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第一部

2007年9月期決算の実績概要

説明者

取締役 管理統括部 管理グループ長

工藤 幸弘
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2007年9月期実績のポイント

売上高195.4億円、経常利益3.3億円は共に前期を上回り、増収増益を達成

化学工業薬品部門は、情報関連企業を中心として工業薬品が順調に推移し、前期

比7.2％の増収（売上高124.4億円）

臨床検査試薬部門は、試薬検査システム等が前期を下回り2.7％の減収（売上高

51.7億円）

その他の部門は、合理化や価格競争の激化があったものの前期比0.1％の減収

（売上高19.3億円）
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財務データ（1）

2006年9月期 2007年9月期

実績 対前期比（％） 実績 計画 対前期比（％） 対計画比（％）

18,856 19,400
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－

－
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1,844

301

327

87.1 64.9130

売上高 105.0 19,548

売上原価 105.3 17,388

売上総利益 102.7 2,159

販売費及び
一般管理費

103.3 1,849

営業利益 99.5 310

経常利益 100.4 336

当期純利益 82.2 113

連結損益計算書

連結損益計算書

（単位：百万円）

繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、法人税等調整額が増加
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セグメント別業績財務データ（2）

セグメント別業績

（単位：百万）

売上高 売上総利益

2006年9月期 2007年9月期 対前期比（％）

12,442 107.2

97.3

99.9

5,173

1,931

11,605

5,317

1,933

2006年9月期 2007年9月期 対前期比（％）

化学工業薬品部門 1,214 1,252

678

229

臨床検査試薬部門 716

103.2

94.7

その他部門 215 106.5

化学工業薬品分野

半導体関連企業を中心に、鶴岡、仙台、山形、東京、八戸、本社の売上が続伸

臨床検査試薬分野

臨床検査試薬関連機器が減少
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化学工業薬品分野
124.4億円

63.6％

臨床検査試薬分野
51.7億円
26.5％

農業資材分野
5.6億円
2.9％

食品分野
13.6億円

7.0％

化学工業薬品
69.4億円
35.5％

関連機器
54.9億円
28.1％

試薬
33.0億円
16.9％

関連機器
18.7億円

9.6％

セグメント別業績財務データ（3）

品目別販売実績
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連結貸借対照表（資産の部）財務データ（4）

連結貸借対照表（資産の部）

（単位：百万円）

2006年9月期 2007年9月期

6,939 7,003

現金及び預金 977

受取手形及び売掛金

たな卸資産

その他

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

5,132 5,544 108.0

465 401 86.1

42 80 188.8

固定資産 3,106 3,424 110.3

1,821 1,965 107.9 土地収得241

12 14 120.1

1,272 1,444 113.5

10,428

1,298

10,045

対前期比（％） 変動要因

流動資産 100.9

75.3

資産合計 103.8
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連結貸借対照表（負債・純資産の部）財務データ（5）

連結貸借対照表（負債・純資産の部）

（単位：百万円）

2006年9月期 2007年9月期

5,445 5,805

支払手形及び買掛金 5,576

その他

固定負債 198 183 92.5

資本金 820 820 100.0

資本剰余金 881 881 100.0

利益剰余金 2,518 2,546 101.1

206 229 111.2

10,428

5,239

10,045

対前期比（％）

流動負債 106.6

106.4

負債・純資産（総資産） 103.8
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キャッシュ・フロー財務データ（6）

キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

2006年9月期 2007年9月期 変動要因

営業活動によるキャッシュ・フロー 710 151 仕入債務の増加

現金及び現金同等物の期首残高 858 1,293

投資活動によるキャッシュ・フロー △179 △387 有形固定資産の取得

財務活動によるキャッシュ・フロー △96 △86

現金及び現金同等物の増加額
又は減少額

434 △322

1,293現金及び現金同等物の中間期末残高 970
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5,086 6,087 6,943
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化学工業薬品 関連機器

化学工業薬品部門売上高推移

医療
30.0％

大学
14.0％

官庁
7.5％

食品
13.2％

商社
8.1％

民間企業
27.1％

その他の部門売上高推移

19.3

8.34

11.83

15.4

0
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04/9 05/9 06/9 07/9

（単位：億円）

弘前大学 秋田大学 東北大学 岩手大学 山形大学 弘前大学
付属病院

各事業の業績推移・事業関連データ事業概要

臨床検査試薬部門売上高推移

3,405 3,347 3,296

2,090 1,969 1,877

0

2,000

4,000

6,000

8,000
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臨床検査試薬 関連機器

1,436 1,364 1,363

544 568 568

0

1,000

2,000

05/9 06/9 07/9

3,000

食品添加物 農薬

顧客業種別顧客比率（07年9月期）

国立大学 売上高比較

鶴岡営業所売上高

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）



第二部

2008年9月期業績予想と

今後の戦略

説明者

代表取締役社長

東 康夫
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売上高

臨床検査試薬分野の売上増を見込む。化学工業薬品分野は、売上減ながら利益増を見込む

販売費及び一般管理費

リース物件（車両・事務機器）の再リース、設備投資に関する経費圧縮

当期純利益

税制改正の活用による税金の圧縮

2008年9月期の業績見通し業績予想（1）

2008年9月期の業績見通し

（単位：百万円）

2007年9月期 2008年9月期

売上高 19,548 19,600 100.3

販売費及び一般管理費 1,849 1,850 100.1

営業利益 310 350 112.9

売上原価 17,388 17,400 100.1

売上総利益 2,159 2,200 101.9

経常利益 336 380 113.1

165113

対前期比（％）

当期純利益 146.0



12

2008年9月期のセグメント別売上高見通し業績予想（2）

化学工業薬品分野

大学・官公庁・民需で売上増加を図るも、一部ユーザーの購買方式変更があり売上微減

臨床検査試薬分野

試薬・機器（検査機器、画像診断関連機器）ともに売上増加を見込む

予防医療・介護関連への取り組み強化

メタボリックシンドローム対策としてDr.BAANs等の健康食品の販売強化継続

2008年9月期のセグメント別売上高見通し

（単位：百万円）

2007年9月期 2008年9月期

化学工業薬品部門 12,442 12,050 96.8

臨床検査試薬部門 5,173 5,560 107.5

その他部門 1,931 1,990 103.1

対前期比（％）
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（単位：百万円）

売上総利益

（単位：百万円）

売上高 ： 200億円

経常利益 ： 4億円

2010年 業績目標

期首予想 実績

06/9
期首予想 実績

06/907/9
期首予想 実績 実績期首予想

07/908/9予想 08/9予想

中期経営計画（1）
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「生命研」事業とのシナジー効果により、関東エリアへの販売を強化

青森県内は経常利益重視、他エリアは拡販戦略をとる

仕入先との関係強化を図り、各事業所における取扱製品のラインアップを増やし

拡販強化

物流体制を見直し、販売エリア拡大、販売品目拡大を図る

ＩＴ関連のシステム販売は、商社としてのスタンスを貫きメーカーを厳選して拡販強化を図る

特定健診に向け、関連の試薬、機器、システムの販売

総合機器リースシステムの提案による病院検査部の自主運営を強力支援

現状の否定打破により市場変化への体質改革を図る

北星化学、日栄東海との連携強化し営業エリアの拡大

ユーザーの多種多様な要求に応えるため、同業専業卸との連携、異業種との連携を推進

メタボリック対策市場への健康食品等の販売強化

事業戦略のポイント中期経営計画（2）



第三部

東北化学薬品における

バイオITビジネス戦略

説明者

理事 生命システム情報研究所所長

小岩 弘之
生命研

シンボルマーク



16

開設 平成15年7月1日

所在地 岩手県盛岡市大通3-3-10

所長 小岩 弘之 （学術博士: Ph.D）：岩手県立大学客員教授

従業員 12名（博士4名を含む研究員10名、秘書兼事務員1名、休職中1名：岩手医科大学医学部正規教員として出向中）

事業

当社営業部門への業務支援

当社のバイオ系営業活動支援

当社の営業員への技術･知識の習得支援

当社販売代理店への学術・技術サービス提供

当社顧客への技術セミナー等を通じた情報提供

研究所としての事業展開

遺伝子発現データ解析、テキストマイニングなどを通じて研究支援をし、学術基礎研究･医学医療技術研究開発を加速させ

社会貢献を目指す（バイオITビジネス）

バイオ系学術情報収集、先端バイオ学術セミナー企画、新規アイディア等の提言

産学連携バイオ共同研究等における対応と推進

生命システム情報研究所事業概要（1）

生命システム情報研究所概要 （2007年12月10日現在）
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バイオインフォマティクス（生物情報科学）による

高度な遺伝子発現データ解析。

ユーザとのコンサルティングにより問題発見と

それらの解決への糸口を提供する、

北東北発のバイオIT受託ビジネス。

研究者が直面している「研究梗塞」状況を、

高度な遺伝子発現データ解析技術支援により改善打開し、

「研究高速」化と「円滑な研究循環」を促進する。

東北化学薬品（株）生命システム情報研究所

「北東北から全国に向けて先端バイオITビジネスを発信」

当社研究所設立のねらい事業概要（2）
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遺伝子実験、アレイデータ解析・遺伝子情報に熟知した研究員による、質の高いデータ受託解析

を提供。

高利益率商品MOGERA®シリーズ「遺伝子発現データ解析・テキストマイニング等」を展開

（解析データはアレイメーカーや種類を問わないバイオITビジネスの推進）。

受託マイクロアレイ実験からデータ解析まで対応するトータルソリューションITビジネスの

開始・推進。

バイオITビジネスで、当社営業担当者は専門的顧客と対話する能力が向上し、信頼関係が

一層強化。

生物学を理解しているバイオインフォマティクス専門集団。

顧客の希望に対応できる解析メニューのラインナップ。

これまで提供したサービス内容については内容品質は高く評価されており、ノークレーム。

当研究所の特長と強み事業概要（3）

高利益を狙う、顧客満足度の高いバイオITビジネスで差別化

1

2

3

4

5

6
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当研究所のデータ解析受注状況当研究所の状況（1）
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各決算期における受注実績の推移と08/9期予想

受託遺伝子発現データ解析数の増加

受注件数は大幅に増加し、1件当たりの受注額も増大（質的変化）。

データ解析受注事例（次頁参照）：受注先事例からも解析内容質への高い評価を示す証拠。

高利益率商品

受託遺伝子発現データ解析数の増加

解
析
受
注
数
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07/9期におけるセミナー開催啓蒙活動状況

目的

マイクロアレイ実験～データ解析までの理解を深めさせ、顧客・潜在顧客に対するアカデミア向け説明紹介。

2006/12/15 名古屋大学医学部遺伝子実験施設セミナー

2007/01/12 JSTサテライト岩手セミナー

2007/02/16 つくば農業生物資源研究所セミナー

2007/02/19 日本医科大学セミナー DNAマイクロアレイ講習会

2007/05/28 第9回 弘前大学医学部脳研・高度先進合同セミナー

2007/08/25 岩手医科大学医学部大学院バイオインフォマティクスセミナー
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07/9期における当事業展示会開催広報活動状況（1）

目的

当社遺伝子発現データ解析や新受託サービス商品の理解を深めさせ、顧客への啓蒙活動・事業宣伝活

動、顧客開拓を行う。

2007/09/20～22 日本動物学会弘前大会（弘前大学）出展

2007/10/25～26 国際運動免疫学会（仙台国際ホテル）出展

2007/12/14～16

第23回 日本小児がん学会出展予定

第49回 日本小児血液学会出展予定

（仙台国際センター）
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07/9期におけるマスコミ報道広報活動状況（2）

2006/11/10 日本経済新聞東北経済欄 「遺伝子・タンパク質情報の提供」

2006/11/17 日経産業新聞 「遺伝子・タンパク質情報の提供」

2006/12/12 日本経済新聞東北経済欄 「岩手大発VBとの共同解析事業

2006/12/15 日経産業新聞 「岩手大発VBとの共同解析事業」

2007/01/04 盛岡タイムス 「データ群のカオス性判定」

2007/02/15 盛岡タイムス 「機能性食品を開発へ 可能性探る研究会が発足」

2007/08/03 日本経済新聞 地方経済面 「青森、盛岡の拠点拡充」

2007/08/14 日本経済新聞 地方経済面 「遺伝子解析事業拡大 植物・畜産も受注」

2007/10/29 盛岡タイムス 「データ解析まで一貫で 新サービスを開始」

2007/11/02 日本経済新聞 地方経済面 「遺伝子データ解析 拡充、実験から一括受注」

2007/08/22 株式新聞 メタボリックシンドローム対策用の機能性食品「Dr.BAANs」

2007/11/14 日経産業新聞 「遺伝子データ解析 拡充、実験から一括受注」
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04～07年9月末現在まで

データ解析受注取引先事例当研究所の状況（2）

北海道大学創成科学研究機構・獣医学部 筑波大学先端領域学際研究センター 群馬大学医学部

札幌医科大学医学部

弘前大学医学部

北里大学獣医畜産学部

岩手大学農学部・寒冷バイオセンター 愛媛大学医学部 東京医科歯科大学医学部

東北大学附属病院 熊本大学医学部 （独）作物研究所

秋田大学医学部 川崎医科大学医学部 埼玉県立癌センター

東京大学医科学研究所・医学部・附属病院・農学部 東京理科大学基礎工学部 理化学研究所脳科学センター

浜松医科大学医学部 東京女子医科大学医学部 （独）東北農業研究センター

名古屋大学医学部 帝京大学医学部 （独）北海道農業研究センター

名古屋市立大学医学部・薬学部 城西大学医学部 製薬メーカー

名古屋市立大学動物実験施設 松本歯科大学歯学部 調味料関連食品メーカー

新潟大学脳研究所 日本医科大学医学部 アレイ受託サービス会社

新潟大学医学部 順天堂大学医学部 バイオ試薬関連会社

金沢医科大学医学部 防衛医科大学医学部 大手タイヤメーカー研究所

岩手医科大学医学部・歯学部・薬学部 徳島大学医学部 国立がんセンター研究所

山形大学医学部 高知大学医学部 医薬基盤研究所

東北大学医学部・薬学部・農学部 大分大学医学部 国立感染症研究所

東北大学先進医工連携 山梨大学医学部 （独）農業生物資源研究所

信州大学農学部・医学部

藤田保健衛生大学医学部三重大学医学部

大分大学医学部

富山大学医学部

自治医科大学医学部

九州東海大学農学部

岡山大学医歯薬総合研究所・医学部 大手化学工業薬品メーカー など
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受託遺伝子発現解析などの

顧客満足度の高いサービスの提供

当社の主力商品である遺伝子発現データ解析

サービス「MOGERA-GE」、「MOGERA-AS」

高度文献マイニングサービス「MOGERA-GR」及び

「MOGERA-TD」等を利用した顧客への解析サービ

ス

未知遺伝子への推定アノテーション付加情報提供

サービス「MOGERA-BD」

近未来予測解析サービス「MOGERA-CHAOS」

MOGERA-GEサービスの特長：

徹底した顧客とのコンサルティングによる解析

サービス対応

顧客解析データ情報の漏洩防止・守秘義務、情

報管理の徹底（提供データの暗号処理化）。

先端バイオに関する知識習得

顧客であるバイオユーザーのニーズ把握が可能

顧客の深堀り・新規開拓

セミナー風景写真

当社社員に対する研修の開催

東北化学薬品グループへサービス提供当研究所の状況（3）
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米国、欧州にてロシュ

ダイアグノスティックスの

臨床診断用アレイチップ

P450（アフィメトリクス製）

承認発売

バイオ事業、

並びに医療現場への

一層の普及を目指す

（2010年ごろ）

各社関連機器及び

DNAチップの販売価格の

著しい低下

用途別DNAアレイチップ

の展開

マイクロアレイ利用

研究者の増加と

裾野拡大

医療・

診断
医学・生物学基礎研究

マイクロアレイの今後の展開（1）今後の戦略（1）

ロシュの社名確認
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新薬開発 急速な成長へ

生産性の低下

開発コストの増大

バ
イ
オ
チ
ッ
プ
技
術

マイクロアレイの今後の展開（2）今後の戦略（2）
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当社事業への横断的営業支援（1）今後の戦略（3）

大学・研究機関への遺伝子発現データ解析（MOGERA）サービスの継続

生活習慣病改善医療分野への進出支援強化

⇒“メタボリックシンドローム”予防・改善を目指す健康食品Dr．BAANs

（BBKバイオ社）販売開始。次の予防医療分野における新規商品開発取組み

当社営業部門､日栄東海との連携による医薬医療・バイオ部門への販売強化

メーカーによるバイオ関連新商品の説明会開催

大学研究機関研究者による先端技術セミナーのコーディネート

当研究所による医薬・バイオ業界の最新情報紹介

顧客・取引先や当社社員への継続的なセミナー・勉強会の実施
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当社営業部門

新規顧客開拓と営業への情報提供

岩手医科大学医学部

岩手大学農学部

岩手県立大学

ソフトウェア情報学部 等

産学連携

遺伝子発現データ解析分野での

新規ツールの開発と受託サービス

新商品の開発

蛋白質研究分野での新規解析

商品

共同開発

（独）東北農業研究センター

東京大学

等

新規ゲノム解析ツールの
共同開発

当社事業への横断的営業支援（2）今後の戦略（4）

企業や研究機関との共同研究により当社営業部門を支援
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最新情報、技術協力や販売連携・展開で相互協力

● 日立ハイテクノロジーズ

● 和光純薬工業 ● コスモバイオ

● インフォコム ● 日本IBM

● トミーデジタルバイオロジー

● ファルマデザイン ● 東レ

● アジレント ● 第一化学薬品

● 日本遺伝子研究所など

高いシナジー効果を発揮

① 50年以上の事業実績による顧客との

信頼関係

② 顧客の要求を満たす設備や技術を保有

③ 有益な情報提供力により高度な

サービスを提供

④ 生命システム情報研究所

東北地方における有力化学系総合商社

東北化学薬品

企業との連携･協業の推進協業戦略（1）
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事業連携事例（1）協業戦略（2）

日本IBM東京基礎研究所のライフサイエンス分野における新規テキストマイニングシステム

MedTakmiを利用した商品開発。当社生命システム情報研究所がバイオ分野の

遺伝子発現データ解析の延長上で全国規模での商品化を実現。

⇒MOGERA-GR,TDを開発

事例1：日本IBM社と協業連携（2004～2006）

当社生命システム情報研究所の受託バイオIT解析ビジネス展開に注目し、Infocom社自身の

受託パスウエイサービスを、当社バイオITビジネスの商流に乗せることで連携協力

⇒MOGERA-PA商品を開発

事例2：Infocom社と協業連携（2005～2007）
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事業連携事例（2）協業戦略（3）

1）岩手医科大医学部「岩手県･夢県土岩手プロジェクト」（2004.10年～2006.3）

脳血管疾患個別化両方確立に向けたバイオチップの研究開発

2）岩手医科大医学部JSTプロジェクト（2006.1～）

脳血管疾患診断マーカーの同定と新規診断薬の研究開発

共同研究開発中

3）岩手医科大医学部細菌学JSTプロジェクト（2007.10～）

新規インフルエンザワクチンの開発

4）日本IBM東京基礎研究所（2004～2006）

ライフサイエンス分野における新規テキストマイニングシステムの共同研究開発「ライフサイ

エンス分野向けテキストマイニング用辞書における不適切エントリーの抽出」 （情報処理学

会研究報告：37－44：2005）

事例3：共同研究開発の実績



第四部

ご参考

東北化学薬品グループの事業概要
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会社概要

社名
東北化学薬品株式会社
TOHOKU CHEMICAL CO., LTD．

本社 青森県弘前市大字神田1-3-1

代表者 代表取締役社長 東 康夫

設立 昭和28年2月

資本金 8億2,040万円

従業員 235名 （連結：平成19年3月末現在）

売上高 18,856百万円 （連結：平成18年9月期）

事業内容
化学工業薬品・関連機器 臨床検査試薬・関連機器
食品添加物・関連機器 農業資材・関連機器

連結子会社
あすなろ理研株式会社
東北システム株式会社
北星化学株式会社

会社概要 会社概要

昭和28年 2月
青森県弘前市北瓦ヶ町で化学工業薬品の販売を目的として東
北化学薬品株式会社を設立

昭和29年 8月
毒物劇物一般販売業の許可取得することにより、一般の化学工
業薬品の他に毒物劇物の化学工業薬品の販売を開始

昭和30年 6月
医薬品卸売一般販売業の許可取得することにより、医薬品の販
売を開始

昭和51年 9月
高圧ガス販売事業の許可取得することにより、高圧ガスの販売
を開始

平成 7年 6月 日本証券業協会に株式を店頭登録

平成18年11月
介護事業と医療分野の強化のため（株）グリーンケアガーデンを
持分法適用関連会社化

平成14年 1月 秋田支店においてISO14001の認証取得を受ける

平成15年 1月 本社においてISO14001の認証取得を受ける

平成15年 7月
先端バイオITビジネス発信及び営業支援のため、岩手県盛岡市
に生命システム情報研究所を開設

平成16年 1月
岩手支店、仙台支店、山形支店においてISO14001の認証取得
を受ける

平成16年12月 東北システム（株）においてISO9001の認証取得

平成17年 1月 鶴岡営業所においてISO14001の認証取得

平成17年 9月 日栄東海と資本提携及び業務提携

昭和58年 6月
化学工業薬品の製造をおこなうことを目的として、100％子会社
の東奥科研（株）（現 あすなろ理研（株）（現 連結子会社）を設立

昭和63年 8月
ソフトウェアの開発やパソコンの販売を目的として、子会社の東
北システム（株）（現 連結子会社）を設立

平成元年 3月
自社所有の土地・建物の管理を目的として、100％子会社の
（株）東化地所を設立

平成 4年10月 100％子会社（株）東化地所と合併

平成19年4月
岩手県地区への販売強化を目的として北星化学（株）を完全子
会社化
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岩手支店

大館営業所

むつ小川原営業所

青森支店

八戸支店

仙台支店

秋田支店

山形支店

米沢営業所

東京支店

生命システム
情報研究所

盛岡営業所
鶴岡営業所

東北地方をドミナントに営業展開当社の特長

営業エリア（2007年7月30日現在）

弘前本社

50年以上の事業実績による顧客との信頼関係

顧客の要求を満たす設備や技術を保有

有益な情報提供力により高度なサービスを提供
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当社を取りまくマクロ環境（1）事業概要（1）

化学工業薬品部門

ICやLSIの半導体、液晶、ディスプレイ製造に欠かせない電子材料や高純度溶剤等の

先端技術関連の化学工業薬品の需要増

一部のＩＴ産業での購入方法変更による売上減

環境対策用化学工業薬品及び関連商品の需要拡大

顧客の設備増強による消耗品の需要増

リサイクルビジネスの需要拡大

東北6県における製造出荷額推移

（単位：千億円）

東北地方の工場立地件数推移 （敷地面積1,000㎡以上）

（単位：件/Plants）

（年）

※2006年は速報値
出所：経済産業省「工業統計調査」 出所：経済産業省「工場立地動向調査」

※
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臨床検査試薬部門

超高齢化社会を展望した新たな医療保険制度体系への移行

安心、信頼の医療の確保と予防の重視～生活習慣病の予防へのシフト

（平成20年度より特定健診制度開始）

国民医療費の推移

（単位：千億円）

国民の人口比率の推移

（年度）

（年）

出所：実績値は厚生労働省「平成16年度国民医療費の概況について」
予測値は矢野経済研究所

出所：2000年までは総務省統計局「国勢調査」

2010年からは国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」 による中位推計

当社を取りまくマクロ環境（2）事業概要（2）
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化学工業薬品分野事業概要（3）

事業内容

化学工業薬品/化学工業薬品関連機器販売

IT関連・製薬・環境の各産業界、大学や研究所に対し販売

主要顧客

民間企業（半導体・液晶・製薬など）

国公立大学法人、各種研究機関

事業の特長

顧客からの発注要請に迅速に対応できる諸設備を保有

大量の化学工業薬品配送用設備を保有

（大ロット・小ロットともローリーで対応可能）

危険物用温調付きの特殊倉庫を保有

多品目の最先端技術関連の特殊工業薬品類を提供可能

レジスト、現像液、剥離液、リンス液、反射防止膜等

生命システム情報研究所の事業とのシナジー効果により、バイオ市場への

拡販を図る

危険物用温調付き倉庫
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臨床検査試薬分野事業概要（4）

事業内容

臨床検査試薬/臨床検査関連機器の販売

医療現場のニーズを取り入れ、様々な医療関連の試薬、機器等

の取扱い、臨床検査試薬・機器、画像診断関連機器などの販売

主要顧客

国公立病院、民間医療機関、検査センター

事業の特長

設立から培われた大学・病院との強い結びつきにより、売上・利益を拡大

総合機器リースシステムの提案によるトータルの販売

日栄東海及び北星化学との連携による販売
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その他の分野事業概要（5）

事業内容

食品分野/農業資材分野

豊かに広がる食の充実に欠かせない食品添加物、食品素材、

加工機器等の販売

農薬および農業関連資材の販売、種苗、花卉生産用鉄骨温室な

どの設備施設販売

主要顧客

食品工場、JA、共同防除組合等

事業の特長

食品分野では、顧客からの幅広いニーズに迅速に対応可能

農業資材分野では、農薬に加え自社ブランドの肥料、生産副資材等幅広い商品群を用意
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あすなろ理研㈱

化学工業薬品、臨床検査試薬、その他・アフターサービス

化学工業薬品・
農業関連分野
（アグリビジネス）

化学工業薬品関連機器
アフターサービス

受注オンライン発注

東
北
化
学
薬
品
㈱

生命システム
情報研究所

化学工業薬品、臨床検査試薬、
その他・アフターサービス

臨床検査試薬関連機器・アフターサービス

仕
入
先
（
メ
ー
カ
ー
）

お
客
様

東北システム㈱

北星化学㈱
試薬・臨床検査試薬・アフターサービス

当社グループ概要事業概要（6）

企業集団の系統図
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【 東北圏 】

【 関東圏 】

お
客
様

お
客
様

仕
入
先
（
メ
ー
カ
ー
）

当

社

生命研

生命研 販売
代理店

商品商品

商品商品

技術的サービス支援

▶ 先端技術関連情報
▶ ハイテク関連機器情報

▶ 検査に関連する最新情報

営 業

様々なサービス提供

当

社

①当社の販売支援
②当社社員への技術指導
③お客様への受託解析サービス

仕
入
先
（
メ
ー
カ
ー
）

当社のビジネスモデル事業概要（7）
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（注）2007年9月末現在

薬剤師 ..................................................... 7名

介護支援専門相談員（ケアマネージャー） .... 2名

高度管理医療機器販売責任者 ................... 13名

医療機器修理講習修了者 ........................... 12名

当社の強みと特長事業概要（8）

顧客から信頼される商品供給力を保有

各拠点に安全性が高い貯蔵施設を配置し、信頼度の高い優れた保管体制を保持

顧客からの緊急な注文に対して、迅速な対応が可能

専門性が高く、情報提供力を武器にした営業を実践

昭和28年の創業以来、化学工業薬品メーカーや臨床検査試薬関連メーカーとの強固な結びつきから

様々な情報を提供可能

工場の各部門（製造、研究、品質管理等）への幅広い商品展開が可能

生命システム情報研究所からの様々な情報を利用した質の高い営業を実践

業務を熟知した多数の専門家を保有

危険物取扱者（甲種・乙種） ................ 65名

毒物劇物取扱主任者 ....................... 66名

高圧ガス第一種販売主任者 ............... 27名

博士号取得者 ................................... 4名

顧客に対して、付加価値の高いサービスを提供

生命システム情報研究所による様々な試験・研究でのデータ解析サービスを提供

販売代理店に対しても付加価値のある情報を提供し、サービス強化をサポート
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今日、ゲノム網羅的な発現プロファイル解析は、強力な解析
ツールである

プローブの数が膨大なため、網羅的な遺伝子発現解析が可
能となる（マイクロアレイ遺伝子発現解析）

DNAマイクロアレイとはバイオ業界動向（1）
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（大学・公的機関）
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DNAチップ
受託解析

出所：シードプランニング社

DNAマイクロアレイ実験

・疾患関連遺伝子の解明

・薬効薬理

・毒性の遺伝子レベルでの解明

・将来のバイオ医療診断

・創薬

アレイ実験の膨大な

データ

生物統計学的

遺伝子発現データ解析

に戸惑い

バイオIT解析サービス

需要の増大

マイクロアレイの日本市場バイオ業界動向（2）
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データの急増

今後も続く！

ゲノム配列関連のデータ数の急増
ゲノム情報関連のデータベースの拡大

バイオ業界動向（3）

Year Base Pairs Sequences

1982 680,338 606

1990 49,179,285

384,939,485

11,101,066,288

56,037,734,462

39,533

1995 555,694

2000 10,106,023

2005 52,016,762
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バイオビジネスの動向バイオ業界動向（4）

遺伝子ビジネスを支援するバイオIT関連技術革新

バイオと情報科学が融合した新しい分野のバイオインフォマティクスが生まれ、急発展中。

遺伝子情報解析技術

膨大な数の遺伝子発現データをコンピュータ上にて専用解析ソフトを駆使して、遺伝子間の複雑

な関係性を見出し、的確且つ効率的に該当遺伝子を絞り込んでゆく高度な特殊解析技術。

データマイニング技術

これまでの膨大な文献情報から、コンピュータを駆使して研究目的に関連する可能性の高い文献

を効果的に抽出する先端技術。

ライフサイエンス分野のテキストマイニング技術
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遺伝子発現データ解析サービス
「MOGERA®-AS」、「MOGERA®-GE」

商品紹介（1）
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遺伝子発現データ解析サービス
「MOGERA®-GR」

商品紹介（2）
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パスウエイ解析サービス「MOGERA®-PA」
タンパク質ドメイン検索サービス「MOGERA®-BD」

未知遺伝子への推定アノテーション
付加情報提供サービス。ゲノム配列、
アミノ酸配列から蛋白質3次元構造
機能予測解析サービス対応

商品紹介（3）

「MOGERA®-ＢＤ」
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新商品リリース商品紹介（4）

カオス解析受託サービス「MOGERA®-CHAOS」
マイクロアレイ実験から解析までの
トータルソリューションサービス「MOGERA®-AgiPack」
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Dr.BAANs（製造元：BBKバイオ社）

メタボリックシンドローム予防・改善を目指す人のために

Dr．BAANｓ 希望小売価格￥30,000： 5箱パックで30袋入り（1袋250g）
カフェオレ味、バナナオレ味、抹茶オレ味、ストロベリー味、ミルクティー味
1食160ｋcal

商品紹介（5）

Dr.BAANs（BBKバイオ社）登場



将来見通しに関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社
の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。

また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するもの
ではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させて
いただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任は負いません。

IRに関するお問合せ先

東北化学薬品株式会社
経理部 部長 小寺 伸哉
電話： 0172-33-8101
e- mail:kodera@t-kagaku.co.jp

東北化学薬品ホームページ URL:  
//www.t-kagaku.co.jp

生命システム情報研究所ホームページURL:
//www.t-kagaku.co.jp/seimeiken/index.htm
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