経営基盤
INTRODUCTION

シスメックスは、
これまでIVD
（検体検査）事業を軸に、強固な経営基盤を構築してきました。
獲得してきた経営資源を活用し、既存事業のさらなる成長を目指すとともに、

新たな事業へ投資することによる成長ドライバーの確立および経営基盤の強化を進めます。

さらに、
コーポレート・ガバナンスの強化や事業リスクの低減に向けた取り組みなど、
企業体質の強化にも取り組んでいます。

OUR VALUE
OUR BUSINESS & STRATEGY

経営基盤
バリューチェーン

研究開発

これまで培ってきた経営資源をもとにさらなる成長を目指すとともに、

研究
開発力
P51

物流

生産体制
シスメックスレポート2020 P51

販売

サービス
＆
サポート

資金の獲得

販売・サービス体制
シスメックスレポート2020 P52

多様な人材

P53

安定した
財務基盤
P92

新たな
事業への
投資

OUR PLATFORM

持続的な成長を支える経営基盤

価値を
創造する
経営資源

生産

経営品質の向上を目指し、経営基盤の強化に取り組んでいます。

コーポレート・ガバナンス、
リスクマネジメント

P55
OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

経営基盤強化へ再投資
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経営資源
研究開発への投資や M&Aを行ってきました。

また、事業ポートフォリオの拡充やグローバル化にともなう経営基盤の強化に加え、

7

拠点

生産体制

ビジネスモデルの変革を進めることにより、今後の成長を支える経営資源を獲得してきました。

INTRODUCTION

機器生産拠点

創立以来、独自の技術や新しい製品・サービスを生み出す過程で、

機器生産においては、高品質を実現しながらもグロー

試薬生産拠点

バルなコスト競争に打ち勝っていくため、ICTを活用し

た効率的な生産体制を国内で構築しています。
一方、試

点に工場を設けることで、世界中のお客様への安定供
給を実現しています。特に近年は、
バイオ系試薬の生産
体制の強化を進めています。

化学系

バイオ系

0
8

6

拠点
拠点

拠点

（ヘマトロジー、尿検査分野）

（血液凝固検査、免疫検査分野など）

シスメックスレポート2020 P51

検査機器に加え、
試薬およびサービス＆サポートを合わ

億円

グローバルな販売・サービス体制

2008 年度〜2010 年度

2018 年度〜2020 年度

創 立 以 来、各 地 域に適した販 売・サービス体 制を

この安定したビジネスモデルを活かし、既存事業の競
争力強化や、中長期的な成長を支える新たな事業、人

A
2010 年度末

■研究開発拠点

拡大するとともに、新たな製品・サービスの源泉となる

お客様のニーズ把握にも努めています。

販売・サービスネットワーク

190

以上の国や地域をカバー

さらに、
グローバルメジャー企業などとのアライアンス

を活かし、販売・サービス体制の強化や、製品ポート

フォリオの拡充に取り組んでいます。

シスメックスレポート2020 P52

2020 年度末

2020 年度末

ヘマトロジーシェア

No. 1

のブランド力

■海外従業員比率（グループ）

7
21

59.8

カ国

6カ国
11拠点

研究開発力
テクノパーク
（神戸）
を中核としてグローバルに研究開

発 拠 点を整 備 。独自技 術に加え、M & A などにより

3つの技術プラットフォーム（細胞・タンパク・遺伝子）を

獲得してきました。
また、事業分野の拡大にともない構

築してきた大学、医療・研究機関、製薬企業をはじめと

する外部機関との関係を活かし、共同研究・共同開発

を展開。臨床価値の高い検査・診断技術のいち早い
開発と事業化を目指しています。

P51
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54.2％

拠点

2010 年度末

多様な人材

2020 年度末

機器 × 試薬 × IT
技術・ノウハウ

3つの技術プラットフォーム
（細胞・タンパク・遺伝子）

外部機関とのネットワーク

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

P92

ロジーシェア No. 1 のブランド力を有し、着実に市場を

AA-

材、
ものづくりなどに積極的な投資を行っています。

拠点

2010 年度末

構築し、
お客様との信頼関係を築いてきました。ヘマト

■格付（R&I格付投資情報センター）

61

40拠点

OUR PLATFORM

せてお届けする、収益性の高いビジネスモデルを確立。

OUR BUSINESS & STRATEGY

234

595

億円

（2020年度末）

■販売・サービス拠点（関係会社数）

■財務資本（3年間累計フリーキャッシュ・フロー）

安定した財務基盤

OUR VALUE

薬生産はグローバル展開にともない、世界10カ国14拠

2014 年度末

事業のグローバル化やM&Aの実施などにより、
多様な
人材を獲得。
さまざまな価値観、経験、能力のシナジー

さらに、
従業員が安心して働ける職場環境の整備に注力

しており、
テレワークの推進やフレキシブルな勤務体系
の導入のほか休暇制度、育児・介護支援制度の充実化
などを進めています。

P53

2020 年度末

■女性マネジメント比率（グループ）

（社員のうち課長級以上の者）

効果により、新たなイノベーションの創出・価値の創造

につなげています。

％

11.6％
2014 年度末

16.2

％

2020 年度末

多様な専門人材

（機械、
ソフトウェア、生物、化学など）

Sysmex Report 2021
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経営資源

「研究開発力」

INTRODUCTION

付加価値の高い検査・診断技術を創出する

創立以来、培ってきた技術力・技術プラットフォームおよびグローバルに展開する研究開発拠点を活用し、
既存事業の競争力の強化および新しい検査・診断技術の創出を進めています。

試薬は、化学系の試薬と、生物由来の原材料を利用する

研究開発拠点については、研究開発の中核拠点である

では、血液中のがん細胞由来 DNA検出を可能とする技術

バイオ系の試薬とに分けられます。化学系試薬は主にヘマ

テクノパーク
（神戸）
を中心に、欧米や中国などにも拠点を設

などの開発に取り組んでいます。COVID-19のパンデミック

トロジー・尿検査分野で利用されます。独自で開発したヘ

置しています。グローバルに拠点を有することにより、各地

に際してもこれらの技術プラットフォームを活用し、感染拡大

シスメックスは、創立以来、機器・試薬・ITに関する技術

マトロジー分野の濃縮試薬は、先進国を中心に普及を進め

域の外部機関との連携を深め、いち早く新規技術を獲得す

当初より新たな診断技術の開発と実用化に取り組みました。

を獲得してきました。これらの技術の融合により、検査にとっ

ており、お客様からの評価も高く、シェア拡大に貢献していま

るとともに治験支援なども実施しています。

>>COVID-19に対する取り組み P27

て最も重要な正確性の高い検査データの提供に加え、お客

す。一方、バイオ系試薬は、研究開発・生産能力の強化に

様のニーズに応じた改良や、エラー発生時の迅速な原因究

向けて、バイオ診断薬拠点を 2019年に設立。免疫検査分

明が可能となっています。また、新たな検査・診断技術の

野やライフサイエンスにおける新たな検査項目の開発により、

新たな価値の創出に向けて

いち早く技術開発と事業化を推進していくために、M&Aや

創出に加え、ユーザビリティの向上や環境負荷の低減など

さらなる医療の質向上への貢献を目指します。 濃縮試薬 P24

シスメックスは、細胞、タンパク、遺伝子を測定する 3つの

存事業で培った技術を組み合わせることでプラットフォーム

を考慮した付加価値の高い製品・サービスを提供している

IT技 術においては、1999年にはネットワークサービス
SNCSを開発するなど、いち早く医療現場におけるネットワー
ク化を推進してきました。近年では、2018年にネットワーク
ソリューション Caresphereの提供を開始。検査の効率化や

技 術プラットフォームを有しています。細 胞 測 定プラット

を強化し、シスメックスならではの新たな価値創出を目指し

フォームでは血液や尿中の細胞の数・種類の分析や、細胞

ています。さらに、オープンイノベーションを活用し、大学や

内の情報の分析を可能とする技術開発を進めています。タン

医療機関・研究機関、製薬企業など外部の技術・ナレッ

パク測 定プラットフォームでは高 感 度かつ迅 速に血 液中

ジを我々の既存の経営資源と組み合わせることで、タイム

のタンパク質を検出する技術、遺伝子測定プラットフォーム

リーに製品を市場に送り出すことを目指しています。

研究開発系人材 P53

例えば機器においては、検査の生産性を向上させるため、
処理能力の向上や、搬送システムによる多検体処理、
コンパ

品質向上に寄与する新たなアプリケーションやサービスの展

クト化などを実現してきました。

開を進めています。

また、目まぐるしく変化するヘルスケア領域の環境下で、
アライアンスを活用しています。新たに獲得した技術と既

OUR BUSINESS & STRATEGY

ことがシスメックスの強みとなっています。

OUR VALUE

付加価値の高い製品・サービスの提供を実現する
機器 試薬 IT技術

■研究開発における主な取り組みおよび提供価値

主な取り組み
機器

ステークホルダーへの提供価値※

● 搬送システムの開発

■ 検査室の生産性向上による経営の効率化

● コンパクト化

■ 検査室のスペース有効活用

● 処理能力の向上

● 製品ライフサイクルにおける環境配慮

支える技術

細胞測定技術

機器
機構系

■ 患者さんの待ち時間短縮

流体系

■ 環境負荷の低減

光学系

（省電力、廃棄物削減、輸送におけるCO2排出量の削減など）

個別化医療領域への本格参入に向けた

主なM&A

2013

血液や尿中の細胞の数・種類の分析や、
細胞内の情報の分析を可能とする技術

Partec社

既存事業
●
●

ヘマトロジー

2013

Inostics社

尿（沈渣）検査

電気系
化学系試薬
（ヘマトロジー・尿検査）
● 新たな検査項目の開発

試薬

● 濃縮試薬の開発
（ヘマトロジー）

● 紙パック試薬の開発
（ヘマトロジー）

■ 新たな検査項目の創出による医療の質向上

■ 濃縮試薬による試薬交換頻度の低減、
在庫スペース削減
■ 環境負荷の低減

化学系

（輸送におけるCO2排出量削減、脱プラスチックへの貢献など）
■ 各試薬生産工場での雇用の創出

2019

バイオ系試薬
（血液凝固検査・免疫検査・ライフサイエンス）
● バイオ診断薬拠点の設立
（2019年）
● 新たな検査項目の開発

● グループ会社とのシナジー創出

Sysmex

● ネットワークサービスSNCS提供開始
（1999年）

● AIやICT技術を活用したネットワークソリューション

Caresphereの提供（2018年）

● 外部精度管理のオンライン化

● バーチャルトレーニングの導入
（シスメックス アメリカ）

事業活動における環境負荷低減への取り組み P43
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バイオ系

バイオ診断薬拠点設立
■ 品質向上による検査データの質向上

■ 新たな検査項目の創出による医療の質向上
■ 脱動物由来試薬による生物多様性保全への貢献

［関係会社］
・シスメックス国際試薬
・HYPHEN BioMed社

高感度、迅速に血液中のタンパク質を検出
する技術

●

血液凝固検査

2017

遺伝子測定技術

ソフトウェア系

■ 検査データの安定性確保

■ 検査を止めない仕組みの構築

（故障の未然防止、迅速な復旧など）
■ 検査室運営の効率化
（製品トレーニングにかかる移動時間の
削減など）

研究開発系人材 P53

ヘマトロジーにおけるAI
技術を活用した画像解析
に関する共同研究

認知症領域に関する新
たな診断薬創出に向け
た包括契約

がんゲノムプロファイリン
グ検査用システムの共同
開発

（国立がん研究センター）

2020（株式24.99%取得）
Astrego Diagnostics社

既存事業

●

事例

（エーザイ株式会社）

免疫検査

OGT社

［関係会社］
・シスメックスCNAなど

・大学
・医療・研究機関
・製薬企業 など

（順天堂大学)

2016（2014年資本参入）
理研ジェネシス

既存事業

●

がん細胞中の遺伝子量測定や、血液中の
がん細胞由来DNA検出を可能とする技術

IT

（HYPHEN BioMed社、Oxford Gene Technology
（以下、OGT）社など）

IT

タンパク測定技術

試薬

オープンイノベーションによる
外部機関との協業・アライアンス

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

■ 効率的な検査による医療費低減

3つの技術プラットフォーム

OUR PLATFORM

■新たな価値を創出するシスメックスの技術

がんリンパ節転移検査

次世代の医療・診断を支
えるITソリューションの
開発

（株式会社オプティム）

■ 移動にともなうCO2排出量の削減

への提供価値
※■ お客様（医療機関など）

■ 社会への提供価値

新たな検査・診断価値の共創

Sysmex Report 2021
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「多様な人材」

INTRODUCTION

持続的な成長を支える

シスメックスには、
事業を通じて社会課題解決へ貢献したいという意欲を持った人材が集まっています。

強い志と幅広いバックグラウンドを持った従業員は、持続的な成長を支える重要な経営資源であり、シスメックスの強みの一つ

です。

■企業競争力強化に向けた人材関連の取り組み

■シスメックスの多様性を示す主な KPI
（2020年度末時点）

女性マネジメント比率

管理職における中途採用者比率

障がい者雇用率

（グループ全体）

（グループ全体）

（シスメックス株式会社）

（国内グループ会社）

59.8％

16.2％

（シスメックス株式会社）

約

40％

獲得

専門性の高い人材の獲得に向けた
グローバルな採用活動

2.3％

9,510名

59.8％

環境整備

ふれる職場を目指しています。特例子会社であるシスメック
スハーモニーでは、2017年の設立から業務の種類や規模が

能力発揮を促す
働きやすい環境作り

持続的成長を牽引する新人事制度の導入

医療課題
解決への
貢献

ニューノーマルな時代における働きやすさの推進

拡大し、従業員数 23名の会社に成長しました。従業員一人

シスメックスでは、2020年 4月より、
各自の能力を等級化した

シスメックス株式会社では、働きやすい環境整備の一つと

成されています。世界 190以上の国・地域にまたがる事業

ひとりの特性を踏まえた業務の割り振りや、上司との定期的

「職能型」の人事制度を一新し、役割や職務内容に基づき等

して導入しているフレックスタイム制度に加え、2021年度よ

を支えるためには、日本中心ではなく、各地域の市場に精通

な面談による密なコミュニケーションなどにより、離職率はゼ

級を決める
「職務型
（ジョブ型）
」
の人事制度を国内管理職層を

り「働く時間」と「働く場所・働き方」を自分で選ぶことがで

した人材が必要です。海外事業において日本人出向者が

ロを継続しています。
（2020年度末時点）

対象に導入しました。これまでの長期雇用を前提とした育成

きるスマートワーク制度を開始しました。5時から 22時まで

占める比率は 1％未満であり、中心となって活躍しているの

一方、シスメックスグループにおける女性マネジメント比率

に重きを置いた考え方を継承しつつ、高い企業成長力を持続

を就業可能時間とし、自宅やサテライトオフィスなどで業務

は各国で採用した現地法人の従業員です。コーポレート

は 16％に留まっており、改善へ向けた取り組みが必要です。

するために多様な人材が活躍できる環境を整備していきます。

内容や個人の生活スタイルに合わせて働くことができます。

主導で進めていくのではなく、現地市場に精通した人材を

ただし、数値だけを性急に引き上げるのではなく、働きやす

また、グループ全ての主要ポジションに対して、共通の HR

採用し、事業を任せることが、迅速かつ的確な施策展開につ

い職場環境の構築や、スキル開発に向けた研修などを拡

ポリシーに基づいた等級制度、評価制度、人材育成を展開

ながっています。

充し、段 階 的に活 躍する女 性を増やします。特に女 性マ

することで、グローバルで統一した人材マネジメントを実現

ネジメント比率が他地域より低い日本において、2020年

します。加えて、
より外部競争力のある報酬制度へと転換し、

度に、女性活躍推進法に基づく「女性活躍推進行動計画」

グローバルで活躍できる優秀な人材の獲得・育成を通じて、

を新たに制定し、2024年度までにシスメックス株式会社で

持続的な企業成長を実現します。

入社しています。2020年度末時点では、シスメックス株式
会社単体における管理職のうち、約 40％が中途採用の人

の女性マネジメント比率を 15％、年間労働時間を 1950時間
未満にするという目標を設定しました。
女性マネジメント比率 P26

価値観、目線で業務に取り組むことにより、シスメックスの
競争力向上へとつながっています。
また、研究開発系人材においては、細胞、タンパク、遺伝
子といった異なる技術プラットフォームにおいて機器、試薬、

ITの自社 開 発を可 能にする多 様かつ高 度な専 門 知 識を

流体系

方々が個々の特性に合わせて活躍できる業務や職場環境を

機構
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ソフトウェア系

2021年には、LGBTQへの支援を表明するため、シ
スメックスグループの各社がSNS 公式アカウントの
プロフィール画像にレインボーフラッグを取り入れま
した
（期間限定）。

スキルや専門スキルに関するプログラムを提供しています。

2020年度末

バイオ系

2020年にはシステムの改善とプログラムの充実により、受
講率の向上と受講者のコンピテンシー・スキルの向上が見
られたことが評価され、米国の人材
育成協会（ATD）が主催する Best

整備し、障がいの有無に関わらず、誰もが安心して働く喜び
を感じながら、いきいきと活躍し、ともに成長できる、笑顔あ

例えばシスメックスアメリカでは、研修プログラム Sysmex
Universityにおいて、リーダーシップスキルなどのビジネス

電気系

持つ人材がいることは、大きな強みになっています。
さらに、
シスメックスでは、
身体、
知的、
精神に障がいを持つ

る環境作りに取り組んでいます。

域においてさまざまな施策に取り組んでいます。

光学系

戸籍上の配偶者と同等に扱うことができるようにな
情報発信など、LGBTQ当事者にとって安心して働け

人材育成の推進

系に基づき、一体感の醸成や次世代の人材育成など各地

■研究開発系人材の専門内訳

シスメックス株式会社では、2020年度より、
パート
ナーシップ登録制度を導入し、同性のパートナーを
りました。性的マイノリティへの理解を深めるための

シスメックスでは、グループ共通のグローバル人材開発体

材です。異なる組織でのバックグラウンドを活かし、新たな

LGBTQへの取り組み

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

シスメックスには Sysmex Wayに共感した人材が数多く

OUR PLATFORM

シスメックスの売上は、80％以上が日本以外の地域で構

ダイバーシティ＆インクルージョンの取り組み

OUR BUSINESS & STRATEGY

育成

知識・スキルの向上を
促進する機会提供
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多様な人材の
能力発揮

海外従業員比率

（2020年度末時点）

7.9％

地域性を尊重した経営・人材マネジメント

企業競争力
の強化

多様な人材
従業員数

OUR VALUE

海外従業員比率

Award Winnerを受賞しました。

2021
AWARD
WINNER

LGBTQへの支援を表明するため、
公式 SNSのプロフィール画像を変更
働きやすい職場環境の確保、
ダイバーシティの推進や人材の育成
についての詳細は、
サステナビリティデータブックをご覧ください。

Sysmex Report 2021

54

