐ活動を引き続き行っています。
大正製薬の2013年度の労働災害発生件数は、15件でし
た（通勤災害6件を含む）。
交通安全の取り組みでは、

営業部の新入社員全員に対
し、教育の一環として安全
運転センターでの研修を
行っています。また、営業
職従業員への啓発活動とし
て毎月「交通安全ニュース」
の配布を行い、交通労働災
害防止に努めています。

労働組合との関わり

交通安全の啓発

「交通安全ニュース」

■部署内親睦支援制度
2013年度より、部署内で実施されるコミュニケー

ション向上を目的とした親睦行事に対する支援制度がス
タートしました。支援制度が導入されたことで、職場内
の親睦機会が増加し、上司と部下のコミュニケーション
がより向上し、さらにスムーズで効率的に仕事が運ぶ職
場の運営に役立っています。

自然災害や事故などの非常時の対応の一環として、携
帯電話を利用した安否確認システムを導入しています。
災害時に従業員の安否確認が速やかに行えるよう、シス
テムの運用テストを実施するのに加えて、非常時も家族
同士で連絡が可能となるように、日ごろより連絡方法を
取り決めておく大切さを人事部ホームページに掲載して
います。

安否確認システム



26 大正製薬ホールディングス株式会社　社会・環境活動報告書 2014

社会活動報告

仕事と生活を共存させながら、能力を十分に発揮し、
それぞれが望む人生を生きる自己実現をめざして、ワー
クライフバランスに取り組んでいます。
当社および大正製薬の2013年度年次有給休暇取得率

は53.9%、一人当たりの年次有給休暇取得日数は10.0
日でした。
また、年次有給休暇の取得促進策として、心身のリフ

レッシュとメリハリのある働き方を図ることを目的に
「リフレッシュ休暇制度」を導入しています。これは、年
次有給休暇を最大5日間連続して取得できる制度で、毎
年取得することができます。同2013年度のリフレッ
シュ休暇取得率は、78.2%でした。
さらに、失効した年次有給休暇を最大60日積み立て

る「ストック休暇制度」は、連続1週間以上の本人の私傷
病や家族介護時に休暇として利用できるほか、災害支援
や各種ボランティア活動時にも活用できる休暇制度とし
て運用されています。

■仕事と育児・介護の両立支援制度
少子高齢社会到来を踏まえ、様々な制度を導入してい

ます。
当社および大正製薬は、2014年3月末現在、育児休

業制度取得者は45名、育児短時間勤務制度取得者は
113名です。
2010年4月より、子女が小学校3年生を終えるまで利

用可能な「育児フレックス勤務制度」を導入しました。さ
らに休業中も職場との意思疎通を図るための仕組みづく
りを行っています。
意欲の高い社員が、育児・介護をしながら働き続ける

ことができるよう、引き続き関連諸制度の整備・拡充に
努めています。

福利厚生倶楽部〈育児プラン〉の導入
社員が提携ベビーシッターサービスや提携保育施設を

利用した際に、費用の一部補助を受けることができる制
度を導入しています。また、育児に関する悩み相談や、
専用Webサイトからの情報提供も行っています。

育児休業中のe-ラーニングシステムの導入
育児休業中の能力向上とスムーズな現場復帰のための

情報提供の場として機能しています。

従業員の健康維持のため、通常の定期健康診断に加え
て特定健診、歯科検診、人間ドック補助等を健康保険組
合と合同で実施しています。
また、安全衛生委員会を通じて、長時間労働者と産業

医との個別面談や健康指導を実施しています。

■メンタルヘルスケア
イントラネットに専用のサイトを設け、メンタルヘル

スに関する啓発を推進するとともに、事業所ごとの相談
窓口となる担当者を明記しています。また、カウンセリ
ング会社とも契約し、様々な相談ができる従業員支援プ
ログラムを整えています。相談者のプライバシーは十分
配慮され、個人情報が開示されることはありません。外
部講師による講習会も随時開催しています。

■禁煙への取り組み
社員の健康維持・管理ならびに健康産業としての理念

に基づき1999年より禁煙推進運動を続けています。
これまで、全館禁煙(屋外に1ヵ所のみ喫煙場所を設置)、

イントラネットによる禁煙情報の提供、禁煙チャレンジ
企画、啓発ポスター掲示、全社一斉禁煙デーの実施、禁
煙関連書籍貸し出し、喫煙・禁煙に関する意識について
のアンケート調査およびフィードバック、さらに大正製
薬健康保険組合と共同で禁煙希望者を支援するキャン
ペーンの実施などを行ってきました。
このような取り組みの結果、喫煙率は1998年度の

52.0％から2013年度には過去最低の17.7％まで低下
し、喫煙者も初めて900人を下回りました。今後も、
禁煙への意識をより一層高めるために力を注いでいき
ます。

ワークライフバランス 健康管理

● 当社の喫煙者と喫煙率の推移

従業員とともに
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医薬品や関連する情報・サービスを生活者の皆様にお届けするためには、資材などの仕入先、外注先はもちろん、
販売店様や卸売業の方々のご協力が不可欠であると認識しており、その信頼関係の強化に努めています。

イーグル研究会は、
経営に積極的な薬局薬
店様が大正製薬と相互
の事業発展をめざす目
的で2002年に発足し
た研究会です。
生活者の皆様が、本

当に欲しい「モノ・情報」
とは何か、また商品を通した販売ノウハウの開発、新し
い経営に関する手法など、幅広い研究をめざしています。
2013年度のキーワードは、「NEXT INNOVATION～革
新～」を掲げ、2014年度に向けて改革していく年として
取り組むことを確認し合いました。
イーグル研究会は、全国12支部で構成されており、加

盟している薬局薬店様は約1,400企業になります。

■購買に関する考え
コンプライアンスや企業倫理が厳しく問われるように

なった現在、「公正で公平な取引を行い法令を遵守する」
という購買についての考え方がますます重要になってい
ます。当社従業員への周知徹底のみならず、取引先様に

イーグル研究会

公正な取引

●適正な取引先選定と取引条件の決定
●安定調達・コスト管理・取引先管理
●正確な購買手続き
●資材部員としての知識・能力の向上
●購買コンプライアンスの徹底

資材部行動指針

大正富山医薬品株式会社
「糖尿病フォーラム～糖尿病治療の新たなる幕開け～」開催

2014年5月31日にザ･プリンスパークタワー東京のコンベンション
ホールにおいて、大正富山医薬品主催の「糖尿病フォーラム～糖尿病治
療の新たなる幕開け～」を開催しました。当フォーラムでは、糖尿病研
究の最前線でご活躍されている先生方より、糖尿病治療の現状や今後
の展望、特に2型糖尿病治療薬の選択的SGLT2阻害薬に関する最新情報
についてご講演いただきました。昨今、選択的SGLT2阻害薬の新薬が
続々と誕生するなか、全国から1,253名の先生方にご参加いただきまし
た。今後も、医療関係者に向けた情報提供を行うことで、医療の向上
に寄与していきます。

TOPICS

「糖尿病フォーラム」会場の様子

取引先とともに

■取引先様に向けた研修会
コンプライアンスや環境への取り組みなど、当社の方

針や医薬品業界の動向などをご理解いただくために、取
引先様に向けた研修会や工場見学を実施しています。

対しても、このような考え方を理解し、協力していた
だくようお願いしています。

資材部では、上記行動指針を定め、適正に購買を実施
するよう、努めています。

特別講演
株式会社ダイシン百貨店
西山 敷社長

総会で挨拶される
薬ほそい
細井和宏会長

「平成26年度　春季お取引先様懇話会」　研修会の様子
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株主・投資家の皆様から信頼を得るため、適切な情報発信を行うことで当社への理解を促進しています。

当社は、安定的な配当を継続するとともに、企業体質
の強化を図るため、内部留保の充実にも努めています。
内部留保金は、競争力強化と事業の拡充・発展を目的と
した投資等に充当していきます。また、これらの資金需
要を総合的に見極めながら、資本効率の向上と機動的な
財務政策の実現を目的とした自己株式の取得を弾力的に
実施していく予定です。
配当方針としては、各期の当社の連結業績に概ね対応

することとし、特別損益を除いた当該期純利益の30％
を配当性向の目処とします。なお、この配当性向が
30％を超えるような場合にも、特段の事情がない限り
最低1株当たり100円の年間配当を維持する予定です。
2014年度は、1株当たり110円（中間50円、期末60円）

の配当金を予定しています。

当社では、株主・投資家の皆様のみならず、広く社会
の信頼を得るために、迅速かつ正確、公平な情報開示に
努めています。重要情報をはじめとする必要な情報につ
いては、東京証券取引所の適時開示情報閲覧サービス
（TDnet）、ニュースリリース配信などによる速やかな
開示を行っています。また、当社ホームページ上に、「株
主・投資家の皆さまへ」のページを設け、決算関連資料、
ニュースリリースに加え、財務ハイライトや年次報告書、
有価証券報告書、インベスターズガイドなどの各種資料
等をご覧いただけます。これからも適切な情報提供の取
り組みを行っていきます。

毎年、本決算発表時に、証券アナリスト・機関投資家
の方々を対象とした説明会を開催しています。また、第
1から第3四半期決算発表時は、電話会議システムによ
る説明会を催しています。
このほかにも、国内各地の証券会社で個人投資家説明

会を開催しています。これらの説明会を通して、当社へ
の理解を深めていただくことにより、企業価値の向上を
めざしていきます。

株主還元

情報提供

投資家説明会

● 1株当たり配当金（左軸）／配当性向（右軸）

個人投資家説明会

IRツール

35.036.930.4 27.3
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株主・投資家とともに

● 個人投資家説明会の開催実績
年月日 場所 地区

2013年
5月21日 大手銀行系証券会社 首都圏
9月4日 大手証券会社 首都圏

9月17日 大手証券会社 首都圏
11月26日 大手証券会社 東北地区
11月27日 大手証券会社 東北地区
12月4日 大手銀行系証券会社 関東地区
12月6日 大手証券会社 関東地区

2014年
2月20日 大手証券会社 九州地区
2月21日 大手証券会社 九州地区
3月12日 大手証券会社 首都圏




