ステークホルダーの皆様へ

医療課題の解決を実現する。

INTRODUCTION

新たなイノベーションを起こし

ステークホルダーの皆様とともに新たな価値を共創することにより、
医療の発展や人々の健やかな暮らしの実現を目指します。

OUR VALUE

2019 年末より顕在化した新型コロナウイルス感染症（ COVID-19 ）の
流行は、変異株の出現などにより収束への道筋が未だ不透明な状況です。
このような状況が続くなか、多くの方々が医療体制を守り、維持するため

OUR BUSINESS & STRATEGY

に懸命の努力を払っています。最前線でご尽力されている皆様に、深く感
謝申し上げます。
ヘルスケア市場はCOVID-19の流行に加え、先進国を中心とした少子高
齢化の加速による医療費の抑制、新興国における医療インフラの整備、
開発途上国における医療アクセスの向上など、さまざまな医療課題を抱え
ています。また技術革新による新たな検査方法・治療方法の登場により

OUR PLATFORM

ダイナミックに変化しています。
シスメックスは付加価値の高い製品・ サービスの提供や新たなイノベー
ションを起こすことで、医療課 題の解決を実現します。そして、今後も
グループ企業理念「Sysmex Way」にミッション「ヘルスケアの進化をデザ
インする。」
を掲げ、人々の健康寿命延伸へ貢献してまいります。

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

代表取締役会長兼社長 CEO
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Q2

ポストコロナの時代において、
ヘルスケア市場、

特に検体検査市場はどのように変化していくとお考えでしょうか。

て試薬売上が減少しましたが、COVID-19 の重症化モニタリング指標に活用され

例えば、新興国、開発途上国における医療アクセスの向上は長年の課題でしたが、

る血液凝固検査分野の需要増加や、EMEAや中国、日本における機器売上の伸長

COVID-19により、先進国においても医療インフラは決して十分ではないことが露

などにより増収となりました。各国において都市封鎖（ロックダウン）や行動規制の

呈しました。各国において、医療体制の拡充へ向けた取り組みを再考する必要が生

影響があり、従来のような活動ができないにもかかわらず、オンラインを活用した

じています。また、医療の集中を避けるため、プライマリケア市場の拡大が想定され

販売・マーケティング活動を行うなど、環境の変化に柔軟に対応した結果だと考え

ます。COVID-19感染拡大局面において、米国食品医薬品局（FDA）がCOVID-19の

ています。シスメックスのビジネスモデルは、機器を一度ご購入いただくと継続的

家庭用検査キットを承認したように、今後、検査を行う場所がクリニックや薬局など

に試薬、サービス売上が発生するため、2020 年度に好調に推移した機器売上は、

へ分散していくと考えられます。これらに対応していくには、シスメックスが従来か

今後の成長へ寄与すると考えています。COVID-19感染拡大によりさまざまな制約

ら優位性を発揮している大規模病院や検査センターとは異なり、製品のコンパクト

があり難しい一年となりましたが、医療従事者はもとより、最前線で頑張っていただ

化や操作方法の簡易化などに取り組む必要があります。

また、前中期経営計画に設定した重点課題も着実に進めることができました。

一方、COVID-19が流行する前から顕在化していた課題が解決した訳ではありま
せん。先進国や中国における高齢化社会の進展による関連疾患の治療、検査の重要
性増大や、AIやビッグデータ、ロボットなどさまざまな技術革新の医療への応用な

パートナーとの契約更新による直接販売・サービスエリアの拡大や協業関係の強

どにより、高い付加価値を持った製品・サービスによる「医療および検査の高度化」

化、中国におけるがんリンパ節転移検査システムの販売開始などライフサイエンス

が進むと考えられます。こうした新たな検査は薬事承認の取得や保険適用に時間と

分野の拡充、手術支援ロボットの販売開始など、競争優位性の強化および事業ポー

コストがかかるため、迅速かつ効率的に進める体制を構築する必要があります。

OUR PLATFORM

ヘマトロジー分野や血液凝固検査分野における新製品の販売開始、アライアンス

トフォリオの拡充を確実に進めることができました。今後は、各国における薬事承認

OUR BUSINESS & STRATEGY

COVID-19は、ヘルスケア業界にとって大きな転換期になったと考えています。
OUR VALUE

COVID-19の影響により、特に上期にヘマトロジー、尿検査、免疫検査分野におい

いた従業員の皆さんに感謝しています。

INTRODUCTION

Q1

2020年度を振り返って、どのように評価されますか。

市場環境の変化 P34

を早期に取得するとともに、販売・サービス体制を拡充することで、新たな価値を
OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

速やかにお客様にお届けするよう努めたいと考えています。
課題としては、COVID-19関連検査の開発に取り組みましたが、販売開始までに
時間を要しました。COVID-19関連検査は抗原・抗体検査やPCR検査など、IVD事業
とライフサイエンス事業の双方に関連していたため、スピード感を高めることがで
きなかったことなどが要因だと考えています。新たな中期経営計画においては、実
行力を高めるために、両事業の戦略策定・推進機能および研究開発機能を統合し、
より迅速に推進できる組織体制に再編しました。

2020年度はCOVID-19の影響を受け減益となり、18 期連続で続けてきた増配を
ストップし、配当金は据え置きとさせていただきました。これまで継続してきたこと
が途絶えてしまったことは残念ですが、2021年度は再び業績を向上させることに
より、増配を予定しています。
前中期経営計画の振り返り P31
経営成績および財務分析 P69

13
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何が重要な課題とお考えでしょうか。

お客様の満足度を向上させ続けることが重要だと考えています。ただし、何がお
わっていくため、常にキャッチアップしなければなりません。例えば製品・サービスだ
けではなく、サプライチェーンの在り方も大きく変化する可能性があります。
どれだ
け高品質な製品を生み出したとしても、
お客様の元へ届けるまでのサプライチェーン

は収 益性が従来水準より低下しますが、これらは中長期に成長するために必要
な投資だと判断しています。新中期経営計画の最終年度にはこれらの投資の成果
が出始めることにより、営業利益率 19％、ROE15％へ向上させる計画です。
また、昨今の環境変化を踏まえ、2025 年以降を見据えた新たな長期経営目標を
策定することも今回の中期経営計画の大きなテーマです。事業の成長と社会課題

OUR VALUE

客様の満足につながるかは、技術革新や規制の変化など、市場環境により移り変

INTRODUCTION

Q3

今後もシスメックスが持続的に成長していくために、

解決に向けて、丁寧かつスピーディーに議論を重ね、シスメックスらしいサステナビ
リティ経営を実現します。
新中期経営計画 P35

において二酸化炭素を排出していれば、市場からNOと言われる可能性もあります。
フトに対応できず、
取り残される場合だと考えています。

Q5

OUR BUSINESS & STRATEGY

シスメックスの持続的な成長を妨げるリスクがあるとすれば、こうしたパラダイムシ

最後に、
ステークホルダーの皆様に一言お願いします。

私たちはこれまでも検査の自動化、事業のグローバル化、インターネットの普
及によるIT化など、さまざまな時代の変化を先読みし、成長につなげてきました。
今後も持続的に成長し続けるためには、過去の成功体験に奢らず、常に現状を見つ
め直し、変化に対応していく必要があります。そのためには、新たな感覚、経験を
持った人材を獲得、育成することで、多様性を醸成していくことが非常に重要です。
えることが、社内における意見の偏りを防ぐことにつながり、会社の成長へとつな
がっていきます。各自の弱みを是正するのではなく、特徴を認めて能力を発揮する
ことにより新たなカルチャーを育みたいと考えています。

題を解決することが使命だと考えています。ただ、そのためには我々だけで取り組む
のではなく、ステークホルダーの皆様とともに新たな価値を共創していく必要があ
ります。

OUR PLATFORM

世代、性別、国籍など、さまざまな特徴を持った人材が能力を発揮できる環境を整

シスメックスは、事業の成長だけではなく、新たなイノベーションにより、医療課

これからも持続可能な社会の実現に貢献するとともに、企業価値を高めていきま
すので、ステークホルダーの皆様には今後ともご支援賜りますよう、よろしくお願い
申し上げます。

「多様な人材」P53
持続的な成長を支える
OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

Q4

今回、
新たな中期経営計画を発表しましたが、
ねらいについて教えてください。

新中期経営計画は、2018 年に策定した長期経営目標（2025）の達成に向け2021
年度から3年間の計画として策定しました。持続的な成長を実現するために、ヘマト
ロジー分野や血液凝固検査分野における新製品の販売開始など、前中期経営計画
において進 展したテーマの確実な推 進により、事業 規模をさらに拡 大していき
ます。また、リキッドバイオプシーによるアルツハイマー型認知症の診断技術の開発
や手術支援ロボットの市場獲得など、非連続な成長を実現するための新たな事業
の育成、さらにはデジタルトランスフォーメーション（DX）や人材ポートフォリオ拡充
による経営品質の強化をねらいとしています。新製品のグローバルでの薬事登録に
関連する費用や、デジタルトランスフォーメーションへの投資などもあり、一時的に
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2023年度
中期経営計画目標

シスメックスのあゆみ

4,200 億円

検体検査領域においてビジネスモデルの拡充やグローバル展開を進めることで成長してきました。
今後も、事業環境の変化をいち早く捉え、事業を展開していくことで

2020年度売上高

3,050 億円

・北米ヘマトロジーシェア拡大
・中国市場拡大

持続的な成長を加速させていきます。

INTRODUCTION

・新興国売上拡大
・事業ポートフォリオ拡充

シスメックスは創立以来、時代のニーズを先読みし、

インド直接販売・
サービス開始
（2019）

OUR VALUE

・欧州直販化の推進
中南米、アフリカ拠点設立
（2010s〜）

・事業基盤構築
・国内ヘマトロジートップシェアへ

海外売上比率

84.0％

OUR BUSINESS & STRATEGY

米国直接販売・サービス開始
（2003）
欧州直販化の加速
（2000年代〜）

F. Hoffman-La Roche社

《シスメックスの取り組み》
海外展開の加速
創立

イギリス直接販売・サービス開始（1991）
米国駐在員事務所開設（1977）

ドイツ駐在員事務所開設（1972）

（年度）1968

1970

1975

ASEAN諸国、ブラジルなどに
現地法人設立（1990年代〜）

1980

1985

中国合弁会社設立（1995）

とヘマトロジー製品に
関してグローバル
アライアンス契約締結
（1998）

国内売上高
海外売上高

1990

2000

1995

2005

2010

2015

2020

2023

尿分野への参入
（1974 年9月）

事業の拡大

血液凝固分野への 免疫分野への参入
参入（1984 年1月） （1987年3月）

国際試薬の子会社化
（2002年 4月）

シーエヌエーの
子会社化
（2007年 4月）

OUR PLATFORM

ライフサイエンス分野への参入、
中央研究所開設（2000年 4月）

Inostics社、Partec社の 理研ジェネシスの
子会社化（2013年10月）子会社化（2016 年6月）

国内初の
自動血球計数装置の
実用化（1963年12月）

世界初、ヘマトロジー搬送システム
販売開始（1990年 8月）

現 Siemens Healthineers社と
血液凝固分野において提携
（1995 年3月）

Sysmexブランド誕生（1978年2月）

経営品質の向上

バイオ診断薬拠点設立
（2019年 4月）

ネットワークサービス

SNCS提供開始（1999年12月）
シスメックス株式会社へ社名変更（1998 年10月）

大阪証券取引所二部上場
（1995 年11月）

「三つの安心」提唱
経営基本方針

東京証券取引所
二部上場
（1996 年7月）

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

手術支援
ロボットシステム販売開始
（2020年12月）

人材開発拠点開設（2015 年 4月）

大阪証券取引所・東京証券取引所 シスメックスグループ企業理念
「Sysmex Way」を制定（2007年 4月）
一部上場（2000年3月）

グローバル共通の
ジョブ型人材マネジメントシステムを導入（2020年 4月）

《時代背景と検査ニーズ》
医療需要の高まりによる検体数増加

医療費高騰による効率化ニーズの拡大

ITの進展

技術革新の医療への応用

《社会の変化》
高度経済成長期
● 1970s

17
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経済安定成長期
貿易の自由化が進展

サステナブルな社会へ

グローバル化・IT化の加速
● 1990

冷戦時代の終結
インターネットの普及
● 1993 EUの誕生

● 1990s

● 2000s

BRICs諸国の台頭

● 2008

金融危機発生

● 2015
● 2015

SDGs採択
パリ協定採択

● 2019

COVID-19 発生
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シスメックスの価値創造
INTRODUCTION

「Sysmex Way」
「ヘルスケアの進化をデザインする。
」
グループ企業理念
のミッション
のもと、
検体検査領域を中心に事業を展開しています。独自の経営資源を活用して、

付加価値の高い製品・サービスの提供により、
人々の健康寿命の延伸や医療費最適化に貢献していきます。

ステークホルダーへの
インパクト

新たな診断価値創出に向けた
お客様の声

医療機関

(世界190以上の国や地域の病院・検査センターなど）

検査体制の拡充

医療課題の解決を実現する研究開発体制

検査室の生産性向上

・機器 試薬 ITの技術、ノウハウ、技術プラットフォーム

診断と治療方針決定への貢献

研究開発

機器

安定した財務基盤

医療機関における環境負荷低減

遺伝子

製品

＋ 最適な診断・治療法選択による
患者さんの負担軽減
＋ 医療アクセスの向上

社会
＋ サプライヤーとの協業（約250社※）

タンパク

※重要な一次サプライヤー数

技術プラットフォーム

＋ 9,000人を超える従業員の雇用

製品を世界中へ届けるための
薬事申請体制

多様な製品ポートフォリオの展開・提供

薬事登録

 労働災害
＋
（2020年度）
＋ 法人所得税額137億円
（2020年度）
＋ 配当金150億円

検査を支える医療従事者のサポート

環境

診断価値の高い検査の開発・提供

 CO2排出
 水消費

高品質とグローバルな安定供給を
実現する生産拠点

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

生産

OUR PLATFORM

シスメックスが提供する
主な価値（アウトプット） P21

環境に配慮した製品開発・事業活動

グローバルな
販売・サービス体制

＋ 疾患の早期発見

＋ 医療費の最適化

IT

生産体制

健康寿命の延伸

細胞

試薬
Sysmex

研究開発力

（患者さん・健診受診者など）

OUR BUSINESS & STRATEGY

価値を創造する
経営資源 P49

世界70億人以上の人々

OUR VALUE

フィードバック

非財務目標と実績 P81

 電力使用
 廃棄物の排出

・機器生産 7拠点、試薬生産 14 拠点

 動物由来原材料の使用
＋ 増加させていきたい主なインパクト
 減少させていきたい主なインパクト

多様な人材

物流

190以上の国や地域へ届ける
効率的なサプライチェーン

・試薬の現地生産移管
・モーダルシフトの取り組みなど

販売
グローバルな販売体制
・プロフェッショナルなセールスチーム

・グローバルな直接販売体制・代理店網
・協業先とのアライアンス

サービス&
サポート

顧客満足度を高める
サービス＆サポート
・オンラインを活用したサービス＆サポート
・グローバルな直接サービス体制
・代理店向けの充実したトレーニング

社会・医療の課題解決への期待・要請
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医療機関とともに実現する社会課題解決
INTRODUCTION

シスメックスは、検体検査領域を中心に付加価値の高い機器や試薬・サービスを提供することにより、
病院の検査室や検査センターなどの医療機関とともに、世界70億人以上の人々の健康寿命の延伸や

医療費の最適化、環境負荷の低減などに取り組んでいます。

〈シスメックスが医療機関に提供するアウトプット〉

〈医療機関において実現すること〉

検査を支える医療従事者のサポート

「医療の入り口」
検査は
といわれ、診断、治療には欠かせな

検査体制の拡充

いものですが、
お客様の需要は均一ではありません。例えば、

一方で、検査の多様化を背景とした検査室業務の複雑化に

査数、流行する疾患などが異なります。先進国では医療費の

ともない、
より効率的な検査室運営が求められています。

も存在します。新興国では、人口増加や医療保険制度の整
備により検査の数が増加する傾向にあるものの、医療機関
の数が不足しているため、1 台あたりの測定数が多くなる傾
向があります。
また、
マラリアやデング熱のような熱帯病がま
ん延している地域も存在しています。
世界の医療課題解決および健康寿命の延伸を実現する

・さまざまな医療機関のニーズに応えるため、
ハイエンドから
小型モデルまで多様な製品ポートフォリオを展開
・ グローバルメジャーとのアライアンスを活用し、販売チャ
ネルを拡大
・ 国や地域によって異なる薬事申請フローに対応し、迅速な
製品供給を実現

ためには、
このような地域特性や医療現場のニーズに即した
クスは、主力事業であるヘマトロジー分野を中心に幅広い製
品ポートフォリオを持つことで、世界190以上の国や地域の
検査体制拡充に貢献しています。

《関連するマテリアリティ》
・製品・サービスを通じた医療課題解決
・責任ある製品・サービスの提供

など、医療を止めないサービス＆サポート体制を構築するこ
とで検査室の生産性向上に努めてきました。
医療従事者に対しては、場所を問わず参加可能な製品
バーチャルトレーニングの実施や、開発途上国の医療従事

・Caresphereによる機器の故障未然防止
・外部精度管理のオンライン化
・グローバルに学術セミナーを開催
・製品トレーニングのオンライン化
・ JICA 協働で新興国・開発途上国の医療従事者のスキル
アップを支援

者を対象としたスキルアップ支援、最新の医学情報を提供す

お客様のユーザビリティと機能強化を実現した
新製品を開発

システムエンジニアリング本部 ハードウェア技術グループ 課長

黒岩 知弘

「多項目自動血球計数装置」
このたび我々が開発した白血球3分類モデル
は、新興国を中心に市場が拡大しており、従来モ

デルからのさらなる機能強化が求められていました。

白血球3分類モデルは、小規模病院やクリニックおよびアクセスが困難な山間部や離島などでの利用率が高い傾向にあり

ます。
開発にあたり新興国のお客様の声をヒアリングしたところ、
医療機関によっては不具合発生時にサービス担当者の移動

や部品の輸送に時間を要するため、
すぐに修理ができないなど、新興国特有の課題が浮かび上がりました。
そこで、
お客様に

より安心して製品を使用いただくため、
上位機種に搭載している微量検体での測定技術や測定時間の短縮、
上位機種との高い

相関性だけではなく、堅牢性や保守性といったユーザビリティの強化も合わせて実現することを目指して開発を進めました。
本製品は若手の開発メンバーを中心にプロジェクトを編成したことで、社内におけるノウハウの継承やチームワークの

醸成など、
シスメックスの持続的な成長にもつながる貴重な経験ができたと考えています。

今後も新興国をはじめ世界中の検査体制の拡充、進展に貢献し、検査を通じて新たな価値が提供できるよう、
お客様の

動を続けています。
さらに、直接・間接販売に関わらず質の高いサービス＆サ
ポートを提供するため、従業員と代理店スタッフへの教育を
徹底しスキル向上に取り組んでいます。

《関連するマテリアリティ》
・製品・サービスを通じた医療課題解決
・責任ある製品・サービスの提供

サステナビリティデータブック>品質と信頼の追求 P16

サービスイノベーションへの取り組みにより、
シスメックスの製品およびサービス＆サポートは、

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

新興国におけるポートフォリオ拡充を目指して
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を未然に防止、万が一故障した際も迅速な復旧を実現する

《シスメックスの主な取り組み》

る学術セミナーの開催など、医療水準の向上を目指した活

サステナビリティデータブック>医療アクセスの向上 P10

ニーズを捉えた製品開発を進めていきます。

加え、
ダウンタイムを削減するためICTを活用し、機器の故障

OUR PLATFORM

ソリューションを提供することが、非常に重要です。
シスメッ

シスメックスは臨床価値の高い正確な検査結果の提供に

OUR BUSINESS & STRATEGY

ンが求められる一方、高い臨床価値を持つ検査へのニーズ

《シスメックスの主な取り組み》

検査室の生産性向上

ため、正確な検査結果を迅速にお届けすることが重要です。

先進国と新興国では医療機関の予算や、一日に測定する検
最適化が重要な課題であるため、
より生産的なソリューショ

21

医療現場では検査結果をもとに診断・治療が行われる

OUR VALUE

多様な製品ポートフォリオの展開・提供

〈医療機関において実現すること〉

〈シスメックスが医療機関に提供するアウトプット〉

顧客満足度調査において高い評価を受けています。

■米国顧客満足度調査（サービス全体）

シスメックスは14年連続で最高点を獲得
5.6

9.5

5.4

9.0

5.2

8.5

5.0

8.0

4.8

7.5

4.6

7.0

4.4

6.5

4.2

9.28
9.11

6.0

2007

2008

シスメックス

A社

2009

B社

2010

C社

2011

D社

2012

業界平均

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

（注）2007 年から2012 年までは 1〜6 段階評価 2013 年以降は 1〜10 段階評価
出典：IMV ServiceTrak 2020 Hematology
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INTRODUCTION

〈医療機関において実現すること〉

〈シスメックスが医療機関に提供するアウトプット〉

環境に配慮した製品開発・事業活動

検体検査市場では、付加価値の高い検査の開発が求めら

診断と治療方針
決定への貢献

れています。新興国、開発途上国ではマラリアやデング熱と
いった熱帯病の検査が必要となる一方、先進国では先進技

気候変動対策をはじめ、地球環境への対応が喫緊の課題
減することは重要な課題の一つとなっています。
シスメックスは、従来より医療機関における環境負荷低減
を目指し、製品の省電力化や試薬使用量の削減、試薬容器・

向けた血液検査（リキッドバイオプシー）
など、検査ニーズの
高まりをいち早く捉え開発を進めています。

2019年末から世界的に広がりを見せたCOVID-19に対し
ては、迅速かつ簡便に検査ができる体制構築が世界共通の
課題となりました。
シスメックスはこのような事態に対し、

《シスメックスの主な取り組み》
・COVID-19に関する検査の開発・提供
・がん遺伝子検査の提供
・血液によるアルツハイマー型認知症診断に向けた共同開発
・尿路感染症を対象とした薬剤感受性検査の開発推進
・ヘマトロジ―分野におけるAI技術の実用化

国内初のPCR検査キットの薬事承認を取得したことに加え、
これまで培ってきた免疫検査分野のプラットフォームを活用
を開発し、診断や治療方針の決定に貢献しています。
リキッドバイオプシー P87
COVID-19に対する取り組み P27
サステナビリティデータブック>イノベーションを通じた医療課題解決 P8

した。特に、検査に欠かせない試薬については、濃縮試薬を
開発し検査室における廃棄物の削減のほか重量・体積のコ
ンパクト化による輸送回数低減につなげています。
さらに試
薬生産拠点をグローバルに設置し日本国内から現地へ生産
移管を行い、輸送距離を短縮するなど、輸送時におけるCO2

《シスメックスの主な取り組み》
・ 濃縮試薬の開発と普及（ヘマトロジー、免疫検査など）
・ 小型化、消費電力低減を実現した機器の開発
・ 試薬容器コンパクト化による廃棄物の削減
・ 試薬原材料の生産時のCO2削減
（カイコを用いた生産体制など）

排出量抑制も実現しています。
《関連するマテリアリティ》
・製品・サービスを通じた医療課題解決
・責任ある製品・サービスの提供

今後もシスメックスは、事業活動を通じた環境負荷低減を
重要課題として位置付け、医療機関だけでなくサプライ
チェーン全体におけるCO2削減のため、原材料の見直しを含
めた製品開発を推進していきます。

・環境への配慮

ビジネスインキュベーション本部 係長

ユーザビリティの向上にも貢献しています。

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

濃縮試薬の開発・提供などにより、

岡 智子

・責任ある製品・サービスの提供

事業活動における環境負荷低減への取り組み P43
サステナビリティデータブック>環境への配慮 P38

COVID-19の流行が拡大するなか

新型コロナウイルス抗原検出試薬を開発

《関連するマテリアリティ》

OUR PLATFORM

することで、COVID-19の抗原検査、重症化予測の検査など

梱包資材の見直しによる廃棄物削減などに取り組んできま

OUR BUSINESS & STRATEGY

術を取り入れた治療法の導入に合わせて、新たな検査が求
けたがん遺伝子検査や、
アルツハイマー型認知症の診断に

医療機関における
環境負荷低減

となっているなか、各国の医療機関においても環境負荷を低

められています。
シスメックスは、
がんゲノム医療の実現に向

OUR VALUE

診断価値の高い検査の開発・提供

〈医療機関において実現すること〉

〈シスメックスが医療機関に提供するアウトプット〉

CO2排出量の削減・省資源化・廃棄物の削減・石油資源の節減を実現するとともに、

■25倍濃縮試薬

ヘマトロジー、免疫検査分野などの一部

試薬容積(L)

今回の開発プロジェクトでは、項目の緊急性を鑑み、
できる限り早期に市場導入することを第一目標としました。
そのため、

製品仕様の設定や、開発の進め方、想定されるリスクへの対応などについて関連部門と知恵を絞りながら取り組みました。

20L

を余儀なくされることもありましたが、薬事部門などと連携し最善策を選択して進めました。結果として、早期薬事承認取得

20L

また薬事申請では、
パンデミックの状況下で情報が刻々と変化する中、製品への要求事項が急遽追加されるなど予定変更

を実現したほか、人材・ノウハウの共有を含め部門を越えた交流が活発となりました。
このような交流の意義は大きく、今後
の製品開発にも非常に役立つと思います。

50

技術面においては、
これまで培った技術を活用し、検体のウイルスを不活性化する検体抽出液を同時に開発しました。
これ

を提供できたことは、
お客様から好評価をいただいています。

今回の製品は、検査結果が臨床に直結するため責任の重さを実感すると同時に、全社一丸となって取り組んだプロジェク

トであり、非常にやりがいも感じました。今回の経験を活かして、関連部門との連携をより強め、多くのお客様へ新たな価値を
提供できる製品開発に今後もチャレンジしていきたいと考えています。
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・環境負荷の低減
・交換頻度の低減
・在庫スペースの低減

1/25

20L

この濃縮試薬は、上記で記載したCO2排

出量抑制のほか、
コンパクト化による容器・
包装材料の削減（省資源化）、検査室で発

生する廃棄物の削減、
さらにパッケージを
従来のポリエチレンから紙パックに変更す

ます。

4L

20L
0

試薬が利用できます。

ることで石油資源の節減なども実現してい

20L

により、検体の輸送や検査室での検体の取り扱いにおいて感染リスクを低減し、医療従事者の方が安全に検査を行える環境

23

の機器では、従来試薬を25 倍に濃縮した

100

従来試薬

濃縮試薬

加えて、検査室での試薬交換頻度の低減

や在庫保管の省スペース化などユーザビリ
ティ向上にも大きく貢献しています。
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パフォーマンスハイライト（2020年度末時点）
■営業利益／売上高営業利益率

3,050億円

517億円

331億円

17.0%

（前年度比6.3％減 ）（前年度比1.3ポイント減）

（前年度比1.0％増）

試薬売上はCOVID-19の影響を受けたものの
主にEMEAや中国、日本において
機器売上が伸長し、増収

3,050（億円）

研究開発費

225（億円）

売上高営業利益率

17.0（％）

US ドル

売上高研究開発費率

158.65（円）

EPS

OUR VALUE

331（億円）

123.7（円）
106.1（円）

元

などにより増加

親会社の所有者に
帰属する当期利益

517（億円）

ユーロ

IVD 新製品やCOVID-19関連検査への投資を継続したこと

為替差損は減少したものの営業利益の減少により減益

営業利益

225億円 7.4%

（前年度比3.5％増） （前年度比0.2ポイント増）

（前年度比5.0％減） （前年度比5.0％減）

販管費は前年度を下回ったものの
試薬売上減少による粗利減少などにより減益

売上高

158.65円

■研究開発費／売上高研究開発費率

7.4（％）

15.7（円）
日本基準

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）
日本基準

IFRS

■地域別売上高構成比

16.0%

8.0%

その他

免疫

米州

EMEA

26.9%

21.6%

尿

（血球計数）

59.0%

4.3%

8.1%

（前年度比1.6ポイント減） （前年度比1.4ポイント減）

2019 2020（年度）

11.2%

（過去10年）

（過去5年）

2020年度

5.1%

ROE

2013

2014

2015

2016

2017 2018
IFRS

米州

12

1,257

10

2019 2020（年度）

過去10年間

2

過去5年間

■女性マネジメント比率／

女性次世代マネジメント比率

19,510t-CO 6.40t-CO ／億円

（前年度比 24％減）

シスメックス株式会社
女性次世代
マネジメント比率

2

（前年度比25％減）

21.8％

リモートワークの導入などによる電力消費量減少および
CO 2排出係数変更などにより減少
スコープ 1・2
温室効果ガス総排出量

782

2,673

39

972

16.2％

2

4

原単位排出量

6.40（t-CO ／億円）
2

アジア・パシフィック

EMEA

シスメックスグループ
女性マネジメント比率

19,510（t-CO ）

中国

12

シスメックス株式会社
女性マネジメント比率

7.9％

5.7%
2017

2018

2019

2020（年度）

※1 スコープ 1：企業の施設や工場・社用車から直接排出される温室効果ガス
※2 スコープ 2：エネルギーの使用に伴う、企業から間接排出される温室効果ガス
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10.6%
8.7%

2016
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2012

1
■スコープ 1※・
2※2 温室効果ガス総排出量／
原単位排出量

日本

TOPIX
11.2％ 10.2
％

8.1（％）

ROA

17.8%

シスメックス

TOPIX

10.8％

11.3（％）

7.2%

3,826

2018

23.4％

■グローバル事業展開
会社数（グループ合計）

2017

IFRS

23.4%

非財務パフォーマンス

従業員数（グループ合計）

2016

安定した配当や長期的な株価の上昇トレンドによりTOPIXを上回る利回り

減益および親会社の所有者に帰属する持分・資産合計の増加に
より減少

日本基準

77

2015

■株主総利回り（年率換算）
（TSR）

11.3%

2011

9,510

2014

シスメックス

0.9%

血液凝固

2013

日本基準

0.5%

生化学

2020年度

ヘマトロジー

2012

OUR PLATFORM

中国

2011

IFRS

■ROE／ROA

5.2%

ライフサイエンス

FCM

27.5%

日本基準

■事業別売上高構成比
日本

アジア・パシフィック

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）

IFRS
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年度）
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INTRODUCTION

■売上高

■親会社の所有者に帰属する当期利益／
基本的1株当たり当期利益（EPS）

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020（年度）
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）
に対する取り組み
INTRODUCTION

COVID-19感染拡大に対し、人々が一日も早く安心して暮らせる毎日を取り戻せるよう、
新たな検査試薬・サービスの開発に取り組みました。

検査を通じて感染拡大へ歯止めをかけること、
また医療現場を支え、患者さんが適切な医療を受けられるように、

これからもシスメックスは COVID-19への取り組みを続けていきます。
市場環境の変化 P34

リスクマネジメント P59

COVID-19感染拡大による影響について P70

コロナ禍におけるシスメックスの取り組み
ニューノーマルへの対応

オンラインセミナーや
バーチャルトレーニングをさらに拡充

中国におけるパンデミック対策

・武漢市の病院への納品
・支援物資の提供など

2019年
12月

地域・社会への貢献

2020年
3月

2020年
3月〜

2020年
6月

2020年
6月

COVID-19に関連するサイトカイン
の研究用受託測定サービスを開始
2020年
7月

神戸市、株式会社エスアール
エル
（現 H.U.フロンティア株
式会社）
と共同でPCR検査ラ
ボを開設

重症化リスク判定を補助する検査キットとし
てインターフェロン-λ3 検査試薬の薬事承認
を取得（2021年3月に保険適用）

2020年
11月

2020年
12月

新型コロナウイルス抗原検出
試薬が国内の薬事承認取得
（ 2021 年 6月定量検査としての薬
事承認取得）

PCR検査体制の強化を目指した開発と取り組み

オンラインを活用したユーザー向けサービスを展開

シスメックスは検査・医療を支える企業として、検査体制の拡充に尽力してきました。感染拡大初期の 2020年 3月には、

シスメックスは、ネットワークを活用した機器の精度管理・運用サポートやお客様

国内で初となる新型コロナウイルス検査キット（RT-PCR法）の薬事承認を取得し、医療機関へいち早く提供しました。また、

のバーチャルトレーニングを推進していますが、コロナ禍においても、感染拡大防止と

シスメックスは PCR検査における医療従事者の感染リスク低減や検査効率化を目指した製品を早期に市場導入してきました。

お客様への最新情報の提供を両立させるため、オンラインを活用した取り組みを強化し

（唾液採取専用綿棒）
の提供により、
ウイルス不活化作業
例えば、新型コロナウイルス不活化試薬や RNA抽出キット、滅菌綿棒

ました。例えば、従来対面で行っていたお客様向けの製品紹介イベントや学術情報セミ

の省略と通常輸送に対応した検査フローを実現しました。

ナーなどをオンラインで開催するなど、安全な環境でシスメックスの製品やサービスを

新たな診断技術の創出・提供
世界中に COVID-19の感染が拡大するなか、PCR検査だけではなく、診断から治療、

（2021年 5月時点）
。さらなる PCR検
を開設し、
これまで 2万件以上の検査を行ってきました
査数の拡大と機能拡充に向けて、2021年 5月に神戸市の研究開発センター内にラボを

加え、重症化に関わると考えられるサイトカインの研究用受託測定サービスなど研究や

移転、
自動 PCR検査ロボットシステムを稼働させたことで、検査件数は 1日約 1,500件と前施

診断、治療に寄与する製品・サービスを生み出しました。

検査関係者の感染リスク低減にも寄与することができま
設の 5倍にまで増加させるとともに、

これら新規診断技術の創出はシスメックスのみで完結せず、患者さんの実検体を用い

した。今後もCOVID-19検査体制の拡充を通じ、地域社会への貢献を継続していきます。

た臨床データの分析や評価など、医療現場との連携が不可欠でした。シスメックスは、
日ごろから医療機関、研究機関、企業などステークホルダーの皆様と協働し研究開発を

価値の高い検査の創出を目指して研究開発を進めていきます。

●地域・社会への貢献

とともに、国内初となる官民連携による PCR検査ラボ
エル
（現 H.U.フロンティア株式会社）

新たな試薬開発に取り組みました。その結果、抗原検出試薬や研究用抗体検出試薬に

した。これからもグループ内外のパートナーとのチームワークを発揮するとともに、より

にもつながっています。

神戸市内の PCR検査体制強化を目指して、2020年 6月に神戸市、
株式会社エスアール

はじめアジアを中心に稼働している全自動免疫測定装置のプラットフォームを活用し、

コロナウイルス陽性患者の重症化リスク判定を補助する新たな検査試薬を生み出しま

知っていただくことに加え、
双方向のコミュニケーションを通じた新たなネットワークの構築

オンライン展示会の 3Dブース
（ドイツ）
【活動事例】
・当社製品や COVID-19に関する学術情
報のウェビナー（各地域）
・オンラインのユーザートレーニング（米
国・ロシア）

官民連携で、PCR検査ラボを開設

回復期までの幅広い検査法の確立が求められています。シスメックスは、日本や中国を

行っており、コロナ禍においても国立国際医療研究センターとの共同研究により、新型

自社開発したRT-PCR法による
新型コロナウイルス検査キット
の国内薬事承認を取得

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

式会社メディカロイドとともに開発した自動 PCR検査ロボットシステムにも使用され、空港などで活用されています。

2021年
5月

OUR PLATFORM

●ニューノーマルへの対応

た検査キットを開発、2021年 4月に日本において薬事承認を取得しました。この PCR検査試薬は、川崎重工業株式会社と株

2021年
4月

新 型コロナウイルス抗 原
検出試薬 P23

●新たな製品・サービスの開発と提供

その後、国内での原料調達、試薬の供給不足による PCR検査の普及遅延にも対応すべく、国内完結型の生産体制を構築し

研究開発センター内にPCR検査
ラボを移転、
機能を拡充

OUR BUSINESS & STRATEGY

国内初、RT-PCR 法による新
型コロナウイルス検査キット
の薬事承認を取得
（BGI社製）

研究用抗体受託サービスを開始

（2020 年 7月研究用抗体検出試薬の販売を
開始）

OUR VALUE

新たな製品・サービスの開発と提供

従業員によるグローバルな社会貢献活動を推進
全自動免疫測定装置

自家製消毒液の製造（ブラジル）
【活動事例】
・非接触体温計の寄贈（ガーナ）
・医療従事者への軽食提供（米国・韓国）
・医 療 機 関への防 護 服やマスクの提 供
（中国など）

世界各地のシスメックスのグループ会社において、それぞれの知見や技術、設備を活
かした取り組みを実施し、
コロナ禍の社会課題に向き合っています。医療従事者の皆様
への支援をはじめ、試薬工場の設備を活用した消毒液の製造・提供など、世界各地の
従業員が社会貢献活動やボランティアに参画しています。
新型コロナウイルス感染症への取り組み

シスメックスの取り組み進捗や最新のリリースを更新しています。詳細は Webサイトをご覧ください。
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