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「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

　スズケングループの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。85年を超える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。
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売上高推移

価値創造の考え方

社会が必要とする価値を創造し
成長を続けるスズケングループ

「健康創造」の軌跡

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。

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、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。

北海道の医薬品卸「株式会社
秋山愛生舘」との合併を発表。
M&Aによる事業拡大が本格化。

M&A戦略を積極化
1998

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。

1兆円
突破

2000 20031990198019701960195019401930

1兆602億円
2002年度

1994

1997
株式を店頭登録

東証、名証の市場第1部に指定
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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

地域に密着した全国卸として医療機関・保険薬局
への医療用医薬品等の安定供給を実現。

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

希少疾病薬の医薬品卸としての流通やメーカー物流
など、希少疾病領域の多様な課題やニーズに対応
するコーディネート事業に参入。

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。

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。

医薬分業の進展に伴い、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

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

スズケングループの事業

20192010 2016 2020

2兆円
突破 2兆2,283億円 2兆1,323億円

2015年度 2018年度

2009 2014
スズケングループ
経営理念を策定

2025年ビジョン
を策定
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価値創造モデル 

私たちを取り巻く環境

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

有事の発生

　AI、IoTの活用
遠隔診療・遠隔服薬指導の進展

医療・介護・健康分野のデジタル基盤構築

希少疾病薬を含め、高額医薬品や
バイオ医薬品、再生医療等製品などの増加
厳格な温度管理、在庫管理、セキュリティ管理

地震や水害などの自然災害
パンデミック

社会保障費の増大
国民医療費、薬剤費の抑制

医薬品廃棄ロスの抑制
後発医薬品の使用促進

偽造医薬品の流通
偽造品の混入
不正な取引

デジタル化社会の進展

医薬品卸製薬企業

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

スズケングループの事業・パートナー企業の機能

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

価値創造を支える
ESGマネジメント

スペシャリティ医薬品市場の拡大

地域包括ケアシステムの進展
地域医療の充実

住み慣れた地域での充実した生活
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社会に提供する価値

「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・流通過程ではメーカー

物流の共同化、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

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

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

パートナー
企業

パートナー
企業

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。

パートナー
企業

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

プロフィール 価値創造の考え方 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
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価値創造モデル　新たな価値創造に向けた具体的な取り組み

価値創造の考え方

スズケングループが挑む、
新たなスペシャリティ医薬品流通
スズケングループでは、希少疾病薬をはじめ、バイオ医薬品、高額医薬品、再生医療等製品群の医薬品で、
かつ、厳格な温度管理・在庫管理・セキュリティ管理が必要な製品を「スペシャリティ医薬品」と定義しています。
今後、スペシャリティ医薬品市場の拡大が見込まれる中、当社グループでは、
スペシャリティ医薬品においても、安心・安全、かつ安定的な流通を社会的使命とし、
オープンイノベーションの発想による協業、IoTやRFIDを活用したデジタル化への対応により、
社会的コストの低減にも貢献する流通モデルを構築しています。

保冷ボックス

スズケン オペレーションチーム

キュービックスシステム

ディープフリーザー併設型複合センター

オートシェルター
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　スズケングループは、2005年から医薬品卸としては初めて、

「メーカー物流」の受託を開始しました。メーカー物流を担うこと

により、卸物流と合わせて、メーカーから医療機関までの「医療

流通プラットフォーム」を構築。製薬企業の課題を解決するアウト

ソーシングニーズに応えることはもちろん、従来、製薬企業ごと

に行われていた物流を集約することで、製薬企業のサプライ

チェーンにおける配送の効率化や流通在庫の適正化を図り、

社会的コストの低減にも貢献してきました。

　その後、治験薬の流通受託も開始し、卸配送網の整備を進め、

2019年6月末時点でメーカー物流（治験薬物流を含む）では

50社から受託しています。

　2012年には、希少疾病領域の総合支援事業を始めました。

製品特性に応じた治験薬や希少疾病薬の流通受託の実績が製薬

企業から評価され、メーカー支援サービス事業は2018年度には

340億円を超える規模に拡大しています。

医療流通プラットフォームの強化
　医療流通プラットフォームを強化するためには全国一律で質

の高いサービスを提供することが不可欠です。

　当社グループは、全国に11のメーカー物流センターと6つの

輸配送ターミナルセンターを有しています。このうち9つの物流

センターでは、2008年から、GMP※1に準拠した「ISO9001」の

認証を取得し、その後「2015年版」を取得したことで、グローバル

基準となるPIC/S GDP※2に準拠した品質管理を実現しています。

また、新たな運用基準となる「医薬品の適正流通（GDP）ガイド

ライン」にも対応するなど、品質管理の向上に努めています。

　また、スズケングループである株式会社中央運輸と株式会社

P・J・Dネットワークが全国輸配送ネットワークを構築しています。

　さらに、2018年10月には、温度の逸脱を防ぐオートシェル

ター機能を持つ「岩槻メディカルターミナル」が稼働し、GDP対応

を可能としたメディカルターミナルから卸センターへ直行する

「ダイレクトクール」という保冷配送も行っており、その提供エリア

の拡大を進めています。

製薬企業から選ばれる
医療流通プラットフォーム

メーカー物流 卸物流

医療機関・保険薬局・介護施設

患者・家族

医薬品卸製薬企業

ラストワンマイル医療流通プラットフォーム

全国物流ネットワーク

卸物流センター
メーカー物流センター

輸配送ターミナルセンター

卸物流センター

営業・物流拠点

運送事業用車両

全国6カ所

全国18カ所

全国240カ所

1,846台

メーカー物流センター

保冷車

全国11カ所

99台

※1 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

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

メーカー支援サービス事業の売上高推移

2012

（億円）
500

400

300

200

100

0

（年度）

53

2013

65

2014

86

2015

115

2016

158

2017

228

2018

342

2019

460

（予想）
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価値創造モデル　新たな価値創造に向けた具体的な取り組み

価値創造の考え方

　卸物流では、全国18カ所の卸物流センターと240カ所の拠点

があり、すべての都道府県において、高い流通品質を確保できる

全国物流ネットワークを構築しています。

　また、メーカー物流・卸物流・輸配送ターミナルの機能を持つ

併設型複合センターや免震構造の物流センターを構築。すべて

の卸物流センターに自家発電設備を設置するなど、災害時でも安

定的な医薬品流通が可能となるようBCP対策を進めてきました。

　このように、医療流通プラットフォームを強化することで、

製薬企業に質の高いサービスを提供するとともに、安心・安全に

医薬品を届ける社会インフラとして、価値を提供してきました。

協業による新たな取り組み 
　医療流通プラットフォームの強化を進める中、日本への進出を

目指す海外製薬企業のニーズに対応するため、EPSグループ

である株式会社EPファーマラインと協業し、メーカー物流業務

から医療機関への販売、さらに使用成績調査の支援を含めた、

希少疾病薬の「ワンストップ受託モデル」を構築しました。2019

年6月にAlnylam Japan 株式会社の世界初となるRNAi治療

薬「オンパットロ」の一社流通を受託するなど、日本に新規参入

する製薬企業からの受託を開始しています。また、EPファーマ

ラインのメディカルコンタクトセンターを活用することで、夜間・

休日を含む24時間365日対応が可能な血友病治療薬の緊急

物流スキームも構築しました。

　このように、近年では医療流通プラットフォームに、パートナー

企業の機能を融合することで、新たな価値の創出に積極的に

取り組んでいます。

培ってきた経験とノウハウ、人材
　スペシャリティ医薬品は、厳格な温度・在庫・セキュリティの

管理が求められます。当社グループには、卸物流の機能に加え、

業界に先駆けてメーカー支援サービス事業を開始したことに

よる豊富な経験があります。また、品質の維持・向上のため、

すべての担当者が同じ手順で製品を扱えるように、教育にも力を

入れており、製薬企業が求めるオペレーションを確実に実行して

います。

　物流機能に加え、過去から培ってきたノウハウ、経験豊富な

人材こそが、当社グループの強みであると考えています。

再生医療等製品の
グローバル流通プラットフォームの構築
　近年、再生医療の研究が加速し、市場規模は拡大すると予測

されています。より厳格な温度管理が求められる再生医療等

製品の流通においても、当社グループでは、安心・安全にお届け

するための取り組みを進めています。

　製品輸送や物流センター内での保管を行うために、東西の

拠点となる物流センターに超低温管理が可能な「ディープフ

リーザー」や移動用液体窒素タンクの「ドライシッパー」などを

整備し、全国規模での流通インフラを整備しています。

　当社グループは、2016年10月から再生医療等製品の治験

製品物流を開始しており、2019年3月末時点で６法人7案件を

グローバルコールドチェーン 国内コールドチェーン

再生医療等製品の流通

スズケングループ
物流センター

病院

ワールド・クウリアー と協業

海外メーカー

保冷トラック

ドライシッパー
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医療機関・保険薬局から選ばれる
新たなスペシャリティ医薬品流通モデル

受託しています。これらの受託により、ノウハウやエビデンスを

蓄積し、上市前から製薬企業との間で流通スキームを構築する

ことで、上市後の受託へとつなげています。

　再生医療等製品は日本で採取された組織や細胞を海外に輸送

したり、海外で加工・培養されたものを日本に輸送したりするため、

グローバル流通への対応が求められます。そこで、米国医薬品卸

のアメリソースバーゲン社のグループ会社であるワールド・クウリ

アー社と協業し、同社が持つグローバルなコールドチェーンと

当社グループが持つ日本国内におけるコールドチェーンを融合

させ、再生医療等製品のグローバル流通プラットフォームを構築

しています。再生医療分野におけるロジスティクスにおいて、共同

提案を行い、国内外での一連の流通受託を目指しています。

　2018年12月にはイシンファーマ株式会社が開発中の再生

医療等製品、2019年5月にはノバルティスファーマ株式会社の

日本初となるCAR-T細胞療法「キムリア」の一社流通を受託して

います。

スペシャリティ医薬品流通ナンバーワンの実績
　当社グループは、このようにスペシャリティ医薬品流通におい

て、製薬企業のニーズに業界に先駆けて対応してきました。

2019年6月末時点で、希少疾病薬の総合支援においては、17社

30品目の受託をしており、市場の65％以上のシェアを確保。スペ

シャリティ医薬品流通において、ナンバーワンとなっています。

　今後も、スペシャリティ医薬品流通のパートナーとして製薬

企業から選んでいただけるよう、医療流通プラットフォームの

　社会保障費の増大に伴い、一層の医療費抑制が求められる中

で、医療機関では、厳格な管理が必要なスペシャリティ医薬品の

在庫管理業務の軽減や高額医薬品の廃棄ロスの削減が求められ

ています。

　当社グループでは、卸物流から医療機関・保険薬局を含めた

スペシャリティ医薬品の新たな流通モデルとして、「キュービックス

システム」を開発し、2017年から導入を開始しました。サービス

の提供にあたっては、遠隔によるサポート体制や全国の物流セン

ターにおける運用体制の構築、また、お得意さまニーズに合わせ

たシステムの改修などを着実に進めてきました。現在、地域中核

病院を中心に100以上の施設で採用されており、全国展開を

推進しています。

　キュービックスシステムを展開することで、医療機関・保険薬局

の課題である在庫管理業務の軽減や不動在庫の低減に貢献し、

社会的コストの低減を図るとともに、スペシャリティ医薬品の安

心・安全な流通を実現しています。

デジタル化による医薬品のトレーサビリティを実現
　キュービックスシステムは、さまざまな企業と協業することで、

IoTやRFIDのデジタル技術を活用し、輸送から在庫管理までの

スペシャリティ医薬品のトータル・トレーサビリティを実現する

キュービックスシステム

スズケングループ
物流センター

新たな「保冷ボックス」の開発

「カーゴビュー」で医薬品の輸送状況を可視化
AT&Tジャパン と協業

商品にRFIDタグを
貼り付け

カーゴビュー

保冷ボックス

パナソニック と協業

強化や協業によるさまざまな取り組みを実践していきます。

プロフィール 価値創造の考え方 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
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価値創造モデル　新たな価値創造に向けた具体的な取り組み

価値創造の考え方

新たな薬剤管理システムです。このシステムを導入することで、

スペシャリティ医薬品の状況をリアルタイムにモニタリングする

ことができ、これまで困難だった再販売の可否の判断や在庫調整

を適切に行うことが可能になります。

　米国でキュービックスを展開している医薬品卸のアメリソー

スバーゲン社との協業によって、 RFIDタグの付いた医薬品の

輸送中の管理状況や、医療機関などに設置された薬剤管理用冷

蔵庫での入出庫情報などをリアルタイムに収集することができ

ます。

　厳格な温度管理と在庫のモニタリングを可能とする薬剤管理

用冷蔵庫については、理科学機器や分析計測機器などのメーカー

であるヤマト科学株式会社と共同開発しており、製造のほか保守・

配送などの運用についても協業しています。

　輸送中の情報については、世界的な通信会社であるAT&T社

が提供する輸送貨物の温度や衝撃、位置情報を可視化するデバ

イスである「カーゴビュー」やインターネットで輸送状況を追跡

できるシステムを活用し、リアルタイムに情報を収集しています。

　さらに、この輸送中の情報収集の精度向上や移動中の温度

管理の品質を向上するために、2019年5月に新素材を採用した

新たなスペシャリティ医薬品専用保冷ボックスを、パナソニック

株式会社と共同開発しました。特に通信精度を向上させること

で、輸送時の品質担保をより確実なものとしています。

24時間365日体制での監視
　運用においては、EPファーマラインのメディカルコンタクト

病院 薬局

アメリソースバーゲン

ヤマト科学 と協業

セコム

センターを活用したスズケンオペレーションチームが、24時間

365日、医薬品の発注・配送・在庫管理を行っています。また、

薬剤管理用冷蔵庫の温度異常や通信障害など、キュービックス

システムの監視も行っています。

　さらに、セキュリティ事業などを展開するセコム株式会社との

協業により、セコムのセキュリティシステムを用いた停電時駆け

つけ・通報サービスも24時間365日で対応するとともに、蓄電

池によるバックアップサービスも提供しています。

新たなビジネスモデルの確立
　導入した医療機関からは、「これまで以上に厳格に品質管理が

できるようになった」「不動・廃棄リスクの高い製品を安心して

在庫ができるようになった」との声をいただいています。

　また、キュービックスシステムは輸送の状況やシステムが導入

されているすべての医療機関の在庫状況をリアルタイムに把握

し、品質が担保されていることから、不動となっている医薬品を、

必要としている別の医療機関に届けることが可能となります。

そのため、スペシャリティ医薬品の流通品質の向上に貢献する

ことはもちろん、医薬品の廃棄ロスを抑えられるという効果が

あります。高額なスペシャリティ医薬品の廃棄ロスは深刻な社会

課題であり、当社グループは、キュービックスシステムの導入を

進めることで、社会的コストの低減に貢献していきたいと考えて

います。

　キュービックスシステムを核とした医薬品トレーサビリティ

システムのビジネスモデルを確立するために、ビジネスモデル

「キュービックス」で
医薬品の在庫と
温度を管理

EPファーマライン と協業

「カーゴビュー」、
「キュービックス」の情報を
24時間365日監視

停電時駆けつけ・通報
蓄電池による停電時
バックアップ

病院向け
キュービックス

薬局向け
キュービックス

スズケン
オペレーション
チーム

カーゴビュー

商品

と協業
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　当社グループは、このように、製薬企業や医療機関・保険薬局

の課題を解決するとともに、スペシャリティ医薬品を安心・安全

にお届けするという社会的使命を果たし、社会的コストの低減に

も貢献していきます。

　キュービックスシステムのようなデバイスの組み合わせに

よって、リアルタイムにモノと情報を可視化（デジタル化）する

ことで、医薬品の安定供給をはじめ、さまざまな課題を解決でき

るものと考えています。

　今後も、スペシャリティ医薬品流通だけでなく、後発医薬品

流通、地域におけるラストワンマイルなど、地域の医療と介護に

おいても、オープンイノベーションの発想で、協業を推進し、新

たな価値を社会に提供していきます。

社会的使命を果たし、社会に貢献するために
新たな価値を創造する

患者・家族

特許の取得も進めています。①輸送・保管時の温度情報を自動

的に蓄積し、再販売の可否判断を行うシステム、②地域・グループ

間において必要な医薬品の在庫調整、移動判断を行うシステム、

③医薬品保管庫の故障を事前に検知する予兆監視システムな

どの特許をすでに取得しており、その他の関連特許についても

出願中です。ビジネスモデル特許の取得を通して、サービスの

標準化を図るとともに、より社会に貢献できるビジネスモデル

の確立を目指しています。

地域医療支援の一翼を担うためのラインナップ拡充
　キュービックスシステムは現在、病院向けや保険薬局向けを

開発し、導入展開を進めていますが、今後、在宅の患者を対象と

するモデルや、より厳格な管理が求められる毒薬・向精神薬など

の履歴管理を可能とするモデルの開発を進め、ラインナップを

拡充する計画です。

　在宅向けモデルは、今後の地域医療に大いに貢献できると

考えています。すでに米国では、在宅向けモデルが普及しており、

患者のアドヒアランスの向上にも活用されていることから、将来

的には、地域医療支援の一翼を担えるようにキュービックスシス

テムを核とした地域包括ケアシステムにおけるプラットフォーム

を構築していきたいと考えています。

医療現場の課題解決、社会的コストの低減への貢献
　当社グループは、効果を最大化させるために、キュービックス

システムの市場への早期浸透を目指したサポート体制を強化

するとともに、学会にも積極的に出展し、導入による効果や意義

を説明しています。

　キュービックスシステムを採用している医療機関・保険薬局から

は、キュービックスシステムによって、これまで以上にスペシャリティ

医薬品を厳格に管理ができるようになったことや廃棄ロスが削減

されたことを評価いただいています。一方で、さまざまなご意見・

ご要望もいただいています。こうした要望に応えて、よりお得意

さまや社会に役立つシステムへと進化させていきます。

プロフィール 価値創造の考え方 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
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　スズケングループは、「健康創造」という事業領域で、すべての

人々の笑顔あふれる豊かな生活に貢献するという経営理念の

もと、社会インフラとしての機能を果たすとともに、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、

グループの価値も向上すると考えています。

ESGの重要テーマを特定し、
取り組みを強化しています

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、P43「ガバナンス」をご覧ください

リスクマネジメント

●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

●国際基準の高品質物流の提供
●BCP対策の強化

基本的な考え方

　価値創造はバリューチェーンにおける取引先、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。ステークホルダーとの信頼関係を育みな

がら、社会課題を解決する大きな価値を生み出し、持続的成長

を目指していきます。

　企業を取り巻くESGの課題が複雑化する中、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。下表ではグループ全体で取り組むべき

ESGの重要テーマを一覧にしています。

ESGの重要テーマの特定と主な取り組み

　また、事業ごとにESG課題が異なることから、個別事業ごと

に取り組むテーマを明確にしています。それぞれのESGの取り

組みは、事業別の概況ページ（P27‒28、P32、P36、P40）で報告

しています。

　

●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
●廃棄物等の削減、再生利用の推進

●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

●グループ協業による地域社会への取り組み

●多様な人材の活躍推進

●グループ全体での育成の場の構築

E
Environment

環境

S
Social

社会

G
Governance

ガバナンス

価値創造の考え方

重要なESGのマネジメント
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201820172016単位指標 対象会社

環境

E
Environment

社会

S
Social

ガバ
ナンス

G
Governance

主要なESG指標の推移

　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テーマに関する取り組みを強化しています。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。

ESGの取り組み強化

　今後は、具体的な取り組み目標を設定し、スズケングループ

として一体感をもったESGマネジメントの実施ならびに情報

開示を推進していきます｡

CO2排出量 t-CO2 39,648 34,984 スズケン（環境省「温室効果ガス算定方法及び
排出係数一覧」に基づき算出）

電気使用量
（前年比）

千kw
（％）

48,540
(105.8)

47,741
(98.3)

46,548
(97.5) スズケン

ガソリン使用量
（前年比） kl

4,390
(92.8)

4,194
(95.3)

3,850
(91.7) スズケン

省エネ車両への切り替え率 ％ 86.8 87.3 87.9

33,131

スズケン（軽車両・ハイブリッドカーの導入）

最終処分率（廃棄物管理） ％ 86.1 97.8 91.8 三和化学研究所

連結子会社数 社 58 51 53 連結

連結従業員数 人 16,456 15,816 15,585 連結

女性従業員数
（比率）

人
（％）

1,179
(27.0)

1,172
(28.7)

1,132
(28.4) スズケン

女性管理職相当数
（比率）

人
（％）

34
(2.3)

36
(2.7)

34
(2.6) スズケン

男女の平均勤続年数に対する
女性の平均勤続年数の割合 ％ 51.9 47.1 54.0 スズケン

新入社員に占める女性の割合 ％ 48.8 29.8 36.8 スズケン

障害者雇用率 ％ 2.19 2.12 2.30 スズケン（特例子会社含む）

年次有給休暇取得率 ％ 43.3 50.0 46.7 スズケン

3年以内離職率 ％ 19.6 8.6 4.4 スズケン（新規学卒就職者）

取締役の人数
（うち社外取締役の人数） 人

9
(3)

9
(3)

9
(3) スズケン

監査役の人数
（うち社外監査役の人数） 人

4
(2)

4
(2)

4
(2) スズケン

社外取締役の取締役会への
出席状況 ％ 100 98 100 スズケン

コンプライアンス研修受講率 ％ 100 100 100 グループ37社

注） 各年度または年度末の実績値を掲載しています。障害者雇用率の実績値のみ6月1日時点の数値です。

プロフィール 価値創造の考え方 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
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