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会社概要

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

会社プロフィール 沿革

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

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
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

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

資本金 8億2,040万円

従業員 249名 （連結：平成21年3月末現在）

売上高 19,831百万円 （連結：平成20年9月期）

化学 業薬品 関連機器 臨床検査試薬 関連機器

を開始

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

自社所有の土地・建物の管理を目的として 100％子会社の
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

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 7年 6月 日本証券業協会に株式を店頭登録

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 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 (株)日栄東海と資本提携及び業務提携

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

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
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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

平成20年10月 山形支店、北星化学（株）の臨床検査試薬部門強化



東北地方をドミナントに営業展開当社グループの特長

営業エリア（2009年3月末現在）

弘前本社 むつ小川原営業所

あ 株

東北システム株式会社

弘前本社 むつ小川原営業所

青森支店

八戸支店
あすなろ理研株式会社

秋田支店

大館営業所

生命システム
情報研究所

盛岡営業所

鶴岡営業所

株式会社グリーン
ケアガーデン

秋田支店

岩手支店

北星化学株式会社

鶴岡営業所

50年以上の事業実績による顧客との信頼関係

山形支店

米沢営業所

仙台支店

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
東京支店
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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

世界的景気低迷による輸出型産業の生産低迷

ジェネリック医薬品製造の拡大による需要拡大ジェネリック医薬品製造の拡大による需要拡大

景気浮揚策である補正予算による需要拡大

環境対策用化学工業薬品及びリサイクルビジネスの需要拡大

官公庁（上 下水道）の包括管理（民間委託）になることにより 納入可能 リア拡大官公庁（上・下水道）の包括管理（民間委託）になることにより、納入可能エリア拡大

東北6県における製造出荷額推移
東北地方の電子・デバイス（半導体を含む）
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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」

（年）



当社を取りまくマクロ環境（2）事業概要（2）

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高 展 新 療 険 度体

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４月より特定健診制度開始）

病院の整理合理化・民営化病院の整理合理化 民営化

ＤＰＣ（包括評価）病院の拡大

国民医療費の推移 国民の人口比率の推移
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0～14歳 15～64歳 65～74歳 75歳以上

出所：「平成16年度国民医療費の概況について」「医療費の将来見通しに関する検討会」厚生労働省 出所：2005年は総務省統計局「国勢調査」

2030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



化学工業薬品部門事業概要（3）

事業内容

化学工業薬品/化学工業薬品関連機器販売学 業薬品 学 業薬品関連機器販売

IT関連・製薬・環境の各産業界、大学や試験研究所に対し販売

主要顧客主要顧客

民間企業（半導体・液晶・製薬など）

大学、高専、各種研究機関

官公庁（上下水道、し尿・ごみ処理場、維持管理業者など）

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 危険物用温調付き倉庫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

危険物用温調付き倉庫

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、

6

バイオ市場への拡販を図る



臨床検査試薬部門事業概要（4）

事業内容

臨床検査試薬/臨床検査関連機器の販売臨床検 試薬 臨床検 関連機器 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 検査センター国公立病院、民間医療機関、検査センター

事業の特長

培 学 病院 結び 売 益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

（独）国立病院機構等の共同入札への対応強化

リサーチの強化（病院の経営方針の把握）

経営層との関係強化（潜在的課題の把握）
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強 潜

検査改善のための共同提案（東北化学薬品・機械メーカー・検査薬メーカーによるノウハウ提供）



その他の部門事業概要（5）

事業内容

食品分野/農業資材分野食品分野 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

どの設備施設販売どの設備施設販売

主要顧客

食品工場 JA 共同防除組合等食品工場、JA、共同防除組合等

事業の特長

食品分野では、食品添加物はもとより、品質管理用機器、衛生関連商品、工業薬品等、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

各拠点での専任担当者を配置し、きめ細かなサービス対応が可能

8



各事業の業績推移・事業関連データ事業概要（6）

12 000

15,000

化学工業薬品部門売上高推移

商社 1,044
1,100

（単位：百万円）

顧客業種別顧客比率（08年9月期） 大館営業所売上高推移
（単位：百万円）
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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
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岩手医科大学



当社グループ概要事業概要（7）

企業集団の系統図

あすなろ理研㈱

化学 業薬品 東

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）

東
北
化
学

化学工業薬品、臨床検査試薬、
その他・アフターサービス
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化学工業薬品関連機器
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）

様

東北システム㈱
臨床検査試薬関連機器・アフターサービス

）東北システム㈱

北星化学㈱
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北星化学㈱
試薬・臨床検査試薬・アフターサービス



当社のビジネスモデル事業概要（8）

【 東北圏 】
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生命研
▶ 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

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

【 関東圏 】
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代理店技術的サ ビス支援 営 業ー
）



当社の強みと特長事業概要（9）

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

薬剤師 ..................................................... 8名

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） ................ 71名

介護支援専門相談員（ケアマネージャー） .... 4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

毒物劇物取扱責任者 ....................... 66名

高圧ガス第一種販売主任者 ............... 33名

博士号取得者 ................................... 8名

（注）2009年3月末現在

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命 情報研究所 様 試験 研究 解析 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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2009月9月期

第2四半期の決算概要

及び今期の見通し

説明者

常務取締役常務取締役
管理統括部 管理グループ長

工藤 幸弘
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工藤 幸弘



2009年9月期第2四半期実績のポイント

経済環境の急激な悪化の影響を受け、売上高94億85百万円（前年同期比7.1％・7

億23百万円減）億23百万円減）

取引先の民事再生法適用により、貸倒引当金繰入額を1億88百万円計上したこと

により、営業損失となる。、 損失

化学工業薬品部門は、半導体関連企業の製造の落ち込みにより化学工業薬品の

売上も減少し、非常に厳しい環境となったため、売上高52億90百万円（前年同期

15 2％ 9億45百万円減）15.2％・9億45百万円減）

臨床検査試薬部門は、後期高齢者医療制度の問題、医療・介護の人員不足により

自治体病院を民間に委託するなど、厳しい環境ではあったが、（独）国立病院機構自治体病院を民間に委託するなど、厳しい環境ではあったが、（独）国立病院機構

への販売拡大等により、売上高32億1百万円（前年同期比5.2％・1億57百万円増）

その他の部門は、特に食品、農業部門において、産地偽装食品の問題や厳しい価

格競争の影響があったが、食品企業への積極的な全事業所展開により、売上高9

億94百万円（前年同期比6.9％・64百万円増）
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財務データ（1） 連結損益計算書

連結損益計算書

（単位：百万円）

2008年9月期中間 2009年9月期第2四半期

実績 対前期比（％） 実績
計画

1月8日公表
対前期比

（％）
対計画比

（％）1月8日公表 （％） （％）

売上高 10,209 105.0 9,485 9,300 92.9 102.0

売上原価 9,070 105.0 8,440 － － －

売上総利益 1,138 104.6 1,045 － － －

販売費及び
951 106 1 1 121 － － －

一般管理費
951 106.1 1,121 － －

営業利益（損失） 187 97.6 △75 △70 － －

経常利益（損失） 195 96.6 △57 △60 － －

四半期（中間）
純利益（損失）

48 69.6 △48 △115 － －
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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

2008年9月期

中間

2009年9月期
2Q

対前期比
（％）

2008年9月期

中間

2009年9月期
2Q

対前期比
（％）中間 2Q （％） 中間 2Q （％）

化学工業薬品部門 6,235 5,290 84.8 658 560 85.1

臨床検査試薬部門 3,043 3,201 105.2 360 364 101.1

その他部門 929 994 106 9 121 121 100 0その他部門 929 994 106.9 121 121 100.0

化学工業薬品部門

半導体関連企業への化学工業薬品の売上が減少

臨床検査試薬部門

（独）国立病院機構向け検査試薬売上増及びシステム機器の販売が好調
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連結貸借対照表（資産の部）財務データ（3）

連結貸借対照表（資産の部）

（単位：百万円）

2008年9月期中間 2009年9月期2Q 対前期比（％） 変動要因

流動資産 6,482 5,910 91.2

現金及び預金 736 551 74.9

受取手形及び売掛金 5,065 4,701 92.8

商品 552 624 113 0商品 552 624 113.0

その他 131 76 58.0

貸倒引当金 △3 △43 －
取引先の民事再生法
適用の影響適用の影響

固定資産 3,155 3,123 99.0

有形固定資産 1,955 2,111 108.0

無形固定資産 18 14 77.8

投資その他の資産 1,180 997 84.5

資産合計 9 638 9 034 93 7

17
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連結貸借対照表（負債・純資産の部）財務データ（4）

連結貸借対照表（負債・純資産の部）

（単位：百万円）

2008年9月期中間 2009年9月期2Q 対前期比（％） 変動要因

流動負債 5,266 4,901 93.1

支払手形及び買掛金 4,980 4,733 95.0

その他 286 167 58.4

固定負債 92 62 67.4

資本金 820 820 100.0

資本剰余金 881 881 100 0資本剰余金 881 881 100.0

利益剰余金 2,513 2,383 94.8

その他 62 △14 － 投資有価証券の時価下落その他 62 △14 投資有価証券の時価下落

負債・純資産（総資産） 9,638 9,034 93.7
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キャッシュ・フロー財務データ（5）

キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

2008年9月期中間 2009年9月期2Q 内訳

売上債権の減少
営業活動によるキャッシュ・フロー △150 443

売上債権の減少

仕入れ債務の増加

投資活動によるキャッシュ・フロー △8 △79 有形固定資産の取得

財務活動によるキャッシュ・フロー △81 △161
短期借入金の返済

配当金の支払

現金及び現金同等物の増加額現金及び現金同等物の増加額
又は減少額

△240 202

現金及び現金同等物の期首残高 970 342現金及び現金同等物の期首残高 970 342

現金及び現金同等物の2Q期末残高 730 545

19



事業戦略のポイント今後の事業戦略

生命システム情報研究所、北星化学、日栄東海との連携強化・シナジー効果により、関東エリ

アへの販売を強化（企業の広域化）

利益率の向上を目指す利益率の向上を目指す

販売品目の見直し、仕入先との独自キャンペーンの展開等

販売品目の更なる拡販強化を図る

販売体制の見直し強化（事業及び販売拠点の選択と集中）

国立・私立大学、各種研究機関への拡販（補正予算の取り込み）

各事業所のラインアップ増加による拡販（中古品機器販売にも注力）各事業所 ラ 増 拡販（中 品機器販 ）

臨床検査試薬部門は宮城、山形、岩手（北星化学）の拡販

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

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 カ を厳選して拡販

特定健診に対応した、関連の試薬、機器、システムの販売

ヘルスケアチームによるメタボリック対策市場への健康食品等の販売

ビジネス環境変化に対するスピーディーな体質改革を図る

各種医療機関への共同入札（共同購入）への対応を継続…一層の拡販を図る

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
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2009年9月期の業績見通し業績予想（1）

2009年9月期の業績見通し

（単位：百万円）

2008年9月期 2009年9月期予想 対前期比（％）

売上高 19,831 18,300 92.3

売上原価 17,634 16,200 91.9

売上総利益 2,196 2,100 95.6

販売費及び一般管理費 1,914 2,110 110.2

営業利益 282 △10 －

経常利益 302 25 8.3

当期純利益 38 10 26.3

販売費及び一般管理費

取引先の民事再生法適用の影響により貸倒引当金繰入額が増加するが、全社的

経費 大幅見直 を行なうに経費の大幅見直しを行なう

経常利益

売上減に伴う売上総利益の減少、販管費の増加により経常利益も減少
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2009年9月期のセグメント別売上高見通し業績予想（2）

2009年9月期のセグメント別売上高見通し

（単位：百万円）

2008年9月期 2009年9月期 対前期比（％）

化学工業薬品部門 12,044 9,910 82.3

臨床検査試薬部門 5,689 5,900 103.7

その他部門 2,098 2,190 104.4

化学工業薬品部門

化学工業薬品を中心に 引き続き厳しい経営環境が続くと想定化学工業薬品を中心に、引き続き厳しい経営環境が続くと想定

臨床検査試薬部門

試薬及びシステム機器の販売で増収を目指す

その他部門

厳しい値引き要請があるも、「食の安全」をテーマにして、ニーズの高まる食品・

水産分野を中心に拡販を目指す
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第三部

東北化学薬品における

バイオITビジネス戦略バイオ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

生命研

事 命 情報研究所所長

小岩 弘之
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生命システム情報研究所事業概要（1）

開設 平成15年7月1日

生命システム情報研究所概要 （2009年3月31日現在）

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 14名（博士4名を含む研究員12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）

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

事業

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産学連携バイオ共同研究等における対応と推進
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当社研究所設立のねらい事業概要（2）

遺伝子関連研究の極めて膨大なデータは、高度な生物統計学を
駆使しなければ有用なデータの分析が不可能。

高度な生物統計学の専門家は少なく 習得も困難 さらに 数値の高度な生物統計学の専門家は少なく、習得も困難。さらに、数値の
意味・内容を理解・対応するにはバイオ知識と豊富な実験経験が
必要（研究梗塞）

データマイニングにより、迅速・効果的に有用な遺伝子関連情報を
付加し、それら相関関係やパターンを効率的に探り出して問題解
決を行うことで、新たな研究デザインの見直しや研究時間の短縮・
更なる進展 加速が可能（研究高速）

新たな研究成果創出と技術革新・開発がもたらされる可能性が大

更なる進展・加速が可能（研究高速）

当研究員の専門領域とバイオＩＴビジネス

新たな研究成果創出と技術革新 開発がもたらされる可能性が大
いに高まる（円滑な研究循環）

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先端バイオITビジネスを発信中」

バイオITの研究成果が医療・創薬分野から

25
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当研究所の特長と強み事業概要（3）

遺伝子実験 アレイデ タ解析 遺伝子情報に熟知した研究員による 質の高いデ タ受託解析を提供

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 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 タはアレイメ カ や種類を問わないバイオITビジネスの推進）

1

2
（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。3

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。4

バイオ各種実験の経験が豊富で基礎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。5

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。

6
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DNAマイクロアレイとはバイオ業界動向（1）

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 アレイチップの品質が非常に向上し アレイツ ルである。アレイチップの品質が非常に向上し、アレイ
チップの種類も用途に応じて多数生まれ、裾野が拡大。
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）
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DNAチップ市場推移予測バイオ業界動向（2）

億円

200
200

DNAチップ・試薬・消耗品の市場推移予測
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現状の成長を続ける場合 市場が大きく拡大する場合（医療診断分野で活用）
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出所：シードプランニング社

現状の成長を続ける場合 市場が大きく拡大する場合（医療診断分野で活用）



マイクロアレイの日本市場バイオ業界動向（3）

日本におけるDNAチップの受託市場規模予測

アレイ実験の膨大な
50

億円

アレイ実験の膨大な

データ

27

32
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4038

30

40

生物統計学的

27
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30

遺伝子発現データ解析

に戸惑い

0

10

2009年 2011年 2013年 2015年 2017年

出所：シードプランニング社

・疾患関連遺伝子の解明

薬効薬理
バイオIT解析サービス

2009年 2011年 2013年 2015年 2017年

DNAマイクロアレイ実験

・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

イオ 解析サ

需要の増大
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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）

受託遺伝子発現データ解析数の増加

受注件数は増加傾向にあり、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の質への高い評価を示す証拠

高利益率商品、しかもこれまで解析内容についてノークレーム

各決算期における受注実績の推移と09/9期予想

通期予想
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解
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受 53
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受託遺伝子発現データ解析数の増加
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受託遺伝子発現デ タ解析数の増加



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 岡山大学医歯薬総合研究所および医学部 医薬基盤研究所

札幌医科大学医学部 愛媛大学医学部 香川大学医学部

旭川医科大学医学部 神戸大学農学部 国立がんセンター研究所

弘前大学医学部 鳥取大学医学部 国立感染症研究所

青森県立保健大学 徳島大学医学部 （独）農業・食品産業技術研究機構

北里大学獣医畜産学部 高知大学医学部 （独）宇宙航空研究機構（JAXA)：筑波

岩手大学農学部 大分大学医学部 （独）農業生物資源研究所/（独）作物研究所

岩手大学農学部付属 寒冷バイオ研究センター 山梨大学医学部 東京都臨床医学総合研究所

岩手医科大学医学部・歯学部・薬学部 熊本大学医学部 埼玉県立癌センタ岩手医科大学医学部・歯学部・薬学部 熊本大学医学部 埼玉県立癌センター

山形大学医学部 川崎医科大学医学部 理化学研究所脳科学センター

東北大学医学部・薬学部・農学部・先進医工連携 東京理科大学基礎工学部 （独）東北農業研究センター

東北大学附属病院・加齢研究所・国際融合研究所 東京女子医科大学医学部 （独）北海道農業研究センター

秋田大学医学部 帝京大学医学部 （独）国際農林水産研究センター秋田大学医学部 帝京大学医学部 （独）国際農林水産研究 ンタ

秋田県立大学生物資源科学部 城西大学医学部 （独）酒類総合研究所

東京大学医科学研究所・医学部・附属病院・農学部 明治大学農学部 （独）産業技術総合研究所特許生物委託センター

浜松医科大学医学部 早稲田大学教育学部 （独）野菜茶業研究所

名古屋大学医学部 東洋大学生命科学部 （独）畜産草地研究所

名古屋市立大学医学部・薬学部・動物実験施設 松本歯科大学歯学部 （財）環境科学技術研究所

筑波大学先端領域学際研究センター 日本医科大学医学部 （財）岩手生物工学研究センター

新潟大学脳研究所・医学部、農学部、理学部 順天堂大学医学部 大手製薬メーカー

金沢医科大学医学部 防衛医科大学医学部 調味料関連食品メーカー

信州大学農学部 学部 本大学 学部 イ受託 ビ 会社信州大学農学部・医学部 日本大学医学部 アレイ受託サービス会社

群馬大学医学部 藤田保健衛生大学医学部 かずさDNA研究所

京都大学医学部・再生研究所 自治医科大学医学部 バイオ試薬関連会社

三重大学医学部 九州東海大学農学部 大手タイヤメーカー研究所

富山大学医学部・付属病院 東京医科歯科大学医学部 米国メリーランド州立大学生物学部

31
04～09年3月末現在まで：リピータも含む

富山大学医学部 付属病院 東京医科歯科大学医学部 米国メリ ランド州立大学生物学部

大分大学医学部 東京医科大学医学部 大手化学工業薬品メーカーなど その他多数



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）

受託遺伝子発現解析などにおいて、どこよりも

顧客満足度の高いサービス提供のための研修
当社社員・所員に対する研修の開催

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・新規開拓講師：大阪大学名誉教授

松原謙一博士

講師：岩手医科大助教

西塚哲博士

講師：基礎生物学研究所 講師：DBCL情報システム研究機構准教授
当社社員向け研修

32

講師：基礎生物学研究所

長谷部光泰教授
講師：DBCL情報システム研究機構准教授

坊農秀雄博士



MOGERA®シリーズ商品紹介（1）

Agilent Technologies社製のマイクロアレイを用い TAKMItm for Biomedical Document(IBM社)を利用 ご提供いただいたサンプルの塩基配列を解析し、ごg g
た実験とデータ解析を一貫して行うサービスです。
実験前のコンサルティングや解析結果の報告な

ど、要望を伺いながら進めていくので納得の解析
結果をご提供いたします

( )
した高度文献マイニングサービスです。
実験の知見で絞り込まれた遺伝子群を対象に、過

去10年間に文献中で論じられた相関関係を、文献情
報とともに網羅的に抽出いたします。

ご提供いただいたサンプルの塩基配列を解析し、ご
報告いたします。 １チューブから対応しており、500bp
の塩基配列解読保証です。

マイクロアレイ実験から得られたデータを、統計技

法と遺伝子の既知情報を組み合わせて解析する
サービスです。
コンサルティングで要望を伺いながら解析いたしま

すので お客様のニ ズに沿ったデ タを提供いた

TAKMItm for Biomedical Document(IBM社)を利用
した高度文献マイニングサービスです。
文献情報上の2つのカテゴリに含まれる用語間の関

係性を、8段階に色分けした2次元マップで提示いたし
ます。

組織、培養細胞、血液、パラフィン切片など、様々な
サンプルからのDNA抽出・RNA抽出・cDNA合成を
行います。
サンプル数に応じた割引制度も設けておりますので、

お気軽にご相談ください。すので、お客様のニーズに沿ったデータを提供いた
します。

マイクロアレイ実験から得られたデータの補正と最
新の遺伝子アノテーションを提供するサービスです。

ます。 お気軽 相談くださ 。

ご希望の遺伝子のmRNA発現量をリアルタイム
PCRで定量いたします

新の遺伝子ア テ ションを提供するサ です。
お客様ご自身でデータ解析を簡単に行うことがで

きるので、お好みの絞り込みが可能です。

PCRで定量いたします。
1000遺伝子以上の定量系構築実績があるので、正

確で迅速なサービスをご提供いたします

PSI-BLASTと公共データベースを利用した、

タンパク質の機能ドメインを予測するサービス
です。
アミノ酸配列をもとに、最適化 PSI-BLAST に

時系列データを基に、決定論的非線形予測手法を
用いたカオス性の判定をいたします。
カオス性が見出された時系列データを基に、近未

来予測値を計算し 予測精度と共にグラ 化いたし
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アミノ酸配列をもとに、最適化 PSI BLAST に
より従来 BLAST 検索では得られなかったドメ
イン機能情報を得ることができます。

来予測値を計算し、予測精度と共にグラフ化いたし
ます。



カスタムバイオITプログラム作成商品紹介（2）

生命システム情報研究所からカスタムバイオITプログラム作成商品登場

顧客の要望に応じて解析を行なうことのできるプログラムを開発

迅速・独自にプログラミングにより、大学・公的機関からの引き合いが強い
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これまで大型の４件受注納品済み。今年中に更に大型案件の受注を見込む



Dr.BAANs/Pollenon（製造元：BBKバイオ社）商品紹介（3）

Dr.BAANs Pollenon

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

今後、新成分追加によるリニューアルも予定
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マイクロアレイの今後の展開今後の戦略（1）

米国、欧州にてロシュ・

グ
バイオ事業、並びに医療現場への一

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 の

層の診断チップ解析普及を目指す

（日本では2010年頃開始見込み

アメリカ・ヨーロッパでは既に開始）
承認発売

アメリカ ヨ ロッパでは既に開始）

医療医療・

診断医学・生物学基礎研究

各社関連機器及び

DNAチップの販売価格の

著しい低下
マイクロアレイ利用

研究者の増加と
次世代

高速シ ケンサの著しい低下

用途別DNAアレイチップの

展開

研究者の増加と

裾野拡大

高速シーケンサの

登場
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当社事業への横断的営業支援（1）今後の戦略（3）

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

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

メーカーによるバイオ関連新商品の説明会開催

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

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
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当社事業への横断的営業支援（2）今後の戦略（4）

産学連携 新規ゲノム解析ツ ルの

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

岩手医科大学医学部

弘前大学医学部

産学連携

（独）東北農業研究センター

新規ゲノム解析ツールの
共同開発

当社営業部門

岩手大学農学部

岩手県立大学地域連携センター

ソフトウェア情報学部 等

東京大学、明治大学、かずさDNA研

埼玉医科大学医学部 等

遺伝子発現データ解析分野での

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

遺伝子発現デ タ解析分野

新規ツールの開発とMOGERA受託

サービス各種

パスウエイ情報受託解析商品

脳血管疾患診断マーカー探索

新規顧客開拓と営業への情報提供
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企業との連携･協業の推進
生命システム情報
研究所の協業戦略

● 日立ハイテクノロジーズ

● 和光純薬工業 ● コスモバイオ東北地方における有力化学系総合商社

東北化学薬品

● 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 ルマデザイン 富士通

① 50年以上の事業実績による顧客との

信頼関係

② 顧客 要求を満たす設備や技術を保有

東北地方における有力化学系総合商社

● ファルマデザイン ● 富士通

● アジレント ● 東レ

● 日本遺伝子研究所 ●積水メディカル

日栄東海 柴田科学

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

最新情報、技術協力や販売連携・展開で相互協力

● 日栄東海 ●柴田科学④ 生命システム情報研究所

高いシナジー効果を発揮

39



事業連携事例（1）
生命システム情報
研究所の協業戦略

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

事例1：日本IBM社と協業連携（2004～2006）

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2：岩手大学発ベンチャー：有限会社

ザゼンソウ技術開発研究所と協業連携（200７～）

岩手大学発ザゼンソウ技術開発研究所が開発したカオス理論を応用する「複雑で不規則な

時系列データに隠れた法則性を見出す」近未来予測受託解析サービスを、当社バイオITビジネス

の商流に乗せることで相互連携協力⇒MOGERA-CHAOS商品を開発

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、仙台を拠点に全国

事例3：（株）日本遺伝子研究所と協業連携（2008～）

の商流に乗せることで相互連携協力⇒MOGERA CHAOS商品を開発

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、仙台を拠点に全国

展開している日本遺伝子研究所自身の受託実験の一部を、当社バイオITビジネスの商流に乗

せることで相互連携協力⇒MOGERA-sequence、MOGERA-Extraction/Synthesis、
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MOGERA-Real time PCR 商品を開発



事業連携事例（2）
生命システム情報
研究所の協業戦略

1）岩手医科大医学部「岩手県･夢県土岩手プロジェクト」（2003.10～2006.3）

事例4：共同研究開発の実績

）岩手医科大医学部 岩手県 夢県土岩手プ ジ クト」（ 3 6 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（2006.1～2008.9）

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、関連特許２件出願申請中

3）岩手医科大医学部細菌学JSTプロジェクト（2007.10～））岩手医科大医学部細菌学 ジ クト（ ）

新規インフルエンザワクチンの開発

4）弘前大学医学部との共同研究（2008.7～）

東京 科歯科大 学部5）東京医科歯科大医学部
「 Knowledge-based Pathway Optimization Strategy for

Gene Expression Profiling Analysis」の共同開発

（国際バイオインフォマティクス学会：シンガポ ル報告 2008 4）（国際バイオインフォマティクス学会：シンガポール報告 2008.4）

6）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
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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//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/

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。


