企業概要

医療を支える検体検査
INTRODUCTION

検体検査とは

医療において重要性の高まる検体検査
近年、技術革新とその医療への応用により新たな治療

予防のための健康診断や、病気の診断、治療方針の決定、

方法の実用化が進んでいます。例えば、一人ひとりの体質

治療中の効果測定や重症化防止、
治療後のモニタリングなど、

や病状に合わせて治療などを行う個別化医療の一つである

さまざまな場面で行われています。正確な検査結果を持た

がんゲノム医療が本格的に始まりましたが、その実現には、

ずに医療を行うことは、行き先も分からずに霧の中を歩いて

がん細胞の遺伝子検査を通じた解析が必要になります。
シスメックスはこのがんゲノム医療の実現や、患者さんに

握し、最適な治療方針を定めるためには、検体検査が必要

とって負担の大きい生体検査を血液・体液で検査するリキッ

不可欠です。

ドバイオプシーの実現などを通じて、患者さんの QOL向上

シスメックスの主力事 業であるヘマトロジーや尿 検 査、
免 疫 検 査は、患 者さんの容 体を確 認するために行われる

検体検査
血管

血液の検査
■ ヘマトロジー（血球計数検査）
赤血球や白血球などの数や種類、大きさを調
べる検査
[ 関連する疾患：貧血、白血病、血小板減少症
など ]

赤血球

と医療費抑制への貢献を目指しています。
リキッドバイオプシーによる個別化医療の実現 P87

基礎的な検査であり、健康診断などの予防・早期発見の
されています。一方、血液凝固検査や遺伝子検査などは、

白血球

診断から治療のプロセスのなかで活用されています。

■ 免疫検査
ウイルス、ホルモンなどの状態を調べ、病気の
原因や種類などを判定する検査
[関連する疾患：感染症（B型／C型肝炎）、甲状腺
疾患、
各種がん、
心筋梗塞、
肝炎、
アトピーなど]

血小板

■検体検査が活躍する場面

日常生活

予防・早期発見

凝固因子

ウイルス
ホルモン

治療

診断

リンパ節

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

タンパク質

健康診断、
人間ドックなど

OUR PLATFORM

■ 血液凝固検査
血液を固めて傷口を塞ぐ機能（凝固系）、血栓
を溶かす機能（線溶系）を調べる検査
[ 関連する疾患：血友病、血栓性疾患（心筋梗
塞、脳梗塞など）など ]

段階から病気の治療や予後の管理まで幅広い場面で活用
より詳細に身体の状態を測定する検査であり、主に病気の

OUR BUSINESS & STRATEGY

いるようなものです。患者さんの状態を正確かつ迅速に把

OUR VALUE

体内から採 取した血 液や尿などを調べる検 体 検 査は、

検体（血液、尿、
がん組織など）
から分かること

がん組織・リンパ節の検査
（注）一部、血液検査を含む

■ ライフサイエンス
がん遺伝子検査
がん遺伝子を検出・分析することにより、治療
方針の決定や投薬の判断に貢献する検査
[関連する疾患：乳がん、肺がん、大腸がんなど]

尿の検査
治療効果の測定、
重症化の防止

予後管理

病気の特定、
治療方針の策定

がん細胞

DNA

■ 尿検査
尿中の糖・タンパク質・血液の有無などを調べ
る検査
[関連する疾患：尿路結石、腎臓病、糖尿病など]

再発防止のモニタリング
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シスメックスの事業
INTRODUCTION

主な事業領域

予防

のための健康診断などさまざまな場面で行われており、医療

問診

診察・治療・モニタリング

には不可欠です。臨床検査は、体内から採取した血液や尿
接調べる生体検査に分けられます。シスメックスは、検体

を実現する、個別化医療に期待が高まっています。個別化
医療の実現には、個人の特性を検査で確認する必要があ
り、医療における臨床検査の役割はますます重要になって
います。 医療を支える検体検査 P85

検体検査

・画像診断

機器・試薬
サービス&サポート

❶検査センター

・血液凝固検査

・呼吸機能検査

検体

・超音波検査 など

・免疫検査※

・生化学検査※

患者さん

・遺伝子検査

検査結果

る大規模な施設では、生産性の高い搬送システム製
品など当社製品が活躍しています。

健康診断や外来・入院患者の診療に活用される血液

検査に加え、
リンパ節転移検査や、がんゲノムプロ

受診

・脳波計測

・尿検査

※

行っています。1日に数万人の検体が集まることもあ

❷病院

・心電図測定

（血球計数検査）

検査機器を保有していない小規模な医療機関から
検査を受託するほか、専門的な検査の受託なども

生体検査

・ヘマトロジー※

❶検査センター

OUR BUSINESS & STRATEGY

検査領域を中心に事業を展開し、医療機関などのお客様に、

Sysmex
国・地 域によっては
患 者さんが 直 接 検
査センターで受診

臨床検査

などを調べる検体検査と、レントゲンや心電図など身体を直

近年、患者さん一人ひとりの特性に合わせた投薬や治療

完治

OUR VALUE

医療活動

臨床検査は、病気の診断や治療・投薬効果測定、予防

機器・試薬・ソフトウェアをグローバルに提供しています。

シスメックスの製品が活躍するところ

■シスメックスの事業領域

・その他

ファイリング検査
（コラム参照）
などが活躍しています。

診断・治療

検体

❷病院❸診療所など

（FCMなど）

検査結果

ラボアッセイ
サービス

医療機関から検体を受託し、
当社ラボや関係会社の

OUR PLATFORM

※健康診断でも行われる検査

小型で簡便な製品が活躍しています。

❹ラボアッセイサービス（検体受託測定サービス）

検体

Sysmex

❸診療所（クリニックなど）

Sysmex Inostics社や理研ジェネシスよりタンパク質や
遺伝子解析の結果を返送するラボアッセイ事業を展

❹大学・研究機関など 検査結果

開しています。医療機関以外にも、大学や研究機関、
製薬会社からも測定を受託し、創薬や研究開発を

支援する情報を提供。2020年からは、COVID-19に

受診
診断・治療

リキッドバイオプシーとは、血液や体液中に流れ出た病気の患部のごく微量な成分を、高感度に分析する検査方法です。
従来の、腫瘍など組織の一部を採取する検査に比べ、患者さんの身体的・精神的・経済的負担が軽減されることが特長です。
また、検査機会の拡大、投薬など早期の治療方針確定につながる可能性があるなど、個別化医療を推進する技術として注目
されています。
＜取り組み事例＞
シスメックスは、2016年、
エーザイ株式会社とアルツハイマー型認知症診断の実現に向けて業務提携を締結しました。血
液検査で、病態に影響を及ぼすとされている微量タンパク質の構造異常や量を検出し、早期診断および治療を可能にするこ
とを目指して共同研究を進めています。
組織分析（バイオプシー）
患部組織を採取して直接分析

血液分析（リキッドバイオプシー）
患部組織を採取して直接分析

細胞

患者さん

犬や猫などのペットをはじめ、水族館や動物園の動

❺動物病院

物たちの健康管理にも当社製品は活躍しています。

がんゲノムプロファイリング検査用システムを通じたがんゲノム医療への貢献
本システムは、標準治療を終えた患者さんなどを対象に、がんで変異が多くみられる遺伝子を網羅的に解析します。得ら
れた情報は、遺伝子変異に応じた治療方針の決定や抗がん剤の選定、投薬の判断など、一人ひとりに最適な医療を提供す
るために活用されます。
シスメックスは、医療機関への本システムの導入・支援に加え、受託検査を担う理研ジェネシスを
通じ、
きめ細やかなサポートを含めた国内完結型の検査フローを実現しています。
さらに、2020 年には、エキスパートパネ
ルの支援システムの提供を開始するなど、効率的ながんゲノム医療の実現に向けた体制整備の支援に貢献しています。

がん組織・血液を
採取

がん組織の遺伝子を
網羅的に解析

専門家によるレポート解析
（エキスパートパネル）

シスメックスの子会社である理研ジェネシスなど

Sysmex Report 2021

❺動物病院

タンパク 遺伝子

患者さん一人ひとりの個性にかなった個別化医療実現に貢献
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関連する検査の受託も行っています。

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

リキッドバイオプシーによる個別化医療の実現

動物用の機器・試薬
サービス&サポート

個々の患者さんに対する
最適な治療法、治療方針を決定
（臨床試験などを含む）
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主な製品・サービス
INTRODUCTION

ヘマトロジー（血球計数検査）

3分類のコンパクトモデルを販売開始。今後グローバルに
展開予定です。

FCM（フローサイトメトリー）

尿検査

フローサイトメトリー法を応用した製品を開発しています。

尿沈渣検査分野において世界で初めてフローサイトメト

また、2018年より米国においてクリニックなど小規模な

3分類モデルから、臨床的意義がより高く、使用する試薬数
が多い白血球 5分類モデル、さらに、大規模施設で大量検

施設向けの世界初となる CLIA Waiver認証を取得した製

白血病や悪性リンパ腫診断、HIV/AIDSなどの詳細解析の

リー法を用いた尿 中 有 形 成 分 分 析 装 置を開 発。また、

品を展開。また、2019年には欧州、2020年には日本で、

ために行うクリニカル FCM領域や、食品などの品質管理に

アライアンスを活用し尿定性検査製品をポートフォリオに

体の高速処理が可能な搬送システム製品まで幅広いライン

マラリア検 査の標 準 化と効 率 化を支 援する検 査 装 置の

利用されるインダストリーFCM領域、培養細胞の機能解析

加えるなど、多様な尿検査のニーズにお応えするラインアッ

アップの製 品を揃えています。2021年には日本において、

市場導入を開始するなど、
マラリアの早期発見と早期治療の

などを研究用途で行うリサーチ FCM領域で事業を展開し

プの拡 充に取り組んでいます。2020年には、Siemens

新たな白血球 5分類のフラッグシップモデルおよび白血球

実現に貢献する製品も展開しています。

ています。2020年には、FCM検査の最大市場である北米

Healthineers社と北米市場における販売代理店契約を締

において市場導入（研究用）
を開始しました。

結し、
さらなる市場拡大に取り組んでいます。
OUR BUSINESS & STRATEGY

■多項目自動血球分析装置

OUR VALUE

中小規模施設向けの基礎的な項目を測定できる白血球

白血球 5分類

全自動尿中有形成分分析装置
全自動尿化学分析装置
全自動尿中有形成分撮像ユニット

FCM検査装置

試薬

試薬

血液凝固検査

新たなネットワークソリューション Caresphere
2018年より提供を開始したCaresphereは、検査機器や医療情報システムから得られるさまざまな情報を一元管理し、IoTやクラ

ウドを利用してリアルタイムに連携・解析する、安全でグローバルに標準化されたプラットフォームです。本プラットフォーム上にあ
る各種アプリケーションやサービスを通じて、病院の検査室や検査センターの効率的な運営や品質管理の強化に役立つ情報を提

供し、お客様の課題解決と患者さんの満足度向上を目指します。現在は、より高度な臨床検査室の運営をサポートするアプリケー
ションや、ISO 15189関連業務の負担低減、人材育成の支援アプリケーションなどを提供しています。
データ集計・管理・分析

Caresphere

検査室
ヘマトロジー

血液凝固検査

その他分野

・測定結果 ・精度管理データ
・装置ログ ・検査運用記録

データを価値ある情報へ変換
（新たなビジネスモデル）

アプリケーション

・検査室マネジメント
・品質マネジメント
・オペレーションマネジメント
・臨床支援

＋

プラットフォーム
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提供価値

免疫検査

施設の規模に応じて選択していただける幅広い処理能力

微量の検体で、高水準の感度・迅速測定を実現した全

の製品を取り揃えています。生活習慣などに起因する血栓

自動免疫測定装置を、日本および中国を含むアジア地域に

性疾患の増加や、新たな血液製剤の開発などを背景として、

おいて展開しています。

血 液 凝 固 検 査へのニーズは拡 大かつ多 様 化しています。
シスメックスは、2018年に生産性・信頼性・操作性を向上

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

検査の効率・処理能力

インプット

OUR PLATFORM

検 査の情 報 量・性 能

白血球 3分類

試薬は、感染症や腫瘍マーカーなどの検査項目に加え、
肝臓の線維化やアトピー性皮膚炎を検査する独自の項目を

させた新 製 品の販 売を開 始、グローバル展 開を進めてい

保有しています。さらに、アルツハイマー型認知症の検査な

ます。試薬は、Siemens Healthineers社との提携に加え、

ど新たな検査項目や、中国など地域ニーズに沿った項目の

グループ会社である HYPHEN BioMed社との連携により、

開発にも取り組んでいます。

臨床的価値の高い製品の開発を進めています。

医療コスト削減

（検査室の生産性向上など）

患者さんの負担軽減
（待ち時間短縮など）

診断精度の向上
（臨床への示唆）

医療連携の実現

試薬

試薬

（検査データの標準化）

全自動血液凝固測定装置

全自動免疫測定装置

Sysmex Report 2021
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収益モデル
INTRODUCTION

がんゲノムプロファイリング検査

安定的な収益性を実現するビジネスモデル

細胞遺伝学検査

2017年に子会社化した OGT社は、細胞の染色体異常や

査用システムを共同開発。2019年には日本で初めて保険

遺伝子の異常を検査する細胞遺伝学検査の領域で事業を

適用を受けました。

展開しています。イメージング FCM技術を活用し、FISH検

がんゲノムプロファイリング検査用システム P88

医療・検査に対する需要は世界情勢や景気動向に左右

（研究用）
も市場
査を自動化する、フローFISH検査システム

血液に含まれるごくわずかな遺伝子を高感度に検出する

を提供しています。2020年には中国地域での販売を開始

BEAMing技術を活用した受託測定サービスなどを展開し

しました。

ています。シスメックスが本社や主要な拠点を置く神戸市

なお、2020年度の売上高における、試薬、サービス＆サ

また、ヘマトロジー、血液凝固検査などの主力事業は、お客

ポートの構成比は 72.2％となりました。試薬使用量の多い

様に機器を購入いただくと、その後も試薬やサービス＆サ

大規模施設におけるシェア拡大や、臨床的意義の高い試薬

ポートの提供に結び付き、継続的に収益が得られるビジネ

製品のポートフォリオの拡充が、高い構成比の維持につな

スモデルとなっています。試薬は、検査機器で患者さんの

がっています。そして、収益性の高いビジネスモデルにより

血液などを測定する度に必要であり、
サービス＆サポートは、

獲得した資本を活用し、中長期的な成長に向け積極的な

機 器を安 心してお使いいただくためには欠かせません。

投資を行っています。

■安定的な収益モデル

■売上高構成比
（2020年度）

試薬・サービス＆サポートの
継続的な売上

機器

試薬

27.8％

サービス＆サポート

では、COVID-19の感染拡大にともない産官連携で PCR検

OUR BUSINESS & STRATEGY

乳がん関連遺伝子の発現量を調べる研究用サービスや、

診断などの補助となる情報を自動かつ簡便に検出する製品

できている一つの要因です。 米国顧客満足度調査 P22

る事業領域と言われています。

その他ラボアッセイ

独自で開発した OSNA法を用いて、がんのリンパ節転移

らっしゃいます。このリピーター率の高さも、収益性が維持

されにくいことから、検体検査は安定的な収益性が見込め

導入しています。

がんリンパ節転移検査

のお客様に加えて、継続的にご利用いただくお客様も多くい

OUR VALUE

国立がん研究センターと、がんゲノムプロファイリング検

さらに、当社の製品・サービスは顧客満足度が高く、新規

55.8％

査体制を構築し、当社従業員による受託測定サービスを実
試薬

がんリンパ節転移検査
システム

安定的な収益源

案件における売上高

1

COVID-19に対する取り組み P27
ラボアッセイサービス P88

OUR PLATFORM

施しています。

売上高

3,050億円

機器

3.5％

手術支援ロボットシステム
近年、外科手術において、患者さんの身体的負担軽減などを目的に低侵襲手術である腹腔鏡手術が行われています。本手術にお

3500
3000

社メディカロイドは、国産初の手術支援ロボットシステムの製造

2500

した。シスメックスは、本製品のグローバル総代理店として、同 12

2000

術室サイズを考慮したコンパクトな設計、高い操作性を有する

1500

動作状況をモニタリングするネットワークサポートを実装するこ

1000

2020 年度は日本での症例実績を積み上げ、ブランド認知・浸
透を進めながら、2021年度から本格導入を開始し、2023 年度か

500

■試薬・サービス＆サポートの売上高推移

シスメックスと川崎重工業株式会社の合弁会社である株式会

試薬・サービス＆サポートの売上高構成比は

20年で約10.4ポイント増加

販 売 承 認を 2020 年 8 月に取 得し、同 9 月には保 険 適 用されま
■ その他

72.2％

■ サービス＆サポート

■ 試薬

ロボットアーム、高精細な3D 画像などを特徴としています。また、

とで、医療従事者のより的確な施術を支援します。
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その他
サービス＆
サポート

■ 機器

月より日本の泌尿器科向けに販売を開始しました。日本国内の手
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機器

手術支援ロボットシステム

試薬

安定的な収益源

※
に約 1兆1,500 億円まで成長すると予測されています。

※出典：TechSci research Global Surgical Robots Market, Forecast and Opportunities, 2025

12.9％

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 ・・・・・・

いて、医療従事者のより的確な施術を支援する手術支援ロボットの世界における市場規模は、2020 年の5,500 億円から、2025 年

らは海外市場においても順次製品の導入を目指していきます。

サービス

OUR PERFORMANCE AND
COMPANY INFORMATION

その他

61.8%
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

（年度）

日本基準

2011

2012 2013 2014 2015

2016 2017

2018 2019 2020

IFRS

「その他」
「機器」
「試薬」
「サービス」
（注）従来、検査回数に応じてお客様に課金する取引を
に含めていましたが、2015年度以降は
に分割して表示しています。
また、
その他には消耗品を含みます。
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用語集
INTRODUCTION

抗体検査

体外から入ってきた異物を排除しようとする体の働き
（免疫機能）
により生成されるタ
ンパク質（抗体）
の有無を測定する検査。過去・現在の感染履歴を確認する

Caresphere

IoTやクラウドを活用して、検査機器や臨床検査情報システムなどで管理しているさま
ざまな情報をリアルタイムに連携・解析するプラットフォームを構築し、検査・医療
に携わる方々の業務効率化、品質強化、患者さんの満足度向上などを支援する、シス
メックスの新たなネットワークソリューション

個別化医療

従来の疾患ごとに予め決められた画一的な治療を施す医療ではなく、遺伝子検査
データやその他の検査データに基づいて、患者さん一人ひとりの特性にあった最適な
治療法を選択し施行する医療

CEマーク

欧州経済域内において販売される特定の製品に対して求められる IVDR（体外診断
用医療機器規則）
などの規則や基準への適合を示すマーク

サイトカイン

EMEA

欧州、
中東、
アフリカ地域

細胞から分泌されるタンパク質であり、細胞間相互作用に関与する生理活性物質の
総称。感染が広範に及ぶと、炎症の応答も強くなり、炎症性サイトカインが大量に放
出されることで、免疫細胞による急性多臓器不全が生じる。結果として呼吸不全や
敗血症、凝固異常など重症病態を生じる
（インターフェロン -λ3など）

FCM（フローサイトメトリー）

微細な粒子を流体中に分散させ、その流体を細く流して個々の粒子を光学的に分析
する手法

細胞遺伝学検査

細胞遺伝学は染色体の研究、特に染色体異常に起因する疾病に関連する研究を
指す。研究・検査は通常、白血球細胞、羊水、あるいは組織標本を使って行われ、
Gバンド法による核型検査と FISH法を基本とする

試薬

検体検査に用いられる医療用医薬品のことで、体外診断用医薬品ともいわれる。
人体に直接使用されるものではなく、体外に取り出された血液や体液に使用される

製造販売承認（薬事承認）

日本で医療機器・試薬などの製造販売をするにあたり、厚生労働省から求められる
承認。製品の性能や安全性等が確認される。なお、各国での製品販売については、
米国では食品医薬品局（FDA）の承認、欧州では CEマークの取得、中国では国家薬
の承認などが義務付けられている
品監督管理局
（NMPA）

FISH検査（Fluorescence In Situ
Hybridization）
IVD（in vitro diagnostics）
OSNA法

特定の遺伝子にだけ結合する蛍光物質を使って染色体の異常などを検出する方法
一般的には、血液や尿などの検体を用いて身体状態を診断する体外診断を示す。
または、体外診断を行うために実施される検体検査の領域
当社が開発した直接遺伝子増幅法。リンパ節へのがん転移の有無などを判定できる

PCR（Polymerase Chain Reaction） 少量 DNAを大量に複製する、遺伝子増幅技術の一つ
QOL（Quality of life）

変異するとがんを引き起こすことが知られている遺伝子の一つ。RAS遺伝子変異を有
する患者さんは、抗 EGFR抗体薬投与により延命効果、腫瘍縮小が得られない可能
性が高く、
コンパニオン診断として治療に先立ちそれらの遺伝子変異検査が行われる

SNCS（Sysmex Network
Communication Systems）

お客様の検査機器と、シスメックスのカスタマーサポートセンターをインターネットで
オンライン化することにより、リアルタイムの外部精度管理・装置状態の自動監視や、
Webによる情報提供を行うサービス

アプリケーション

シスメックスの各技術プラットフォームにおける
「検査内容」
に該当する

イメージング FCM

大量の細胞を処理できる FCMと、細胞形態・蛍光画像の高速撮像およびそれら画
像を自動分析する能力を兼ね備えたメルク社独自の技術

エキスパートパネル

遺伝子パネル検査の結果を医学的に解釈するための多職種による検討会。がんゲノ
ム医療中核拠点病院で開催され、遺伝子異常の情報に基づく個々の患者さんに最適
な治療方針の推奨をするがん専門医・ゲノム研究者・カウンセラーなどで構成される

がんゲノムプロファイリング

がん組織中の複数の遺伝子の変異や増幅、融合など、がんの診療上重要な遺伝子の
情報を解析すること

技術プラットフォーム

シスメックスが持つ
「細胞測定」、
「タンパク測定」、
「遺伝子測定」
の 3つの技術および
それを利用した測定プラットフォーム

クリニカル FCM

臨床検査等の領域で使われる FCMを指し、白血病、リンパ腫、HIV、造血幹細胞等
の分析に用いられる

ゲノム医療

遺伝子情報と病気の関係を解析し、発症リスクのある疾患の予防や、
より効果的な治
療の選択を可能とする医療

検査センター

医療機関や研究機関などから検体検査を受託し、検査業務を専門に実施する企業

検体

検査に必要な材料。血液・髄液・膿・尿・便など

抗原検査

体内に侵入したウイルスなどの病原体である「抗原」の有無を測定する検査。ウイル
ス特有のタンパク質を検出し、検査時点の体内におけるウイルスの有無を確認する
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精度管理

検査機器の測定値を保証するための管理手法。お客様の検査機器が正しく機能し
ているかを確認すること。なお、外部精度管理とは、
複数の臨床検査室に同一の試料
（人工的に作られた血液など）
を配付し、回収された測定結果を統計的手法を用いて
解析することにより、各検査室の測定結果の精度を評価する手法のこと。結果は各
検査室へフィードバックされ、検査の質向上に役立てられる

尿沈査検査

尿中に含まれる血球や細胞などの有形成分を分析する検査。一方、尿定性検査は、
試験紙を尿に浸し、尿中の糖・タンパク・血球の有無などを分析する検査

ノックダウン生産方式

主要部品を日本から輸出し、現地で完成品に仕上げる生産方式

パネル検査

複数のマーカーを一度に測定する検査。特にゲノム医療においては、診療上重要な、
遺伝子の変異・増幅・融合を複数同時に解析することができる検査のことを指す

搬送システム

複数の検査機器を連結し、検査の自動化を実現するシステム。自動化による検査業
務の効率化に加え、
検体取り扱い時の感染リスク軽減や検体の取り違え防止にも貢献

プライマリケア

患者さんが何らかの不調を感じた際に、診療所などではじめにかかる初期診療のこと

フローFISH検査

スライドを顕微鏡で観察して行う通常の FISH検査を、イメージング FCMで撮像し、
自動解析を行うもの

ヘマトロジー（血球計数検査）

血液中の赤血球や白血球などの数や種類、大きさを分析することにより、精密な検査
が必要かどうかを判断するための検体検査

薬剤感受性検査

検体から検出された病原菌に対する各種抗菌薬の効能を調べる検査

薬剤耐性

生物が自分に対して何らかの作用をもった薬剤に対して抵抗性を持つことで、これら
の薬剤が効かない、もしくは効きにくくなる現象。この薬剤耐性を獲得した細菌のこ
とを薬剤耐性菌という

リキッドバイオプシー

病変組織を採取して診断する従来の生検（バイオプシー）に対して、血液などの体液
サンプルを使って診断や治療効果予測を行う技術の総称。生検検査と比べ低侵襲
で検査を行うことができるが、
より高感度な検出技術が必要
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OUR PLATFORM
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「生活の質」
という意味で、
「人が人としての尊厳を保ち、
よりよく生きること」
を指す

OUR BUSINESS & STRATEGY

高感度 PCR技術とフローサイトメトリー技術を融合させた遺伝子解析手法。Bead,
Emulsion, Amplification, and Magneticsの各頭文字をとって命名

OUR VALUE

BEAMing技術
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株式情報（2020年度末時点）

会社情報（2020年度末時点）
INTRODUCTION

シスメックス（株式分割後ベースに換算）
東証株価指数（TOPIX）

本社所在地

〒 651-0073 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 1丁目 5番 1号

お問い合わせ先

IR・広報部 Tel：078-265-0500（代表）

5.7

Webサイト

https://www.sysmex.co.jp/

11,830

5.7

従業員数

（嘱託およびパートタイマーなどを含む）
9,510名（連結）

10,457

5.0

決算期

3月 31日

家次和子

6,124

2.9

和田妙子

6,124

2.9

定時株主総会

6月

ルソール株式会社

4,750

2.3

発行可能株式総数

598,688,000株

中谷忠子

4,012

1.9

発行済株式総数

209,443,232株

NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB
A/C AMERICAN CLIENTS

資本金

132億 2,997万円

3,219

1.5

上場市場

東京証券取引所市場第一部

証券コード

6869

株主名簿管理人

三菱 UFJ 信託銀行株式会社

独立監査人

有限責任監査法人トーマツ

格付

AA 格付投資情報センター（R&I）

主な採用インデックス

Dow Jones Sustainability World Index
Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index
FTSE4Good Index
FTSE Blossom Japan Index
MSCI ESG Leaders Indexes
MSCI SRI Indexes
MSCIジャパン ESGセレクト・リーダーズ指数
MSCI日本株女性活躍指数（WIN）
S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数
Ethibel Excellence
Ethibel Pioneer
Ethibel Sustainability Index（ESI）
Euronext Vigeo Eiris World 120 Index
SOMPOサステナビリティ・インデックス

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

23,564

11.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 13,723

6.6

750

公益財団法人神戸やまぶき財団

12,000

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団
500

有限会社中谷興産

250

0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
（年度）

■株価の推移（最高値・最安値・終値・ボラティリティ）
最安値
（円）

年度末
（円）

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

6,010
3,340
5,800
7,180
6,880
8,640
8,170
9,730
11,110
8,420
13,310

2,789
2,387
2,900
3,130
3,070
5,430
6,010
6,080
4,810
5,814
7,024

2,942
3,340
5,790
3,290
6,670
7,040
6,750
9,640
6,690
7,846
11,925

ボラティリティ
（％）

27.8
23.6
25.7
37.5
27.6
39.2
29.9
24.7
38.7
38.4
27.8

1,000 株未満 0.94%

株式数 1,969,597
（9,927 名）

1,000 株以上 1.38%

株式数 2,884,662
（1,421 名）

5,000 株以上 0.94%

株式数 1,963,401
（281 名）

10,000 株以上 3.45%

株式数 7,233,521
（330 名）

500,000 株以上 76.63%

株式数 160,487,933
（70 名）

100,000 株以上 16.66%

株式数 34,904,118
（198 名）

（注）
ボラティリティは日次終値ベースの標準偏差を年率換算

■株主総利回り
（年率換算）
（TSR※）

1年

3年

投資期間 累計／
累計
年率

（％）

5年

年率

累計

年率

10年
累計

年率

シスメックス

52.1

24.1

7.5

70.3 11.2 722.1 23.4

TOPIX

42.1

22.1

6.9

62.3 10.2 179.4 10.8

TOPIX

68.6

48.4 14.1 134.3 18.6 226.4 12.6

（電気機器）

※ TSR：キャピタルゲインと配当を合わせた、株主にとっての総合投資
利回り
・日経 NEEDS-FinancialQUESTデータより当社作成
・基準日は 2021年 3月 31日
・TSRは配当を株式に再投資するものとして計算
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最高値
（円）

■所有数別分布状況

OUR PLATFORM

年度

（注）持株比率は自己株式（446,876株）
を控除して計算しています。

OUR BUSINESS & STRATEGY

1968年 2月 20日

持株数
(千株 )

OUR VALUE

設立

持株
比率 (%)

株主名

（指数：2010年3月31日の終値を100として計算）

1,000

シスメックス株式会社

■大株主（上位 10名）

■ 株価

■所有者別分布状況
個人、その他

15.86％

金融機関
22.18％
金融商品取引業者
0.87％
その他の国内法人
20.02％

外国法人等

41.07％

サステナビリティデータブック 社外からの評価 P62
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