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タカラバイオグループ サステナビリティ経営推進基本⽅針

タカラバイオグループは、「遺伝⼦治療などの⾰新的なバイオ技術の開発を通じて
⼈々の健康に貢献する」という企業理念のもと、中⻑期的な企業価値の向上の観
点から、事業活動を通じて健康をはじめとするサステナビリティを巡るさまざまな社会
課題に取り組み、「持続可能な社会の実現」と「タカラバイオグループの持続的な成
⻑」の両⽴を⽬指します。取り組みにあたっては、マテリアリティを特定し、ステークホル
ダーの皆様との協働、宝グループとの連携によって社会課題の解決に資するよう、サ
ステナビリティ経営を推進します。
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■タカラバイオ品質保証ポリシー
１．品質保証基本⽅針

・タカラバイオグループは、お客様の信頼と期待に応えられる、⾼品質な製品とサービスを提供します。
・タカラバイオグループは、安全で安⼼な製品とサービスをお届けします。
・タカラバイオグループは、法令を遵守します。
・タカラバイオグループは、この基本⽅針を当社グループの役職員⼀⼈ひとりに周知徹底し、確実に実⾏します。

２．品質保証体制
・全社的な品質保証体制の信頼性と有効性を確保するため、品質保証委員会を本社に設置します。
・同委員会は、社⻑を委員⻑としてCFO(Chief Financial Officer)、COO（Chief Operating Officer）および品質保証担当役員、その他、
委員⻑により取締役または執⾏役員の中から指名された者が参加し、品質にかかわる全社的な重要⽅針・施策を決定します。

・当社⼦会社においても、品質保証基本⽅針を遵守させるとともに、当社に準じた品質保証体制を整備します。
・同委員会は、全社的な品質保証体制の整備および運⽤状況を把握し、適切な指導・監督を⾏います。

タカラバイオでは、将来にわたってお客様に信頼される企業グループであり続けるために、「タカラバイオ品質保証
ポリシー」を定め、以下の品質保証体制のもと、取り組みを推進しています。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

安全な品質の確保 品質マネジメントシステム（ISO9001ほか）の
維持

・すでにISO認証を取得した事業所における
ISO認証を維持し、品質向上及び顧客
満⾜度の向上に努める。必要に応じて、
ISO認証取得範囲の拡⼤に努めます。

・事業に必要な業許可・登録等を維持します。
GMP/GCTP（※１）等の各種品質・製造・安
全基準、第三者認証制度への適合・維持

製品情報の適切な開⽰ ⾃社製品に関し、2025年までに、SDS
（セーフティー・データ・シート、※2）を多様な
⾔語（⽇、英、中）で情報提供を⾏います。

※１ GMP︓Good Manufacturing Practice、 GCTP︓Good Gene, Cellular, and Tissue-based Products Manufacturing Practice
※２ SDS︓ Safety Data Sheet（化学物質等安全データシート）
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ライフサイエンス研究⽀援・遺伝⼦治療の社会実装化に向けた取り組み
ライフサイエンス分野の基礎研究から産業応⽤まで、多様な製品とサービスを提供しています。約10,000種類の研究⽤試薬に加え、再⽣医療等

製品の開発や製造を⽀援する受託サービスなどを、世界中の⼤学・企業に提供することを通じて、ライフサイエンス研究の発展を⽀援しています。
2019年末より、新型コロナウイルス感染症が世界的に流⾏し、診断の要となるPCR 検査の需要が⾼まっているなか、タカラバイオは新型コロナウイル
スの検出⽤のPCR関連試薬や装置の⽣産体制を強化し、いち早く国内外に⼤量供給しました。
また、希少疾患に対する医療アクセス向上に関わる課題解決に向けて、⻑年にわたって培ったバイオ技術を活かし、希少がんなどに対する遺伝⼦治

療などの先端医療技術の臨床開発を進めています。⼈々の健康に貢献すべく、アンメット・メディカル・ニーズ（いまだ充⾜されていない医療ニーズ）の
解決に向け、遺伝⼦治療の社会実装化を⽬指しています。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)世界のライフサイエンス
研究と発展への⽀援

ライフサイエンス研究・産業の発展を
幅広く⽀援

安定的な製品供給にむけて、⽇本・中国・⽶国・欧州等の主要
拠点の製造施設の整備を進め、最適化を図ることで、ライフサイエ
ンス研究の発展をグローバルで⽀援します。

ライフサイエンスコミュニティへの貢献 ・セミナー・ワークショップ開催を通じ、バイオテクノロジーの基礎
から最新技術の普及を図ります。

・オープンイノベーションを通じ、アカデミアシーズの事業化を
推進します。

・バイオテクノロジーの社会的理解の促進に努めます。

(2)遺伝⼦解析技術の
検査や診断への応⽤

ウイルス等の検査・診断キットの提供 世界的に流⾏する感染症のウイルス検査製品に加え、世界各地
の特性や需要に合わせた“グローカル”な製品開発により対象範囲
を拡⼤します。

(3)遺伝⼦治療実現への
取り組み

がんなどをターゲットにした遺伝⼦治
療の技術開発・社会実装

・⾃社および提携による遺伝⼦治療開発プロジェクトを推進
します。

・再⽣医療等製品の開発・製造⽀援事業（CDMO事業）
を推進します。
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地球環境の保全と事業活動の調和を経営の重要課題のひとつとして、環境法令・条例を遵守するとともに、⾃然
保護活動への積極的な参加や省資源・省エネルギーに努めます。商品の研究、開発ならびに原料調達から⽣産、
物流、販売、消費に⾄る全てのプロセスで発⽣する環境負荷削減に努めます。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)気候変動問題への
対応

CO2排出量の削減 タカラバイオグループにおけるCO2排出原単位（売上⾼当たりのCO2排出量）を、2030
年に2018年度⽐で50%削減します。

(2)環境に配慮した
製品パッケージ、
梱包への対応

環境に配慮した製品の開発 ・紙パッケージの森林認証紙化を進め、2025年度までに100％を⽬指します。
・⽚⾯アルミパウチのアルミレスパッケージの採⽤率を2025年度までに100%を⽬指します。
・紙パッケージへのベジタブルオイルインク使⽤率を2025
年度までに100%を⽬指します。

タカラバイオ本社および製造・研究⽤施設などの主要施設は、環境性能の⾼い新⼯法を取り⼊れた構造設計を採⽤しています。特に、研究・製造
施設では、バイオハザード上のリスクを防⽌するなどの取り組みを実施し、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ（持続可能性）をめぐる課題
について、積極的・能動的に取り組んでいます。

・コージェネレーションシステムの導⼊ ・外壁・窓の⾼断熱化

・⾼効率の変圧器を採⽤ ・全館に低消費型LED照明を採⽤

・⼈感センサーによる⾃動検知システムの導⼊ ・節⽔型衛⽣器具の採⽤

・BEMS（※）による⾒える化 ・バイオハザードを防⽌する構造設計（研究・製造施設）

【本社および製造・研究⽤施設などの主要施設の特徴】

（※）「ビル・エネルギー管理システム」の略称で、室内環境とエネルギー性能の最適化を図るための建物の管理システム。
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社員⼀⼈ひとりの持つスキルやチャレンジを、経営や事業に反映できる企業⾵⼟を⽬指し、⼈事制度・育成プログラムを整備しています。「階
層別研修」では、役員、中堅管理職、新任管理職、中堅・新⼊社員などそれぞれの職位に応じたスキルの習得、役割の学習、キャリアプランの
作成などを⾏います。また、「⽬的別研修」では、宝グループ全社員が⼀体となってチャレンジ精神を養うために⾏う「宝グループ歴史記念館⾒学
プログラム」をはじめ、「コンプライアンス教育訓練」、「ITスキルアップ勉強会」など多様なメニューを実施しています。⼀⽅、社員の発明等を奨励し、
その保護および活⽤を図ることにより、社業の発展に資することを⽬的とした「職務発明報酬制度」を導⼊しています。これにより、知的創造活動
の活性化と社員の発明意欲の向上を図っています。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)⼈材育成 次世代を担う⼈材育成策
の実施

・新⼊社員研修やマネジメント研修等の階層別研修、次世代リーダー育成を⽬的と
した勉強会等の継続的な実施により、グローバルな事業成⻑とグループの次世代を
担うことのできる⼈材を育成します。グローバルな事業成⻑を

実現する⼈材（グローバ
ル⼈材）の育成

研修施設「宝ホールディン
グス歴史記念館」を活⽤
した⼈材育成

(2)多様な⼈材
の活躍推進

⼥性の活躍推進 ・⼥性役職者数を増やします。
・70歳までの就業機会を創出します。
2021年度中に65歳から70歳までの就業機会創出に向けた取り組みを開始します。

・障がい者雇⽤率2.3％以上を維持します。（2021年4⽉現在の法定雇⽤率）
・多様な⼈材の獲得に向けた中途採⽤のさらなる活⽤を進めます。
・国籍、⼈種、性別、障害等の有無に関係なく、公平な雇⽤を実現し、お互いに尊重
し合って働ける環境を構築します。

シニア⼈材の活躍推進

障がい者雇⽤の推進

(3)快適な職場
環境とワーク
ライフバランス
の実現

職場の安全衛⽣確保 ・総労働時間数を2020年度実績⽐で削減します。
・有休取得率（取得⽇数）を2020年度実績⽐で向上させます。
・育児休職からの復職率100％を維持します。
・在宅勤務制度の有効的な活⽤を進めます。
・産休・育休に関する諸制度の周知や情報提供を⾏います。
・妊娠中や産休・育休復帰後の⼥性社員等のための相談窓⼝を設置します。

労働関係法令の遵守

⻑時間労働の防⽌

多様な働き⽅の推進
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コーポレートガバナンスに関する基本的な考え⽅
当社グループは、「遺伝⼦治療などの⾰新的なバイオ技術の開発を通じて、⼈々の健康に貢献します。」という企業理念のもと、コア事業である「研

究⽤試薬・理化学機器事業」と「CDMO事業」を通じ、バイオ創薬基盤技術開発を進め、新モダリティ（治療法）を継続的に創出する創薬企業
(※)を⽬指しております。今後とも、積極的な事業活動により、あらたな価値を創造し続け、持続的な成⻑を達成し、社会への貢献を果たしてまい
ります。

このように、当社グループは、企業理念に基づき、会社の持続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を遂げるためには、株主、従業員、顧客、
取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な協働に努めるべきであると認識し、常に誠実で公正な企業活動を進め
て⾏くためのコーポレートガバナンス体制が必要であると考えています。

（※）医薬品の研究開発、製造、販売の全ての機能を⾃社内で完結する完全統合型製薬企業のビジネスモデルではなく、新しく開発したモダリ
ティ（治療法）のライセンス導出等により収益を得ることをビジネスモデルとする企業、と当社グループでは定義しています。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

コーポレートガバナンスの推進 改訂コーポレートガバナンス・コードへの対応
・新規追加項⽬への対応
・エクスプレインとしている項⽬の再検討

東証新市場区分プライム市場の上場
企業としてのガバナンス体制を構築します。

企業としての社会的責任を果たし、株主をはじめとするさまざまなステークホルダーの皆様の期待に応えることで、持
続的な成⻑と中⻑期的な企業価値の向上を図ります。
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「宝グループ コンプライアンス⾏動指針」＜基本的な考え⽅＞

宝グループは、「⾃然との調和を⼤切に、発酵やバイオの技術を通じて⼈間の健康的な暮らしと⽣き⽣きとした社会づくりに貢献します」という企業理念の実現をめ
ざし、「消費者のいきいきは、私のいきいき」という⾏動規準に則り、常に誠実で公正な企業活動を⾏います。
私たちは、
• 国内外の法令を遵守するとともに、社会倫理を⼗分に認識し、社会⼈としての良識と責任を持って⾏動します。
• ⾃然環境への負荷の軽減に取り組み、⽣命の尊厳を⼤切にした⽣命科学の発展に貢献します。
• この⾏動指針に反してまで利益を追求することをせず、公正な競争を通じた利益追求をすることで、広く社会にとって有⽤な存在として持続的な事業活動を

⾏います。
• 就業規則を遵守し、就業規則に違反するような不正または不誠実な⾏為は⾏いません。
• 常に公私のけじめをつけ、会社の資産・情報や業務上の権限・⽴場を利⽤しての個⼈的な利益は追求しません。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)コンプライア
ンスの推進

コンプライアンス推進
体制の強化

企業理念を実現させるために、役員・従業員⼀⼈ひとりが「コンプライアンス⾏動指針」に基づいた⾏動を
徹底し、海外を含めたグループ全体でコンプライアンスを推進します。
・宝グループに属する⼀⼈ひとりが遵守すべき「法・社会倫理」に関わる⾏動指針である「コンプ
ライアンス⾏動指針」を全従業員に配布し、コンプライアンスの徹底を図ります。

・リスク･コンプライアンス委員会を定期的に開催します。
・コンプライアンスに対する役員・従業員の意識向上を図るため、職制に応じた研修を実施します。
・コンプライアンスに係る重点テーマについての職場教育を実施します。
・内部通報制度を適切に運⽤するとともに、通報内容に対して迅速かつ適切に対応することで、
法令違反や不正⾏為の未然防⽌・再発防⽌を図ります。

コンプライアンス教育
の実施

内部通報制度の適
切な運⽤

(2)リスク管理
体制の強化

リスクマネジメント
（平時のリスク管
理）の推進

国内外において企業を取り巻くリスクの顕在化防⽌と軽減に取り組むとともに、災害等の緊急事態発⽣
時に迅速かつ適切に対応できる体制を構築します。
・「職場点検報告書」や「リスク・コンプライアンスチェックリスト」、従業員へのヒアリング等を通じ、
各社・各事業場のリスク管理状況に対するモニタリングを⾏い、リスクの顕在化防⽌とリスク
の低減を図ります。

・各種防災訓練（安否確認訓練、消防訓練、AED使⽤訓練 等）を定期的に実施します。

クライシスマネジメン
ト（有事のリスク管
理）の推進
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社会・地域コミュニティへの貢献活動
地域コミュニティとの交流を通して、地域の発展や活性化への貢献を⽬指しています。また、地域と社会の⼀員として教育および学術⽀援を通じ、

ライフサイエンス産業の発展を⽬指したさまざまな活動を進めています。

地域コミュニティとのつながりと次世代育成を⽬的とした活動
毎年、近隣⼤学において、当社の役員・社員が講師となって、遺伝⼦治療や再⽣医療など新たな創薬モダリティに関し、企業やビジネスの観点を

踏まえながら、最近の動向と今後の展望などについて講演しています。また、新⼊社員には、出⾝⼤学で、現在の仕事内容や⼊社の動機、仕事へ
の想いなどについて語ることで、学⽣達のキャリアプラン設計のための活動体験があります。さらに、近隣の⼩学⽣を対象に、当社の事業内容などを
動画を交えてわかりやすく紹介する出前授業を⾏っています。これらの活動は好評で、継続的な実施が望まれています。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)⼦どもたちへの教育 環境教育や⾷育等を⽬的としたイベントの開催、
地域の⼩学校等への出前授業の実施

近隣の教育機関を対象とした“出前講義・授業”を実施します。
（遺伝⼦治療や再⽣医療など講演及びキャリアプラン設計のた
めの活動体験の発表を継続的に実施します。）

(2)地域社会・⽂化振興への
貢献

地域の清掃活動等への参加、地域社会への⽀援 全国各地で⾏われている清掃活動へのボランティア参加や地域
イベントの協賛などに参加・協⼒を継続して実施します。

(3)⼤規模災害への被災⽀援 被災地域への義援⾦拠出や給⽔活動、ボランティ
ア活動

⼤規模災害など発⽣した際の給⽔活動やボランティア派遣など
可能な限りの迅速な⽀援活動を実施します。
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宝グループでは、すべてのステークホルダーの⼈権を尊重するため、「宝グループ⼈権⽅針」を定め、教育・研修をはじめ様々な取り組みを進めています。

「宝グループ ⼈権⽅針」
私たち宝グループは、事業活動を通じ、従業員のみならず、取引先、お客様、地域社会など、さまざまなステークホルダーの⼈権に影響を及ぼす可能性を有して

いることを認識し、国際連合の「国際⼈権章典」及び国際労働機関（ILO）の「労働における基本的原則及び権利に関する宣⾔」に規定された⼈権を尊重しま
す。
本⽅針は宝グループすべての役員・従業員に適⽤されます。また、ビジネスパートナーに対しても、本⽅針への⽀持と遵守を求めます。

• 事業活動を⾏うあらゆる国において、各国の法令・規制を遵守します。
• あらゆるステークホルダーの多様性、⼈格、個性を尊重し、出⽣、国籍、⼈種、⺠族、信条、宗教、性別、年齢、障がいの有無、性的指向、性⾃認、雇⽤形

態、趣味、学歴などに基づく、⾮合理なあらゆる差別の⼀切を認めません。
• 結社の⾃由の権利と団体交渉の権利を⽀持します。違法な児童労働や強制労働は、国内外の労働環境においてこれを認めません。
• 法令・規制や、本⽅針を含む社内規程の違反に関する通報窓⼝を社内および社外第三者機関に設置し、運営します。また、通報等の⾏為を理由とする通

報者の不利益取扱は禁⽌します。
• 従業員に対し⼈権⽅針を広く周知するとともに、継続した教育・研修を⾏っていきます。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

(1)⼈権の尊重 新⼊社員研修や階層別研修での⼈権学習の実施 「宝グループ ⼈権⽅針」に基づき、多様性（性別、
年齢、⼈種、性的指向、性⾃認、障がいの有無
など）、⼈格、個性を尊重し、差別やハラスメント
のない職場環境を維持します。

多⽂化（多国籍⽂化）の理解・尊重

差別のない採⽤活動

ハラスメント防⽌への取り組み

個⼈情報・プライバシーの保護

(2)⼈権リスク特定に
向けた取り組み

⼈権リスクの特定・評価に向けた体制構築 当社グループのバリューチェーン全体における⼈権
リスクの特定と評価に向けた仕組み（⼈権デュー
デリジェンスのプロセス）を2022年度までに構築し、
2023年度より⼈権リスクの特定・評価の取り組み
を開始します。
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「宝グループ調達⽅針」
１．安全性と品質の確保

「宝グループ品質⽅針」に則り、⾼い安全性と品質の確保を⽬指した活動を推進します。
２．環境への配慮

「宝グループ環境⽅針」に基づき、地球環境に配慮した活動に取り組みます。
３．⼈権への配慮

「宝グループ⼈権⽅針」に則り、⼈権に配慮した活動に取り組みます。
４．法・社会倫理の遵守

「宝グループ コンプライアンス⾏動指針」に則り、法・社会倫理を遵守します。
調達先に接待・贈答を要請することはなく、社会常識の範囲を超える接待は受けません。

５．公平かつ公正な取引
すべての調達先に対し、良識と誠実さを持って接し、公平かつ公正な取引を⾏います。
調達先の選定にあたっては、品質、価格、納期、技術⼒、供給能⼒などの条件に基づき、公平かつ公正に⽐較・評価して決定します。

６．情報セキュリティの保持
調達活動において取得した機密情報および個⼈情報は適正に管理します。

７．調達先への期待
上記の内容については、調達先に対しても同等の配慮を期待し、サプライチェーン全体での取り組み推進に努めます。

取り組みテーマ 具体的施策 ⽬標

調達先との協業 持続可能な調達を⾏う
ためのガイドラインの内容
の検討

調達に関するガイドラインを作成し、取引先への周知、遵守の
依頼を2025年までに⾏います。

お客様に安全で安⼼な商品・サービスを継続して提供していくためには、ビジネスパートナーである調達先と持続的な取引を継
続することが不可⽋です。宝グループは、「宝グループ調達⽅針」に基づき、原材料等の安全性や品質の確保に加え、環境や
⼈権、法・社会倫理の遵守といったサプライチェーン全体の社会的責任にも配慮することで、持続可能な調達の実現を⽬指
しています。
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お問合せ先︓タカラバイオ株式会社 広報・IR部
E-mail: bio-ir@takara-bio.co.jp

資料中の当社による現在の計画、⾒通し、戦略、確信などのうち、歴史的事実でないものは、将来の業績に関する⾒通
しであり、これらは現時点において⼊⼿可能な情報から得られた当社経営陣の判断に基づくものですが、重⼤なリスクや不
確実性を含んでいる情報から得られた多くの仮定および考えに基づきなされたものであります。実際の業績は、さまざまな要
素によりこれら予測とは⼤きく異なる結果となり得ることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える要素には、経済
情勢、特に消費動向、為替レートの変動、法律・⾏政制度の変化、競合会社の価格・製品戦略による圧⼒、当社の既
存製品および新製品の販売⼒の低下、⽣産中断、当社の知的所有権に対する侵害、急速な技術⾰新、重⼤な訴訟に
おける不利な判決等がありますが、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

将来の⾒通しに関する注意事項


