
　スズケンは、2017年に創業85周年を迎えました。創業者である鈴木謙三は、「世のため、人の

ため」という思いから医薬品の卸売りを始め、どの製薬企業の系列にも属さない独立系卸として

事業を展開してきました。その後、私たちスズケングループは創業のこころを礎に、常にお得意

さまに学ぶ姿勢で、医薬品の開発・製造、保険薬局、メーカー支援、介護等へと事業を拡大しま

した。その歩みを振り返ると、いつの時代もお得意さまの期待に応えながら、「健康創造」という

事業領域において、社会のお役に立つ価値を創造してきた歴史といえます。

　今、スズケングループを取り巻く環境は大きく変化しています。日本は世界でも類を見ない超

高齢社会に突入しています。また、アジアでも人口動態の変化や中間所得層の増加に伴いさま

ざまなヘルスケアニーズが高まっています。私たちは、環境が大きく変わろうとする今こそが絶好

の機会であると考え、グループ各社が持つ機能の高度化や融合、さらには外部のさまざまな企業

との協業を進めています。

　そしてこれからも「不易流行」を実践し、「健康創造」という事業領域において、医薬品を安心・

安全にお届けするという社会的使命を果たすとともに、社会に貢献する新たな価値を創造し

続けてまいります。

「健康創造」という事業領域で
新たな価値を創造し続けます

ミッション
存在意義・使命

「健康創造のスズケングループ」は、
グループの英知を集め、
すべての人々の笑顔あふれる
豊かな生活に貢献し続けます

スズケングループ経営理念 スズケングループメッセージ

ビジョン
将来の理想像

「健康創造のスズケングループ」は、
健康に関わるさまざまな領域で、
新しい価値を創造することに挑戦し、
すべての人々の笑顔を応援する
ベストパートナーを目指します

経営理念のキーワード「笑顔」をテーマに、
スズケングループはすべての人々の健康で
豊かな生活を創造する、との決意を込めました。

バリュー
行動基準 

SMILE 
誠意（Sincerity）と
倫理観（Morality）をもって
独自性（Identity）を生かし
お得意さまに学ぶ（Learning）心で
進化（Evolution）し続けます

会長メッセージ 
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株式会社スズケン
代表取締役会長

別所  芳樹
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1932年の創業以来、スズケンはどの製薬企業の系列にも属さない「独立系」を貫き、
世の中のお役に立つことを目指して事業を拡大し、成長を遂げてきました。
時代と共に変化する環境に対応し、価値創造に取り組んできたスズケングループの歴史を紹介します。

社会が必要とする価値を創造し続けた
スズケングループ85年の歩み

「健康創造」の軌跡

個人商店「鈴木謙三商店」
（薬問屋）を名古屋市にて創業

1932

創業者・鈴木謙三が「世のため人のためになる
ことをやれ」との父の教えから、薬問屋を創業。

医薬品卸として初
シンガポールに進出

1974

1971年に外国部を設置。「世界は我が市場」と
いう謙三の信条から世界を目指し、日本の医薬
品卸として初めてシンガポールに進出。

社名を「株式会社スズケン」
に変更

1964

お得意さまは１万軒を超え、売上高で業界1位
に。薬問屋としては初めて「医薬品総合商社」の
冠を付ける。

医薬品製造事業を開始
1953

「株式会社三和化学研究所」を設立。戦中戦後の
売るものがない時代の教訓を生かし、卸売業ながら
メーカー部門を持ち、多角化の第一歩を踏み出す。

医療機器製造事業を開始
1975

「トータル・メディカル・サプライ」の考え方の下、
医療機部を設置。1979年には、心電図判読
装置等を発売。

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

診断薬分野へ参入
1984

簡易血糖測定器の主力製品
「グルテスト」を発売し、診断
薬分野へ参入。
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医薬品卸として初
全４７都道府県に営業拠点を設置

2006

医薬品卸として初めての全国展開。地域に密
着した事業展開が加速。

医薬品卸として初
希少疾病領域の総合支援事業を開始

2012

医薬品卸で初めて、スペシャリティ医薬品に特
化したコーディネート事業に参入。希少疾病領
域の多様な課題やニーズに対応。

医薬品卸として初
メーカー物流受託事業を開始

2005

厳格な品質管理基準に対応した物流体制を整える。

保険薬局事業を拡大
2008

保険薬局の課題やニーズを理解し、地域医療
の進展に貢献するため、「株式会社ファーコス」
を連結子会社化し、保険薬局事業を拡大。

介護事業を拡大
2011

地域医療・地域社会に貢献するため、
「株式会社エスケアメイト」を設立。
中国圏に加え、首都圏・中部圏にも
介護事業を拡大。

中国に進出
2008

アジアの人々の健康にもお役に立ち
たいと考え、中国上海市に「合弁会社
上海鈴謙滬中医薬有限公司（現：上
薬鈴謙滬中（上海）医薬有限公司）」
を設立。医薬品卸売事業を開始。

医薬品製造事業

医療関連サービス等事業

2010 2018

韓国に進出
2016

釜山広域市を中心に
医薬品流通事業を展
開する株式会社ポク
サンナイスと資本業
務提携。

保険薬局事業

グローバル事業

医療機器・材料製造事業

メーカー支援サービス事業

介護事業

医薬品卸売事業
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各事業の機能融合とオープンイノベーション
の発想で新たな価値創造を目指します

価値創造モデル 

医薬品卸売
事業

保険薬局
事業 

医薬品製造
事業 

医療関連
サービス等事業 

スズケングループ
の事業

地域包括ケアシステムの進展

偽造医薬品の流通

社会保障費の増大
国民医療費の抑制

薬剤費の抑制
医薬品廃棄ロスの抑制

地域医療の充実
住み慣れた地域での充実した生活

有事の際の
医薬品流通の確保

医薬品流通の品質や
有効性、安全性の確保

自然災害・パンデミックの発生

医薬品卸製薬企業

スズケングループの事業・パートナー企業の機能私たちを取り巻く環境・課題

医療流通プラットフォーム

社会
インフラ

価値創造の考え方
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「医療流通プラットフォーム」を進化

させながら医薬品の流通品質を高め、

災害などの有事の際にも医薬品流通を

途絶えさせない体制を構築することで

社会的使命を果たします。

安心・安全かつ
安定的な医薬品流通

医薬品の製造過程ではメーカー物流の

共同化、流通過程では廃棄ロスの削減、

使用時には高齢者の飲み残し削減対策

など、無駄の排除に取り組み、社会的

コストの低減に貢献します。

社会的コストの低減

地域包括ケアシステムの進展や地域

医療連携が求められる中、医薬品卸、

保険薬局、介護事業を展開するスズ

ケングループが地域ごとに異なる医療・

介護課題の解決に貢献します。

地域の医療・
介護課題の解決

パートナー
企業

パートナー
企業

パートナー
企業

パートナー
企業

医療機関・保険薬局・介護施設

患者・家族ラストワンマイル

地 域

地 域

社会に提供する価値

スズケン
グループ

スズケン
グループ

パートナー
企業

パートナー
企業

スズケン
グループ

パートナー
企業

スズケン
グループ

パートナー
企業

パートナー
企業

スズケン
グループ

スズケン
グループ

「健康創造」の事業領域の中で、スズケン
グループとパートナー企業が協業する
ことで、患者さまとその家族、それを
支える医療従事者、そして地域の人々の
お役に立つ価値を広げていきます。

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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医療流通
プラットフォーム

価値創造モデル

価値創造の考え方

新たな価値創造に向けた具体的な取り組み

製薬企業に代わって、原材料の調達、製品の保管
管理業務、卸の物流センターまでの輸配送業務
を行っています。

製薬企業から仕入れた商品を物流センターで保管・
管理し、全国の医療機関・保険薬局に届けています。

原材料
メーカー

メーカー物流 卸物流

他卸

患者

直納

製薬企業
物流センター

支店
卸

物流センター
製薬企業
工場

医療機関
保険薬局

スズケン
グループ
の顧客

ラスト
ワンマイル

輸配送
ターミナル
センター

メーカー
物流センター

医療流通プラットフォーム

全国
11カ所

全国
6カ所

全国
18カ所

全国
240カ所

全国
12万軒以上

業界初の
併設型複合センター
の本格稼動

医療用医薬品を安定供給するために医療流通プラッ
トフォームの強化を推進しています。2017年度には、
メーカー物流機能・卸物流機能・輸配送ターミナル
機能を併せ持つ、業界初の併設型複合センターが
神戸市内で本格稼働。GDP※1に準拠した品質管理
を行うとともに、免震構造や自家発電装置を完備
することで災害時でも安定的な流通を実現します。
（P28、31参照）

安心・安全かつ安定的な医薬品流通 社会的コストの低減

1
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PIC/S GDP
に準拠ISO9001

2015年度版を取得
メーカー物流のオペレーション業務を担う9つのセンターに
おいて「ISO9001 2015年度版」の認証を取得しました。これ
らのセンターでは従来からGMP※2を考慮した品質管理を実施
してきました。今回の認証取得により、「グローバル品質への
対応」と「PIC/S※3 GDPに準拠した品質管理」を実現。製薬企業
に一層ご安心いただけるサービスを提供しています。(P42参照)

※1 GDP（Good Distribution Practice）：医薬品の輸送・保管過程に
おける品質管理基準

※2 GMP（Good Manufacturing Practice）：医薬品の製造における
製造管理と品質管理基準

※3 PIC/S（医薬品査察協定および医薬品査察共同スキーム）：各国
政府や査察機関の間のGMPとGDPにおける二つの協力機関
Pharmaceutical Inspection Convention（PIC）および
Pharmaceutical Inspection Co-operation Scheme（PICS）
の統合呼称

※4 BCP（Business Continuity Plan）：事業継続計画。災害などの緊急
事態が発生したときに、企業が損害を最小限に抑え、事業の継続や
復旧を図るための計画

メーカー物流や卸物流でのノウハウや経験を生かし、それら
の機能を融合することで、「厳格な温度管理」や「BCP※4対応」
などを実現し、全国をカバーする流通インフラを構築。再生
医療等製品メーカーのベストパートナーを目指します。（P43
参照）

再生医療に対応した
プラットフォームの構築

医療機関・介護施設・保険薬局医薬品卸製薬会社

安心・安全かつ安定的な医薬品流通

2

3

医療機関・保険薬局・介護施設医薬品卸製薬企業

1 3
患者・家族

-150℃
の温度管理

安心・安全かつ安定的な医薬品流通

2

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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キュービックス®

システム

ワンストップ
受託モデル

価値創造モデル 

価値創造の考え方

ヤマト科学株式会社、アメリソースバーゲン社、AT&T社と協業
で構築した、スペシャリティ医薬品の新たな流通モデル「キュー
ビックス®システム」を展開しています。同システムの薬剤管理用
冷蔵庫の開発・製造を担うヤマト科学とは、資本業務提携を結び、
新たな製品やサービスの開発も推進しています。（P29参照）

これまでに培った経験やノウハウ、製品特性に応じた流通実績などが評価
され、EPSグループとの協業による希少疾病薬の一気通貫流通を受託。
メーカー物流業務から医療機関への販売、使用成績調査の支援までを
担っています。（P42参照）

社会的コストの低減

安心・安全かつ安定的な医薬品流通 社会的コストの低減

ヤマト科学との
資本業務提携

4

希少疾病薬の
一気通貫流通を受託

5

安心・安全かつ安定的な医薬品流通

地域の医療・介護課題の解決

新たな価値創造に向けた具体的な取り組み
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緊急対応

24時間
365日

血友病患者の止血治療を速やかに開始できるよう、血友病治療
薬の緊急物流スキームを構築。EPSグループのメディカルコン
タクトセンターを活用し、24時間365日、夜間・休日を問わず
迅速にお届けできる体制を整えています。（P30参照）

血友病治療薬の
緊急物流スキームを構築

安心・安全かつ安定的な医薬品流通

6

7

EPSグループとスズケングループが保有するさまざまな事業や
機能を融合させることで、製薬企業に対するBPO※のトータル
コーディネートの提案や、地域包括ケアシステムにおける患者・
医療従事者向けサービスの開発を推進していきます。（P30
参照）

EPSホールディングスと
合弁会社設立
EPファーマラインへの出資

社会的コストの低減

社会的コストの低減

安心・安全かつ安定的な医薬品流通

地域の医療・介護課題の解決

医療機関・介護施設・保険薬局医薬品卸製薬会社 医療機関・保険薬局・介護施設医薬品卸製薬企業

4 5
76

新たな

フィーモデル

※ BPO（Business Process Outsourcing）：
ビジネス・プロセス・アウトソーシング。
業務プロセスの効率化、最適化を目的に、
企業が社内の業務処理の一部を専門の
事業者に外部委託すること

患者・家族

（2018年10月予定）

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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　企業を取り巻くESGの課題が複雑化する中、スズケングルー

プではバリューチェーン全体を見渡し、事業にかかわる環境の

変化や社会動向を踏まえ、「事業機会の拡大」と「リスクの低減」

の観点からESGの重要テーマを特定しています。

　その過程では、ISO26000やGRIなどの国際基準、社会的

責任投資のクライテリア、ステークホルダーの意見なども参考

にし、定期的に見直すこととしています。

重要なESGのマネジメント

ESGの重要テーマを特定し、
取り組みを強化しています
スズケングループは、事業を通じて社会的課題の解決に貢献し、社会に価値を提供することで、
グループの企業価値も向上すると考えています。そこで、長期的な価値創造・持続的成長を目指すために、
ESG（環境、社会、ガバナンス）の重要テーマを特定し、取り組みを強化・推進しています。

ESGの重要テーマの特定

　新たな価値を創造し続け、持続的に成長していくために、特定

したESGの重要テーマに関する取り組みを強化・推進しています。

具体的には、「事業機会拡大」の観点では、取締役会に加え、事業

取り組みの強化・推進

ポートフォリオ委員会※1やPDCA推進会議※2などを通して検討

し、取り組んでいます。また、「リスク低減」の観点からは、取締

役会の下部機構であるリスクマネジメント委員会で管理する

こととしています。

　価値創造はスズケングループだけでできるものではなく、

バリューチェーンにおける取引先、新たなビジネスモデルを構築

するパートナー企業、お得意さま、地域社会など、さまざまなステー

クホルダーとの協働が不可欠です。ステークホルダーの皆さまと

の信頼関係を育みながら、ESGの取り組みを強化することで、社

会課題を解決する、より大きな価値を生み出し、持続的成長を目

指していきます。

※1 事業ポートフォリオ委員会：年4回程度開催。事業報告や新規事業および
事業の撤退などを検討する場

※2 PDCA推進会議：年2回開催。グループ会社の社長も参加し、財務報告
や、活動を数値化したものを含む各社の取り組みについて報告する場

コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

（経営監視）

（業務執行/内部統制）
執行役員制度

代表取締役

監査室
リスクマネジメント統轄室

スタッフ部門事業部門

関係会社

監査役会
監査役4名

（うち社外監査役2名）

会計監査人
会計監査

監査 指名

報酬

提言

助言

会計監査

取締役会
取締役9名

（うち社外取締役3名）

社外
アドバイザー

注） 各種委員会は法令に基づく委員会ではありません。

(代表取締役、
社外取締役および
社外有識者を含む
4名で構成)

リスク
マネジメント
委員会

指名・報酬
委員会

内部通報制度
「企業倫理
ホットライン」

価値創造の考え方

19



テーマ 重要である理由・背景 主な取り組み

環境保全の取り組み

安心・安全かつ安定的な
医薬品流通

社会的コストの低減

地域社会への貢献

ダイバーシティの推進

グループ人材育成

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

●パリ協定の採択
●低炭素社会の実現
●環境省による「長期低炭素ビジョン」の策定

●残薬や医薬品廃棄の増加
●医療・介護費用の増加
●医療・介護従事者の負担増加

●地域医療の重要性の高まり
●地域包括ケアシステムの推進

●企業としての競争力強化

●企業としての競争力強化
●グループ一体となった事業運営の推進

●コーポレートガバナンス・コードの公表
●リスクの多様化

詳細は、P45「ガバナンス」を
ご覧ください

リスクマネジメント

●グループ人材交流の促進
　•社内プロジェクトへの参画など、
　　グループ全体での育成の場の提供
　•グループ一体となった研修
　　（新入社員研修、選抜研修等）

●多様な人材の活躍推進
　•障害者雇用（特例子会社設置）
　•女性活躍推進（行動計画の策定・推進）

●グループ協業による地域社会への取り組み
•多職種連携の場づくり
•地域住民向け健康イベント
•介護予防、認知症サポーター養成講座

●医薬品卸としての社会的使命
●自然災害やパンデミックの発生懸念
●日本のPIC/S加盟
●厳格な温度管理が必要な
　スペシャリティ医薬品等の増加
●偽造医薬品の不正流通

●医療流通プラットフォームの強化
●医薬品廃棄ロスの低減

●国際基準の高品質物流の提供
•PIC/S GDPに準拠した体制
•品質マネジメントシステム「ISO9001」取得
●BCP対策の強化

●環境方針の制定、マネジメント体制の構築
●地球温暖化防止（CO2排出量削減）への取り組み
　•グリーンオフィス、グリーン営業・物流、
グリーンIT

●廃棄物等の削減、再生利用の推進環境
E

Environment

社会
Ｓ
Social

ガバ
ナンス

G
Governance

　スズケングループは４つのセグメントで事業を展開しており、

事業ごとにESG課題が異なることから、グループ全体として

取り組むべきテーマと、個別の事業ごとに取り組むべきテーマ

を明確にしています。下表では、グループ全体で取り組むべき

ESGの重要テーマと主な取り組み
ＥＳＧの重要テーマと主な取り組みを一覧にしており、事業ごと

に異なるESGの取り組みは、事業別の概況ページ（P31‒32、

P36、P40、P44）で報告しています。

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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