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2007 年 5 月 10 日 

 各 位 

神戸市中央区脇浜海岸通 1丁目 5番 1号 

シ ス メ ッ ク ス 株 式 会 社 

  代表取締役社長 家次 恒 

  証券コード 6869（東証・大証１部） 

 

シスメックスグループ中期経営計画を策定 
～ 安定的な高成長を持続させ、将来の売上高 2000 億円以上を目指す ～ 

 
シスメックス株式会社（本社：神戸市、社長：家次 恒）は、コア事業の強化と市場の変化に伴

う新たな収益機会の追求により安定的な高成長を持続することを目指して、2010 年 3 月期を最終

年度とする中期経営計画を策定いたしました。 

2007 年 3 月期には連結売上高 1000 億円を達成し、今後も将来の連結売上高 2000 億円の達成に向

けて、グローバルニッチ No.1 およびアジアフォーカス、ライフサイエンスフォーカスの基本戦略

を推進してまいります。本計画では、基本戦略に基づき今後 3 年間で重点的に取り組むべき課題を

展開しており、最終年度の 2010 年 3 月期に売上高 1400 億円、経常利益 205 億円を目指します。 

 

世界のヘルスケア市場では、先進国の高齢化とアジア、東欧などの新興国での経済発展や治療から

予防への医療の拡大などにより成長が期待される一方で、医療費の伸びの抑制、従来収益源であった

検査室のコストセンター化など、検査を取り巻く環境の厳しさも増してきています。また、欧米の巨

大企業による検体検査領域への本格参入、中国のローカル企業の台頭など新たなプレイヤーの登場に

よる競争環境の変化、DNA やタンパク質解析などの新技術と IT 活用などヘルスケアにおける技術革新

など、顧客・業界ともに大きく変化してきています。 

これまで当社はこれらの市場変化を先取りし、グローバルでの拠点展開、幅広い品揃えとソフトウ

ェアを含むソリューション提案の実施、効率的なサービス＆サポートの提供など独自の戦略を展開し

てきており、このたび連結売上高 1000 億円を達成いたしました。 

今後も成長産業として期待されているヘルスケア領域において、当社は新たに策定したグループ中

期経営計画を推進し、安定的な高成長を持続してまいります。 

 

Ⅰ．長期ビジョン 

１．長期ビジョン 

 A Unique & Global Healthcare Testing Company 

 

２．長期目標 

（１）ポジショニング 

 ・ ヘマトロジーのグローバル No.1 カンパニー 

 ・ 検体検査領域におけるアジアのリーディングカンパニー 

 ・ ライフサイエンス領域のグローバルニッチカンパニー 

 

（２）経営目標 

 ・ 連結売上高 2,000 億円以上 
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３．基本戦略 

（１）グローバルニッチ No.1 

当社は、これまで血球計数分野においてグローバルNo.1のポジションを築いてまいりました。

今後は、グローバルで強みを持つ血球計数分野において、グレーターヘマトロジーという概念

のもとで、周辺で行われる検査（血液凝固検査等を含む）への水平展開と、血液疾患を診断す

るための新たな検査を創造して深化させる垂直展開を進めてまいります。また、尿分野におい

てもグローバル No.1 を目指してまいります。 

更に、新興地域の市場拡大と先進国など成熟市場における技術革新・市場変化に伴う新たな

市場機会においてリーディングカンパニーとして先進的な事業展開を行い、今後も成長を持続

してまいります。 

 

（２）アジアフォーカス 

検体検査分野において唯一アジアに拠点を持つグローバル企業として、当社は今後も日本を

含むアジアにおける検体検査領域のリーディングカンパニーを目指します。 

生化学分野、免疫分野での新たな分析装置の市場導入、試薬供給体制の整備、サービス＆サ

ポートの強化などにより日本、中国およびアジア・パシフィック地域でのポジションの強化を

図ってまいります。また、それ以外の分野におきましても品揃えの充実を図り、日本を含むア

ジアでの事業拡大を進めてまいります。 

 

（３）ライフサイエンスフォーカス 

ライフサイエンスにおいては、疾患マネジメントのコンセプトに基づくニッチ領域のリーデ

ィングカンパニーとしてのポジションの確立を目指してまいります。 

   がん診断分野、糖尿病分野などにおいて、研究および商品化、市場における新しい検査技術

の認知度の向上を促進し、ライフサイエンスの事業化を進めてまいります。 

 

これらの基本戦略の展開、推進にあたり、技術シナジーおよび商品の補完、販売ネットワーク強

化などを目指したアライアンス、M&A についても検討を進めてまいります。 

 

Ⅱ．グループ中期経営計画 

１．中期目標数値（連結） 

 2007 年 3月期実績 2010 年 3月期目標 伸長率（3年平均）

売上高 1,010 億円 1,400 億円 11.5%

経常利益 135.8 億円 205 億円 14.7%

経常利益率 13.4% 14.6% -

ROE 13.4% 13.6% -

フリーキャッシュフロー 34.6 億円 104 億円 -
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２.地域別売上目標  

 2007 年 3月期実績 2010 年 3月期目標 伸長率（3年平均） 

日本 379 億円 460 億円 6.7%

米州 192 億円 315 億円 17.9%

欧州 317 億円 430 億円 10.7%

中国 69 億円 105 億円 15.3%

アジア・パシフィック 54 億円 90 億円 18.3%

 

３．重要な課題 

（１）研究開発機能の強化 

今後も、安定的な高成長の持続を目指し、コアテクノロジーを強化していくにあたり、シス

メックステクノパーク構想を中心とした研究開発環境の整備、拡充を進めてまいります。これ

により、ライフサイエンス領域においては、技術の実用化および商品化を進め事業化を促進す

るとともに、当社のコア事業である検体検査領域においても、新製品の開発を迅速に進めタイ

ムリーな市場導入を行うことで、更なる成長を図ってまいります。 

なお、2010 年 3 月期までの 3年間で研究開発投資を 350 億円、またテクノパーク構想への投

資 100 億円を計画しております。 

 

（２）地域別事業展開の促進 

（ａ）日本 

高齢化、医療費抑制など成熟化が進んできている日本市場においては、当社の幅広い事業分

野を活かしたソリューション提案を更に進めてまいります。また、主要分野における新製品の

市場導入、ネットワークを活用したサービス＆サポートの提供、首都圏での新拠点開設などを

進めリーディングカンパニーとしてのポジションの強化を図ってまいります。 

 

（ｂ）米州 

米国では、大規模病院を中心とする上位市場で高まってきているブランド認知度を活かして、

検査センター市場および中小規模病院・POL（Physicians’ Office Laboratories）などの中下

位市場での事業展開を積極的に進め血球計数分野でのシェア拡大を目指します。このため、直

販体制を活かした統合ヘルスケアネットワーク（Integrated Healthcare Network、IHN）への

フォーカス、大規模検査センター攻略を進めるとともに、代理店経由での簡易型分析装置の拡

販による中下位市場での設置台数の拡大を進めてまいります。また、新試薬生産工場の竣工に

より試薬供給の安定化と効率化を更に進めてまいります。 

 

（ｃ）欧州 

欧州では、東欧・ロシアなどでの地域拡大を進め、欧州全域での事業拡大を目指します。ま

た、当社の直販化を進めることで、お客様との直接のコミュニケーションを通じたより詳細な

ソリューションの提案、ネットワークを活用した効果的かつ効率的なサービス＆サポートなど、

市場の変化に対応したより高度なサービスの提供により更なる成長を目指します。 

また、試薬生産工場の拡張を完了し、今後の事業拡大を支える基盤として試薬供給体制の更

なる強化を進めてまいります。 
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（ｄ）中国、アジア・パシフィック 

中国およびアジア・パシフィックの多くの国では、市場の変化が非常に短期間で進行してき

ています。このため、高機能・高付加価値な検査装置から簡易型装置までの多様なニーズが、

同時に求められています。この市場環境において、当社は血球計数分野での幅広い商品の提供、

生化学分野での新製品の拡販、現地生産による安定的かつ価格競争力の高い試薬の供給、グロ

ーバルビジネス展開の経験を活かしたソリューションの提供などを通して、ポジションの強化

を図ります。 

また、アジア・パシフィックにおいては、成長性の高い免疫市場への参入を図ります。更に、

その他の分野においても品揃えの拡充を進め、事業拡大を促進してまいります。 

 

（ｅ）アライアンスの推進および M&A の検討 

グローバルおよびローカルでのアライアンスおよび M&A を活用し、技術シナジーの追求、商

品系列の拡充あるいは販売ネットワークの強化を行い、事業展開を促進してまいります。 

 

（３）グローバルでの業務標準化の推進と ERP システムの再構築 

グローバルな拠点整備に伴い拡大してきている当社グループの経営効率化を進め、高収益を

伴う高成長を実現させるために、本社と各地域との連携によるインターナショナルな業務標準

化を推進してまいります。また、グローバルでの ERP システムを再構築し、標準化された業務

の定着とその他の業務の効率化を進めてまいります。なお、ERP システムの再構築についてはグ

ローバルで 20億円の投資を計画しております。 

 

（４）環境対策およびリスクマネジメントへの積極的な取り組み 

当社では新たにグループ企業理念「Sysmex Way」とそれに基づく行動基準を制定し、お客様、

従業員、取引先、株主、社会への提供価値を示しました。この行動基準に基づく社会への取り

組みの一環として環境対策の推進とリスクマネジメントの強化を図ってまいります。 

環境対策としては、ゼロエミッションを目指した取り組みやグリーン調達を進め、当社製品

の環境適合性を高めてまいります。また、2007 年 4 月よりリスクマネジメント、コンプライア

ンスを統括する部門を設置し、重要度の高いリスクから順次対応を進めてまいります。 

 

（注記）  

本計画は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき策定しており、今後の主要市場の

経済状況、業界動向等の変化により変更する可能性があります。   

  

以 上 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
■お問い合わせ  ＩＲ・広報室 担当：山内・黒田 TEL. 078(265)0508    FAX. 078(265)0527 


