
お得意さまのニーズに応じて事業を創出し、
提供価値を拡大してきました

事業発展の歩み～スズケングループのこれまで

医薬品製造事業

医療関連サービス等事業

保険薬局事業

1932
「鈴木謙三商店」を創業

第1の創業

第2の創業1997
東証、名証の市場第1部に指定

1992
事業領域を「健康創造」と定める

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

メーカー支援サービス事業
●（株）エス・ディ・コラボ
●中央運輸（株）

医療機器製造事業
●ケンツメディコ（株）

介護事業
●サンキ・ウエルビィ（株）
●（株）エスケアメイト

●（株）ファーコス

●（株）三和化学研究所

1975
医療機部を設置し、
医療機器製造事業を開始

1979
心電図判読装置などを
発売

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

1932
創業者鈴木謙三が
医薬品卸として
「鈴木謙三商店」を創業

1998
M＆Aによる事業拡大を本格化

1974
医薬品卸として初めて
シンガポールに進出

1964
社名を
「株式会社スズケン」に変更。
売上高で業界1位となる

1953
株式会社三和化学研究所
を設立し、医薬品製造事業
を開始

医薬品卸売事業
●（株）スズケン
●（株）サンキ
●（株）アスティス
●（株）翔薬

●（株）スズケン沖縄薬品
●ナカノ薬品（株）
●（株）スズケン岩手
●（株）エス・ディ・ロジ

価値創造と成長戦略
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「医療情報プラットフォーム」
の構築に向けて協業を加速

Dr.JOY株式会社との
資本業務提携

2019

株式会社Welbyとの
資本業務提携

2019

Ubie株式会社との
資本業務提携

2020

サスメド株式会社との
資本業務提携

2020

ドクターズ株式会社との
資本業務提携

2020

エンブレース株式会社の
子会社化

2021

2009
スズケングループ
経営理念を策定

2014
2025年ビジョンを策定 中期成長戦略スタート

2020

May I “health” you? 5.0

第3の創業

2000 2010 2020

売上高1兆円を突破
2002年度

売上高2兆円を突破
2015年度

2006
九州の株式会社翔薬が
スズケングループに加わり、
医薬品卸として初めて
全47都道府県に営業拠点を設置

2008
中国に進出。
上海市に合弁会社を設立し、
医薬品卸売事業を開始

2006
糖尿病食後過血糖改善剤
「セイブル錠」を発売

2009
OSDrC棟を三重研究パークに竣工

2005
医薬品卸として初めて
メーカー物流受託事業を開始。
厳格な品質管理基準に
対応した物流体制を整備

2008
株式会社ファーコスを
子会社化し、事業を拡大

2012
2型糖尿病治療剤
「スイニー錠」を発売

2013
高尿酸血症治療剤
「ウリアデック錠」を発売

2016
売上高1,000億円、
店舗数は600軒に拡大

2018
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

2017
スペシャリティ医薬品トレーサビリティ
システム「キュービックス」の導入、展開

2016
EPSホールディングス株式会社
との資本業務提携

2012
医薬品卸として初めて希少疾
病領域の総合支援事業を開始

2016
韓国に進出。
医薬品流通事業を展開する
株式会社ポクサンナイスとの資本業務提携

2011
株式会社エスケアメイトを
設立し、介護事業を拡大

事
業
・
機
能
の
融
合
に
よ
る
新
た
な
価
値
を
創
造

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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価値創造モデル～スズケングループのこれから 

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

　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

スペシャリティ医薬品市場の拡大

国民医療費、薬剤費の抑制
残薬・廃棄ロスの削減
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

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

取り巻く環境 リアルとデジタルの融合による提供価値の拡大

デジタル化の推進

地域医療の充実
地方・へき地への医療提供

健康創造領域において社会課題を解決する
新たな価値を創造し続けます

スズケングループの事業・機能と協業企業、地域
社会をつなぐ「医療情報プラットフォーム」を構築
し、地域医療や製薬企業の課題を解決する
ソリューションの開発・提供を目指します。

事業連携・協業によるシナジーの発揮

既存事業の成長と事業間連携によるシナジーを追求す
るとともに、スズケングループと協業企業が持つ機能
や人材力を結集し、グループ一体で提供価値を拡大し
ていきます。

E

地域包括ケアシステムの進展

デジタル化社会の進展

有事の発生

価値創造と成長戦略

9



協業企業協業企業

医療機関・保険薬局・介護施設

患者・家族

地 域

地 域

スズケン
グループ

スズケン
グループ

協業企業

協業企業 スズケン
グループ

協業企業

協業企業

協業企業

スズケン
グループ

協業企業

協業企業

協業企業
スズケン
グループ

価値創造を支えるESGマネジメント

ESGへの対応を重要な経営課題と位置付け、
ステークホルダーとの協働により、社会課題
を解決する価値の創出と持続的成長を目指し
ます。

協業企業

社会に提供する価値

社会的コストの低減
●医薬品廃棄ロスの削減
●流通在庫の適正化

安心・安全かつ
安定的な医薬品流通
●高品質な医薬品流通
●全国をカバーする物流ネットワーク
●災害など有事の際の安定供給

社会インフラとしての
医薬品流通機能

地域の医療・
介護課題の解決
●地域のコミュニティ構築
●地域の医療支援体制構築

地域社会への貢献

スズケングループが健康創造領域におい
て展開する事業や機能によって社会に提供
する価値は、SDGｓの目標達成にもつなが
るものと考えています。

スズケングループが目指すSDGs

協業企業

ラストワンマイル

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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信頼回復に向けて
当社および当社関係者は2020年12月９日、独立行政法人

地域医療機能推進機構（JCHO）の入札に関する独占禁止法違

反容疑について、公正取引委員会から刑事告発を受け、同日、東京

地方検察庁により起訴され、2021年6月30日、東京地方裁判所に

おいて、同法違反により、有罪判決を受けました。このような事態に

至りましたことは誠に遺憾であり、株主をはじめとするステーク

ホルダーの皆さまには、ご迷惑とご心配をお掛けしておりますこと

を深くお詫び申し上げます。

今回の一連の事態を厳粛に受け止め、今後このような被疑を

受けることのないよう、「啓発・教育」と「仕組み・組織体制」という

2軸で効果的かつ具体的な再発防止策を策定し、実践しています。

2020 年4 月にはコンプライアンス・ガバナンス体制を強化すると

ともに、10月には、取締役会の下部機構として新たに｢独占禁止法

遵守専門委員会｣を設置し、薬事・内部統制・監査担当取締役

およびコンプライアンス担当執行役員を置きました。このように

強化した体制の下、より実効的な施策を検討･立案･実行･検証する

サイクルを回しています。また、2020年12月より、取締役および

執行役員の報酬を減額しています。役員・従業員一同、コンプ

ライアンス徹底に取り組み、信頼回復に努めてまいります。

2020年度の業績
2020年度の業績については、売上高は２兆1,282億18百万円

（前期比3.9％減）、営業利益は91億56百万円（前期比71.9％減）、

経常利益は182億72百万円（前期比55.9％減）、親会社株主に帰属

する当期純利益は78億95百万円（前期比72.0％減）となりました。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う受診抑制の影響により

売上高伸長が抑制されたこと、コロナ禍におけるお得意さまの

経営状況が厳しさを増す中、医薬品卸売事業においてお得意さま

からの価格引下げ要求が厳しさを増したことなどから、業績や事業

活動に影響が生じました。このような環境変化に対応するとともに、

中期成長戦略の実現に向け、「取引（マージンビジネス）」から「取組

（フィーフォーサービス）」への収益モデルの転換とコスト構造

改革を着実に進めてきました。

配当と株主還元
2020年度の配当は、中間配当36円、期末配当36円、年間で

は72 円の配当を実施しました。その結果、連結配当性向、総還元

性向とも81.3％となりました。

株主還元については、引き続き安定的な配当の継続を基本と

し、自己株式の取得を実施することで、中期成長戦略の最終年

度である2022年度までの２年間の平均総還元性向を100％以上

と設定しました。株主還元の充実を図るとともに、既存事業

の強化や成長への投資を行うことで企業価値と資本効率の向上

を目指します。

新しいスズケングループへ
新たな価値の創造へ向けて
～医薬品卸売事業をコアとする事業体から「健康創造事業体」への転換～

社 長 メッ セ ー ジ

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG



価値創造と成長戦略

マネジメントメッセージ

中期成長戦略「May I “health” you? 5.0」の進捗

デジタル化時代の新たなビジネスモデル
「医療情報プラットフォーム」の構築

目指す「第３の創業」の姿へ――健康創造事業体への転換

当社グループは、2020年4月からスタートした中期成長

戦略を「第3の創業期」と位置付け、戦略骨子である3つの

「One」を連動させ、シナジーを創出し、新たな価値・ソリュー

ションの提供を目指しています。

国内の医療用医薬品市場は、後発医薬品の使用促進や薬剤費

抑制、さらには新型コロナウイルスの影響などにより、これまでの

ような拡大は見込めず、10兆円規模でキャップがかかると予測

されています。さらには規制緩和などから業界への参入障壁は

低くなっており、これからの医薬品卸売事業を取り巻く環境は

一層厳しさが増し、過去のような収益を確保することは容易では

ないと考えています。一方、ヘルスケア業界全体の国内市場は

2030年には約40兆円規模に拡大すると予測されています。これ

までにない厳しい環境変化の中で、当社グループが社会インフラ

としての機能を維持し、さらなる発展を目指すには、大きな発想の

転換が必要であり、健康創造領域で利益を生み出すさまざまな

事業を展開する「健康創造事業体」への転換が不可欠であると

考えています。

これまでの収益モデル、仕事のやり方、経営資源の配分といった

考え方を一旦リセットし、ダイナミックに変革することで、「新常態

（ニューノーマル）」への転換を目指します。

進む「フィーフォーサービス」への変革

前中期成長戦略から推進している「取引」から「取組」への収益

モデルの変革は、価値の提供方法という観点でいうと、製品・サー

ビスによる「モノ売り」から、消費者視点での価値を提供する「コト

売り」への変革です。具体的には、モノである医薬品流通を通じて

得られる情報を生かし、医療機関や保険薬局などのお得意さまや

社会の課題を解決するソリューションビジネスを展開することで

あり、これまで多くの企業と協業することで、新しい機能を持つ製品

やサービスを拡充してきました。

2021年4月には、スペシャリティ医薬品流通の国内一社流通

受託拡大に向け、武州製薬株式会社と業務提携し、製造業務から

メーカー物流・卸流通までトータルで受託できる体制を構築。5月

には日本新規参入のインスメッド合同会社が開発した世界初の

MACによる肺非結核性抗酸菌症に対する吸入の抗菌薬「アリケイ

ス吸入液590mg」と専用ネブライザを新規受託しました。また、ス

ペシャリティ医薬品のトレーサビリティシステム「キュービックス」の

ラインナップ拡充や、パナソニック株式会社との協業による医薬品

定温輸送ボックス「VIXELL」のレンタルサービス事業の開始など、

着実に取り組みを進めています。

急速にデジタル化が進む中、新たなサービスを付加価値の

高いものに変えていくためのキーワードが「デジタルトランス

フォーメーション（DX）」です。ヘルスケア業界のデジタル化や

異業種の参入は当社グループのビジネスモデル変革の機会だと

考えています。　

2019年度以降、ITヘルスケア企業と資本業務提携を行い、当社

グループの事業基盤と協業企業が保有する技術やノウハウを組み

合わせた新たなビジネスモデル「医療情報プラットフォーム」の

構築に向け、取り組みを進めています。

2020年5月に資本業務提携を行ったサスメド株式会社のデジ

タル医療を推進するプラットフォームやブロックチェーン技術と

連携と協業による提供価値の拡大

ITヘルスケア企業スズケングループの事業 + + 協業企業

患者・家族

緊急薬全国
物流サービス

VIXELL
キュービックス

MCS

ES
ナビゲーション

PHRアプリ

医介連携
患者サポート
プログラム治療アプリ

国際輸送
輸入通関

再生医療等
製品流通

医療情報調査
サービス

治験薬物流

メーカー物流 スペシャリティ
医薬品流通

医薬品卸売
事業

グローバル
事業

医薬品製造
事業

保険薬局
事業

介護事業

医療機器・
材料製造事業

製薬企業支援機能 医療流通プラットフォーム 医療情報プラットフォーム全国輸配送
ネットワーク

AI問診
ブロック
チェーン

オンライン
診療

院内勤務・
アポイント管理
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各事業の成長とシナジーを追求し、
コスト構造改革によってさらなる利益創出を目指す ステークホルダーの皆さまへ

治験版「キュービックスCT」を連携させた新たなデジタル治験

プラットフォームの構築もその一つです。2020年11月には医療

連携型オンライン医療支援サービスを提供するドクターズ株式

会社と資本業務提携を行い、現在「DXプロジェクト」を共同展開

しています。2021年4月には2020年2月に資本業務提携を行っ

たエンブレース株式会社を子会社化。同社と共同で展開してきた

医療介護専用SNS「メディカルケアステーション（MCS）」を医療

情報プラットフォームの基盤として活用する方法を検討しています。

また、デジタル技術を活用して利益創出を加速するため、2021年

4月に新組織として「新機能推進室」を立ち上げたほか、ドクターズ

と連携した「医療DX研修」による人材育成も開始しました。

当社グループは医薬品卸として築いてきた医療機関や保険薬

局、介護に従事する方々との関係性を生かし、健康創造事業とデジ

タルを掛け合わせた医療情報プラットフォームを通じて、患者や医

師の情報を見える化し、情報と情報、情報と人をつなげることで社

会の課題に対応していきたいと考えています。

いった間接業務のシェアード化など、グループ間での機能共同化・

集約化を進めます。間接部門での改革後には、すべての事業体の

本社機能の改革にも着手します。こうした改革によって、お得意さ

まに近い直接部門に経営資源を配分することで付加価値を創出

し、さらなる利益創出を目指していきます。

健康創造事業体への転換に向けて、前述のデジタル化時代の

新たなビジネスモデルの構築（Only One）に加え、各事業の成長

と事業間シナジーの創出（As One）、コスト構造改革（One Point 

Improvement）により、さらなる利益創出につなげていきます。

例えば、製造部門と営業部門が連携した製品開発や、薬局・介護

事業と地域が連携して医薬品を患者宅へ配送するといったラスト

ワンマイルビジネスの構築など、それぞれの事業と協業企業の

機能との融合により新たな価値創出を目指します。コスト構造改

革においては、まず、営業サポート体制の見直しや、人事・経理と

創業者の鈴木謙三が志した「世の中のお役に立つ」ことを継続し

ていくことが、当社グループ、さらには社会の持続的な発展につな

がると考えています。今こそが、生まれ変わる最後のチャンスと

いう強い覚悟で、挑戦し、価値を生み、全力を尽くしてまいります。

スズケングループを支えてくださるステークホルダーの皆さまに

感謝申し上げるとともに、今後にご期待いただきたいと思います。

株式会社スズケン
代表取締役社長

中期成長戦略の骨子

May I “health”
you? 5.0

失敗を恐れずチャレンジする
企業風土の醸成

グループ横断の
人事ローテーション
 (事業を横断した発想)

PDCAサイクルによる
継続的な改善

褒める文化の醸成2025年を見据えた
次世代リーダーの育成活動

自身の意見を
表明できる
環境づくり

事業・グループ・
本部間連携
のさらなる促進

スピード感を持った意思決定
（責任権限の見直し）

As One
各事業の成長と

事業間シナジーの発揮

さらなる筋肉質化
第3の創業に向けた
新事業の立ち上げ

One Point
Improvement

Only One

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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社会インフラとしての役割を果たし、
社会課題を解決する新たな価値創造を目指して

ESGの重要テーマを設定して、
取り組みを推進

スズケングループは、「デジタルとリアルの融合で社会課題を

解決する新たな価値創造を目指す」という考え方に基づき、社会に

提供する価値として、「安心・安全かつ安定的な医薬品流通」

「社会的コストの低減」および「地域の医療・介護課題の解決」の

３つを掲げています。

1つ目の「安心・安全かつ安定的な医薬品流通」とは、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すことです。

2つ目の「社会的コストの低減」とは、医薬品の流通過程や製薬

企業のサプライチェーンにおいて、物流の共同化や配送効率化、

さらには流通在庫の適正化や廃棄ロスの削減、残薬削減などに

取り組み、社会的コストの低減に貢献することです。

そして、3つ目の「地域の医療・介護課題の解決」とは、医薬品卸、

保険薬局、介護事業を展開する当社グループとして、すべての人々

に平等に医療・介護を提供する場づくりを進め、地域ごとに異なる

医療・介護課題の解決に貢献することです。

当社グループが社会インフラとして提供する医薬品流通

機能、地域社会に貢献する事業や機能は、国連が2015年に

採択したＳＤＧｓの達成につながるものと考えています。特に、

ＳＤＧｓにおける３番目の目標、「すべての人に健康と福祉を」は、

当社グループが掲げる「すべての人々の笑顔あふれる豊かな

生活に貢献し続ける」というグループ経営理念に込めた思いに

通じるものです。

価値創造を支える土台̶̶
ESGの取り組みを推進

株式会社スズケン
代表取締役副社長

浅野 茂

E S G 管 掌 メッ セ ー ジ

価値創造と成長戦略

マネジメントメッセージ

このように当社グループは社会インフラとしての役割を果たすと

ともに、地域社会において、すべての人々に医療・介護を提供できる

体制を実現するための新たな価値創造に挑み続けています。私が

管掌するESG（Environment：環境、Social：社会、Governance：

企業統治）とは、まさにそれを支える土台であると考えています。

スズケングループが目指すSDGs
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当社グループは、透明性の高い経営を執り行い、事業を通じて

社会課題の解決に貢献し、社会に価値を提供することで、持続可能

な成長を目指しています。

価値創造は製薬企業、医薬品卸、医療機関・保険薬局、介護

施設、患者・家族の皆さまなどバリューチェーンにおけるさまざま

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、ESGという価値創造の土台をしっかり

と強化し、グループ一体となって新しい価値を創造する力へと変え

ていきます。

社会面で重視しているのは、当社グループにとって最大の経営

資源である人材に関する取り組みです。厳しい環境変化の中で

当社グループが生き抜くために、従来と異なる新しい発想を持った

社員が必要だと考え、育成に注力しています。

グループ間の価値観の共有やコミュニケーションの醸成に向け

て、現在全グループを対象に共同研修や自己啓発の機会を設けて

います。中でも、社内公募による選抜研修では、経営幹部とのディ

スカッションやグループワークを実施し、参加したメンバーの

中から新たなプロジェクトへ参画させるなど、意欲ある社員に活躍

する機会を提供しています。さらに、積極的に展開している他社

との協業も人材育成面で大きな効果をもたらしています。新しい

価値観や考え方に触れることで、当社グループの社員が今まで

とは違う視点でものを見ることができるようになっていると感じて

います。

新たなビジネスモデルの構築を目指す中で、性別・年齢・

国籍・価値観・働き方などが異なる個性あふれる社員が、互いに

競い合いながら成長していく「個を活かす」風土を醸成するため、

ダイバーシティを推進しています。取締役会においても多様性を

確保しており、その一環として2020年6月には、女性の取締役が

上場以来初めて選任されました。

人材は最大の経営資源
人を育て、意欲ある社員に活躍の場を提供

ガバナンスにおいては、2020年4月に組織改革を行い新たな

体制をスタートさせました。従来、「リスクマネジメント・監査室」が

担っていた包括的な牽制機能をより強化するため、コンプライアン

スに関する執行機能と監督機能を分離・独立させることとしまし

た。また、コンプライアンスの徹底に向けた方針策定・風土醸成に

関わる「コンプライアンス部」および公正かつ独立の立場での牽制

機能を担う「内部監査室」を設置し、所属本部も分けることでそれ

ぞれの責任と役割を明確化しました。加えて、新たに薬事・内部統

制・監査担当取締役およびコンプライアンス担当執行役員を置く

ことで、グループガバナンス体制の一層の強化を図っています。

2021年6月には、監査役会設置会社から監査等委員会設置会

社に移行しました。取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員

が取締役会における議決権を持つことを通じて取締役会の監督・

牽制機能の強化を図ります。また、社外取締役として、企業経営経

験者を含めた多様な人材を選任し、取締役の半数を占めています。

これらにより、一層のコーポレート・ガバナンスの充実および当社

グループの持続的な企業価値向上を目指していきます。

組織改革によるガバナンス、
コンプライアンスの強化

ステークホルダーとの協働を重視し、
価値創造の土台を一層強化

環境面では、医薬品廃棄ロスの削減や流通在庫の適正化などに

よる社会的コストの低減に加え、特に気候変動に影響を及ぼす

CO2の排出削減に取り組んでいます。当社グループの売上高の

約90％を占める医薬品卸売事業では、省エネ車両の導入やエコ

運転の推進を徹底しています。

2020年10月、日本政府は2050年のカーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。当社グループ

では、こうした考え方に賛同し、医薬品流通の全体を見渡して一層

の効率化を図ることで、社会全体のCO2排出量の削減につなげて

いきます。

医薬品流通の効率化で、
社会全体のCO2削減に貢献

当社グループの価値創造を支えるESGを強化していくために、

バリューチェーン全体を見渡し、事業にかかわる情勢の変化や社会

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。

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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スピード感、新しい発想、
一層の協業によって、未来を切り拓く

価値創造と成長戦略

中期ビジョン 施策 主な取り組み

●グループ間接業務のシェアード化

●営業サポート体制の見直し

As One
各事業の成長と
事業間シナジーの発揮

さらなる筋肉質化

One Point
Improvement

2 グループ間接機能の共同化

3 グループ本社機能の適正化

1 医薬品卸売オペレーションの
抜本的な構造改革

さらなる筋肉質化

One Point
Improvement 2 グループ間接機能の共同化

3 グループ本社機能の適正化

1 医薬品卸売オペレーションの
抜本的な構造改革

As One
各事業の成長と
事業間シナジーの発揮

Only One
第3の創業に向けた
新事業の立ち上げ

●事業パートナーとの協業の推進

●強みである糖尿病、腎・透析領域製品の処方拡大
●研究開発パイプラインの拡充

●地域における健康サポート機能の強化
●オンライン服薬指導への対応

●業界初の複合型物流センター「首都圏物流センター」
の構築　

●武州製薬（株）との協業による「医療流通プラットフォーム」
強化

●製薬企業から在宅までの医薬品トータル・トレーサビリティ
流通モデル構築（在宅版キュービックス「my Cubixx」開発）

●キュービックスシステムのラインナップ拡充（大型版・
室温版モデルの開発）

●医薬品卸共同利用システムの開発　
●パナソニック（株）と共同開発した「VIXELL」のレンタル
サービス事業開始

●東邦ホールディングス（株）との合弁会社（株）TSファーマ
における後発医薬品の新たな流通モデル構築

●地域ニーズに合わせたフルライン介護サービスの提供
●医薬品卸売事業や保険薬局事業との連携による地域
包括ケアへの貢献

●「取引」から「取組」への収益モデル変革の推進
●リアルとデジタルが融合した新たなビジネスモデルの
構築

●患者･家族向けの商品・サービスの開発に向けた、医薬
品製造・保険薬局・介護事業の連携

●各自治体との連携協定の締結
●グループ薬局を中心とした新たなビジネスモデルの
構築（地域の健康支援やラストワンマイルの流通支援）

●「医療情報プラットフォーム」の構築に向けたさらなる
協業の推進　

●ドクターズ（株）との協業による「医療DX研修」の実施

2 地域医療貢献
ビジネスモデルの追求

3 プロダクトポートフォリオの拡充

1 デジタル化時代の
新たなビジネスモデルの構築

2 カテゴリー変化に対応した
2つの流通モデルの確立

3 医薬品製造セグメントの
事業改革

4 保険薬局事業の成長

5 介護事業の成長と黒字化

6 中国・韓国事業のさらなる強化

1 医薬品卸売の
ビジネスモデル再構築

中期成長戦略の進捗
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2021年4月に非公開型の医療介護専用SNS「メディカルケア

ステーション」を手掛けるエンブレース株式会社を子会社化。

これに先立ち、2020年11月には医療連携型オンライン医療支援

サービスを提供する、ドクターズ株式会社と資本業務提携を行う

など、協業企業の機能やサービスを融合させた「医療情報プラット

フォーム」の構築に向け、取り組みを加速させています。（P23-26

参照）

Topic 1

Topic 2

Topic 3

「医療情報プラットフォーム」の構築に
向け、エンブレース（株）を子会社化

2024年3月の稼働を目指し、埼玉県草加市に複合

型物流センターを構築します。最先端のロボット技

術により自動化・省力化した卸物流拠点に、メーカー

物流エリアと武州製薬株式会社の製造業務受託

エリアを併設。製造から物流まで一貫した受託を

可能にします。首都圏にある当社グループの物流

拠点と連携し、エリア在庫のコントロールや有事の

際の医薬品安定供給を実現します。

業界初の複合型物流センター
「首都圏物流センター」の構築

2021年6月付で監査等委員会設置会社に移行し、企業経

営経験者を含む多様な人材を社外取締役に選任し、取締

役の半数を占める構成となりました。機関設計の変更に

より取締役会の監督・牽制機能の強化を図ることで、

一層のコーポレート・ガバナンスの充実および当社グルー

プの持続的な企業価値向上を目指します。（P44参照）

監査等委員会設置会社への
移行によるガバナンス体制の強化

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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厳格な温度・在庫・セキュリティ管理が求められる
「スペシャリティ医薬品」の流通において、

スズケングループには業界トップの一社流通実績があります。
事業参入以降、サービスの高度化を進め、さらなる事業拡大に取り組むことで、

医薬品流通の品質向上と社会的コストの低減に貢献しています。

厳格な温度・在庫・セキュリティ管理が求められる
「スペシャリティ医薬品」の流通において、

スズケングループには業界トップの一社流通実績があります。
事業参入以降、サービスの高度化を進め、さらなる事業拡大に取り組むことで、

医薬品流通の品質向上と社会的コストの低減に貢献しています。

トータル・トレーサビリティを実現した流通を一貫して担うことで
品質向上と社会的コスト低減に貢献

価値創造と成長戦略

スペシャリティ医薬品流通

業界ナンバーワンに向け
提供サービスを拡大しています

特 集

スペシャリティ医薬品におけるトータル・トレーサビリティ流通モデル

メーカー物流 卸物流

ラストワンマイル医療流通プラットフォーム

病院 薬局 患者・家族
スズケングループ
物流センター製薬企業

●日本への新規参入、
　新製品の上市支援
●配送の効率化
●生産の最適化

●患者への新薬の
　提供機会拡大
●安定供給
●在庫管理の厳格化

●治療の質の向上　
●社会的コストの低減
●安定したスペシャリティ
　医薬品流通
●患者サポート支援（PSP）

スペシャリティ医薬品の一社流通実績

社会全体への提供価値医療機関への提供価値製薬企業への提供価値

シェア

70%

No.1 受託品目数に
おける業界シェア

19



製薬企業のアウトソーシングニーズに応え、
メーカー物流の受託を開始
　当社グループは、2005年に医薬品卸として初めてメーカー

物流の受託を開始。メーカー物流と卸物流を一貫して担うことで、

製薬企業から医療機関までの「医療流通プラットフォーム」を

構築しました。製薬企業のアウトソーシングニーズに応えると

ともに、製薬企業ごとに行われていた物流を集約することで、

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

にも貢献しています。

希少疾病と再生医療の分野にサービスを展開
　2012年には、医薬品卸として初めて希少疾病領域の総合支

援事業を開始。医療流通プラットフォームを活用し、既存の流通

システムでは対応できなかったニーズにも柔軟に対応すること

で、希少疾病薬の安定供給を実現させました。

　さらに2016年には、再生医療等製品の治験製品物流を開始。

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、加工・培養したのち日本に輸送するケースがあることから、

2018年に米国医薬品卸アメリソースバーゲンのグループ会社

であるワールド・クウリアーと協業し、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ました。

　2021年3月末時点で希少疾病薬流通は23社39品目の

受託実績があります。

「医療流通プラットフォーム」をハード面とソフト面から強化
当社グループは現在11のメーカー物流センターと6つの

輸配送ターミナルを有しています。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。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※2GDP※3に準拠し、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

の向上に努めてきました。卸物流においても、メーカー物流で

培ったノウハウを移植し、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。

　さらに、製薬企業が求めるオペレーションを確実に実行できる

よう人材育成にも注力。業界に先駆けてメーカー物流受託を

開始したことで蓄積してきた、豊富な経験とノウハウを持つ人材

こそがスペシャリティ医薬品流通における当社グループの最大の

強みであるといえます。

参入
2005年に医薬品卸業界初のメーカー物流受託を開始し、
新たなビジネスモデルを構築

全国物流ネットワーク

メーカー物流センター

卸物流センター

全国11カ所

全国18カ所

PIC/S GDP
に準拠した

品質管理を実現

※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 PIC/S（医薬品査察協定および医薬品査察協同スキーム）：
各国政府や査察機関の間のGMPとGDPにおける
二つの協力機関の統合呼称

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

豊富な
経験とノウハウを
持つ人材

スペシャリティ医薬品流通における強み

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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慶應義塾大学病院
次長代理（副薬剤部長）
村松 博 氏

価値創造と成長戦略

特集1  スペシャリティ医薬品流通 

病院版、薬局版、在宅版などの
ラインナップとサービスを拡充
　2017年、卸物流から医療機関へのスペシャリティ医薬品の流

通モデルとして導入を開始した「キュービックスシステム」は、さ

まざまな企業との協業により、IoTやRFID※4のデジタル技術を

活用したトータル・トレーサビリティを実現。温度や衝撃、位置

情報などを可視化し、24時間365日、リアルタイムで医薬品の

管理状態をモニタリングできるため、再販売の可否判断や在庫

調整が可能となりました。キュービックスは、医療機関・保険

薬局における医薬品廃棄ロスの削減に大きく貢献しています。

従来の病院版・薬局版・治験版のキュービックスに加え、2021年

には在宅版・大型版・室温版もラインナップに加わり、中核病院

を中心に300以上の施設で採用されています。

2020年10月には、治験版「キュービックスCT」に協業企業の

技術やノウハウを組み合わせた、デジタル治験プラットフォームの

構築を開始しました。また、在宅版「myCubixx」と医薬品定温

輸送ボックス「VIXELL」を融合し、製薬企業から在宅までの医薬

品トータル・トレーサビリティ流通モデルも構築しています。

お得意さま
の声

医薬品卸共同利用システムによるプラットフォーム化

　キュービックスは日本の医療業界にとって、
資源を有効活用できる仕組みです。当病院では
2018年3月にキュービックスを導入し、半年間
で約100万円以上の医薬品廃棄ロスを防ぐ
ことができました。
　自動発注機能や在庫リフレッシュ機能により
在庫管理の手間が省けるため、業務の効率化に
もつながり、患者さまと向き合う時間が増えま
した。

高度化
「キュービックスシステム」を展開し、
品質を保つ温度管理とトータル・トレーサビリティを実現

キュービックスシステムの全体概要

商品にRFIDタグを
貼り付け

病院 薬局

と協業

「キュービックス」で
医薬品の在庫と温度を管理

と協業

「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

病院版モデル 薬局版モデル

スズケン
オペレーション
チーム

「カーゴビュー」で
医薬品の輸送状況（温度、衝撃、位置情報）を可視化

パナソニック と協業

患者・家族スズケングループ
物流センター製薬企業

アメリソースバーゲン

EPファーマライン

と協業セコムヤマト科学

と協業AT&Tジャパン

医薬品廃棄ロスと業務の削減を
同時に実現

　2021年5月、当社グループ以外の医薬品卸企業の取り扱い

品目にもキュービックスシステムを活用できる「医薬品卸共同

利用システム」を開発。また、サスメド株式会社との協業により

蓄積されたデータの分析体制を整備したことで、地域における

在庫最適化が可能となります。今後も、高品質で効率的なスペ

シャリティ医薬品流通に貢献していきます。

※4 RFID（Radio Frequency IDentification）：記憶された人やモノの個別
情報を無線通信によって読み書きする自動認識システム

新たな医薬品定温
輸送ボックス
「VIXELL」を開発。

新たな医薬品定温
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日本に新規参入する海外製薬企業のニーズに対応
　近年、日本市場への新規参入を目指す海外の医薬品企業は

増加しつつあるものの、工場や物流センター、流通ネットワークを

持たないケースが多い状況にあります。

　当社グループは2021年4月に武州製薬株式会社と協業を

開始。2024年稼働予定の「首都圏物流センター」内に武州製薬

の製造業務受託エリアを設置します。両社の機能を融合する

ことで、スペシャリティ医薬品のMAH※5コンサルティングから

輸入、検査、製造、流通、市販後調査、患者サポートまでワン

ストップで受託することが可能となります。サプライチェーン

を集約し、製品移動を最小化することで、業務効率化や流通

在庫の適正化を図り、医薬品廃棄ロスの削減にもつながると

考えています。

武州製薬との協業においては、グループ会社の中央運輸株式

会社の「加須医薬品共同物流センター」内に設置する「武州製薬

加須パッケージングセンター（仮称）」で受託製造を開始する

ほか、日本市場への新規参入を目指す製薬企業に向けた共同

提案営業を米国で開始するなど、総合支援を展開していきます。

なお、2021年5月には、日本に新規参入するインスメッド

合同会社が開発した世界初のMAC※6による肺非結核性抗酸

菌症の抗菌薬「アリケイス吸入液590mg」と専用ネブライザに

ついて、日本での製造業務およびメーカー物流・卸流通を

受託しています。

拡大
「医療流通プラットフォーム」に製造業務受託機能を付加
さらなる選ばれる企業へ

協業企業の主な特長

武州製薬株式会社 国内向け・グローバル向けの固形製剤・固形剤一次
包装・注射剤製造・注射剤包装を展開。
日本における技術移転、生産、包装、ロジスティック
といった最適なソリューションを提供可能な国内大手
の受託製造専門会社。

　今後、スペシャリティ医薬品市場は拡大していくことが

予測されます。流通に製造業務受託機能を付加し、ワン

ストップで受託できる範囲が広がることで、国内外問わず

より多くの製薬企業の支援ができると見込んでいます。

　当社グループは、これからも長年蓄積してきたノウハウ

を活用し、新薬を待ち望む患者さまに確実に医薬品を

お届けできる流通基盤の強化に努め、スペシャリティ医薬品

流通のニーズに応えるサービスを創出、提供することで、

お得意さまや社会に役立つ企業であり続けます。

拡大が見込まれるスペシャリティ医薬品市場において、
ニーズに柔軟に対応するトップランナーであり続けます

海外製薬企業
のニーズ

※5 MAH（Marketing Authorization Holder）：医薬品製造販売業者の呼称
※6 MAC（Mycobacterium-avium complex）：肺非結核性抗酸菌の一種

海外製薬企業

申請

卸物流

製造

検査

メーカー
物流

患者
サポート

使用成績
調査

販売

開発

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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介護施設・
ケアマネジャー

製薬企業・MR

卸・MS

医療機関・医師

薬局・薬剤師

患者・家族

医療・介護の現場

医療情報プラットフォーム

スズケングループは医療・介護現場における情報を見える化し、
協業企業とのシナジーによりプラットフォームを進化させ、

医療・ヘルスケア産業における
DXを推進する新たなソリューションを提供します。

多様なデータを蓄積・活用し新たなビジネスの創出へ

DXの推進

「医療情報プラットフォーム」を構築し、
医療・ヘルスケア産業における
新たなソリューションを提供します

特 集

患者の診療状況、患者数、
医療商材の在庫

流通状況

服薬状況医薬品の
市中在庫、使用状況

患者の病状

日々の健康状態、
服薬情報

価値創造と成長戦略
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医療・ヘルスケア産業において求められるデジタル化
　日本の医療・ヘルスケア産業は年々拡大しており、2030年に

は約40兆円の市場規模となることが予測されています。また、

日本ではデジタル化社会「Society5.0」の実現に向けて、DXが

加速しており、医療・ヘルスケア分野においては、オンライン

診療やデータヘルス改革などの取り組みが進められています。

　このような中、今後はAIやブロックチェーン、IoTなどのデジ

タル技術の活用による医療・介護のネットワーク化、患者の診療

情報などの共有化、予防から未病・治療・治療後のケアに至る

までの患者アウトカムの向上、医療機関の業務負荷低減、さらに

は医薬品の廃棄ロス削減といった社会的コストの低減などの社

会課題を解決する新たなサービスやビジネスモデルの創出が期

待されています。

目指す姿
リアルとデジタルの融合による新たなソリューションを提供

「医療情報プラットフォーム」により
地域医療や製薬企業の課題解決に貢献
　医療・ヘルスケア産業におけるデジタル技術の浸透により、

医療、医薬品流通、介護、ヘルスケアサービスそれぞれが発展

するだけでなく、分野を越えた連携が急速に進むとされています。

これにより、当社グループが価値を提供する対象は医療従事者

だけでなく、社会全体へと広がります。

　当社グループは、ITヘルスケア企業と協業し、事業を通じて

得られる情報や、これまでのお得意さまとの関係性を生かした

新たな事業の展開として、医療情報プラットフォームを構築して

医療情報プラットフォーム構築のロードマップ

医療・ヘルスケア産業におけるデジタル化の推進

医療・ヘルスケア産業における課題解決に貢献する
新たなソリューションを創出

医療情報プラットフォームの構築・進化

協業の推進による既存サービスの利用者増加

さまざまな情報の蓄積・見える化

価値あるデータの創出

サービスや機能の融合

いきます。これにより、医療・介護現場における情報を見える化

し、情報と情報、人と情報をつなぐことで、社会課題を解決でき

るソリューションの提供を目指します。

　協業企業の機能やサービスと当社グループの流通基盤など

のリアルな経営資源を組み合わせることで、医療・ヘルスケア

産業の課題を解決していきます。

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG

24



特集2  DXの推進

協業するITヘルスケア企業6社の
デジタルソリューションの普及を促進
医療情報プラットフォームの構築に向けて、2019年から、

ITヘルスケア企業との協業を積極的に進めてきました。医療現場

における効率化ソリューションを提供するDr.JOY株式会社、PHR

（パーソナルヘルスレコード）サービスを提供するリーディング

カンパニーである株式会社Welbyとの資本業務提携をはじめ、

2020年4月には、Ubie株式会社と資本業務提携し、Ubieが

開発した新型コロナウイルス感染症にも対応した医療機関向け

問診サービス「AI問診ユビー」の共同展開を開始しました。5月

には、サスメド株式会社と資本業務提携し、データ改ざんやなり

すまし防止といったブロックチェーン技術や、AI自動分析システム

など、同社のデジタル医療基盤を活用した新たなビジネスを

開発・展開。11月には、現場の医療者目線で「医療DXプラット

フォーム」の構築および推進を行うドクターズ株式会社と資本

業務提携を行いました。

　さらに、2021年4月には、2020年2月に資本業務提携した

エンブレース株式会社を子会社化しました。エンブレースの医療

介護専用の完全非公開型SNS「メディカルケアステーション

（MCS）」の運営と、MCSを活用したプラットフォーム事業などを

展開。子会社化により、その機能を安定稼働させ、さらに進化・

発展させていきます。MCSは、地域包括ケアや多職種連携と

いった医療と介護が直面する課題解決につながる有用なツール

であり、当社グループと協業企業とをつなぐ医療情報プラット

フォームの基盤として活用していきます。

協業の加速
デジタル企業と協業し、医療情報プラットフォームを構築

エンブレース
株式会社

完全非公開型の医療介護専用SNS「メディカルケアス
テーション（MCS）」の運営と、MCS を活用したプラット
フォーム事業などを展開。14万人以上の医療介護従事
者が利用。2021年4月に当社子会社化。

ドクターズ
株式会社

400名超の専門医と医療DXコンサルタントが、現場の
医療者目線でデジタルヘルスサービスの開発から流通・
販売を支援。「医療ＤＸプラットフォーム」を構築・推進。

サスメド株式会社 不眠症治療用アプリをはじめとする医療用アプリ開発、
ブロックチェーン技術を用いた臨床開発支援システムの
開発、AI自動分析システムの提供による事業を展開。

Ubie株式会社 医療現場の業務効率化を図るAI 問診プロダクト「AI 問
診ユビー」と、生活者の適切な受診行動をサポートする
事前問診サービス「AI 受診相談ユビー」を開発・提供。

協業するITヘルスケア企業の主な特長

Dr.JOY株式会社 医療機関向けに、取引業者管理機能、医師勤怠管理機
能、薬薬連携機能、地域連携機能などを持つ「Dr.JOY」、
医療関連企業向けに、面談予約機能を持つ「Pr.JOY」を
展開。

株式会社Welby 生活習慣病をはじめとして、オンコロジー領域、中枢神
経系領域、自己免疫疾患、希少疾患など幅広い領域で
PHR（Personal Health Record：生涯型電子カルテ）
サービスを提供。

価値創造と成長戦略
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スズケングループの機能と協業企業の
機能・サービスを組み合わせたソリューションの創出
　子会社化したエンブレースのMCSを基盤とする、当社グルー

プの医療情報プラットフォームは、幅広いお得意さまとの関係が

あるからこそ集まるさまざまな情報を見える化し、協業企業の

機能やサービス、さらにはそこから得られる情報とつなぎ、融合

することで、新たな価値を創出できると考えています。

「デジタル治験プラットフォーム」の構築や、キュービックス

システムにおける「医薬品卸共同利用システム」の開発がその例

です。これらは、協業するサスメドが持つデジタル医療を推進

するプラットフォームやブロックチェーン技術と、当社グループ

協業企業との新機能のラインナップ拡充が進みつつある中、新機能の市場浸透

と競争力向上を実現し、マネタイズを加速化するため、組織体制の強化とデジ

タル人材の育成に注力しています。2021年4月、社長直轄組織として「新機能推

進室」を設置し、組織を横断する体制を構築。加えて、ドクターズと協働した「DX

プロジェクト」を始動し、現場目線でデジタルヘルスを理解し、スキルやノウハウを

身に付ける教育プログラム「医療DX研修」を実施しています。今後、当社グループ

の社員が医療・ヘルスケア産業におけるDX化を支援する立役者として社会に貢献

する存在となるため、さまざまな取り組みを推進しています。　

機能の拡充・融合
プラットフォームを進化させ、新たな価値を創出

新機能の市場浸透と競争力向上を目指し、
組織体制の強化とデジタル人材の育成に注力しています

協業企業と連携した医療情報プラットフォーム

協業企業の
機能やサービス

スズケングループの
リアルな経営資源

医療情報プラットフォーム

が展開するキュービックスシステムの事業基盤やノウハウを組み

合わせています。より質の高いサービスの提供が可能となり、

コスト効率化や業務負荷低減などの課題解決にもつながります。

また、2016年から資本業務提携しているEPSホールディングス

株式会社の子会社である株式会社EPファーマラインへの資本

参加も予定しています。両社の提携をさらに発展させ、機能融合

による新たなサービス創出を加速化させる取り組みです。

今後も、こうした取り組みを推進し、さらに志を同じくする新た

な協業企業が加わっていくことで、プラットフォームをますます

進化させ、また新たなソリューションが生まれるという好循環を

目指します。

「医療ＤＸ研修」の様子

製薬企業 MR

医療機関

MS

PMS

コールセンター

スズケングループ薬局

スズケングループ介護

介護施設

薬剤師 薬局

ケアマネジャー
介護士

患者・利用者

社会的使命と事業 価値創造と成長戦略 財務・企業情報ESG
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