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1. 案件概要 3

本邦医療機器ﾒｰｶｰである、ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾍﾙｽｹｱﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ (「PHCHD社」)
へ出資参画するもの

当社持分 22％
当社出資金額 約541億円
出資実行時期 2017年3月期中(予定)

＜戦略的位置づけ＞
 PHCHD社のｱｼﾞｱ市場における成長を実現
 当社ﾍﾙｽｹｱ事業の更なる収益基盤強化
 患者にとって利便性の高いﾍﾙｽｹｱｴｺｼｽﾃﾑの確立



2. 血糖値自己測定器事業市場の環境認識 4
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出所：TriMarkレポート

ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ血糖値自己測定器市場ｼｪｱ

 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ血糖値市場は
上位4社で86%を占める
寡占市場

 ｼｪｱの変化は限定的

 糖尿病患者は世界的な
生活習慣病増により、大
幅な増加傾向

 ｱｼﾞｱの糖尿病患者人口
は全世界の約60%を占
める
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		世界糖尿病人口 セカイトウニョウビョウジンコウ

				2011		2015		2040

		中国 チュウゴク		90		110		151

		ASEAN		71		78		123

		インド		61		69		124

		EU		53		60		69

		米国 ベイコク		24		29		35

		その他 タ		67		69		140

				366		415		642

						3.2%		1.8%

						257		398		0.0176489714

		血糖値測定器　使用回数 ケットウチソクテイキシヨウカイスウ

				2014		2020

		米国 ベイコク		61		70

		独・英・仏・伊・西 ドクエイフツイニシ		44		64

		中国 チュウゴク		8		23

		インド		3		6

		その他 タ		15		19

				131		182

				11		29

						5.6%

						17.5%

		単価 タンカ

				2010		2014		2020

		米国 ベイコク		1,824		1,254		912

		ドイツ		2,850		2,166		1,596

		英国 エイコク		2,166		1,938		1,254

		フランス		1,710		1,710		1,596

		中国 チュウゴク		2,736		2,622		2,280

		インド				912		798

		市場規模 シジョウキボ

				2014		2019

		独・英・仏・伊・西		2,310		1,940

		米国 ベイコク		1,700		1,340

		日本 ニホン		780		1,090

		中国 チュウゴク		330		900

		ASEAN		120		240

		インド		60		120

		その他 タ		900		970

				6,200		6,600

		Roche		31%

		J&J		25%

		Abbott		15%

		PHC		15%

		Others		14%

		アークレイ		40%

		PHC		3%

		J&J		15%

		Abbott		9%

		Roche		8%

		Others		25%
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				比率

		PHC		31.9%

		ビー・エム・エル		9.6%

		ダイナミクス		8.7%

		富士通		8.7%

		日立メディカル		6.6%

		その他		34.3%

		合計		100%

		2014		2017

		166		189

		2014		2020

		350		285

		2014		2020

		39		42

				2014

				比率

		PHC		32.6%

		富士通		20.0%

		東芝メディカル		6.6%

		日立メディカル		6.1%

		日本医師会研究機構		4.7%

		その他		27.7%

		合計		100%

				2014

				比率

		PHC		50.5%

		日本フリーザー		19.7%

		朝日ライフサイエンス		19.5%

		その他		10.3%

		合計		100%

				2014				2015

				実績		比率		見込		比率

		PHC		540		27.3%		580		29.00%

		ワケンビーテック		470		23.7%		470		23.50%

		アステック		365		18.4%		360		18.00%

		その他		605		30.6%		590		29.50%

		合計		1,980		100%		2,000		100%

		2014		2020

		20		25

				2013		2014		2015		2016（予） ヨ		2017（予） ヨ

		市場規模 シジョウキボ		128		133		139		145		151

		普及率 フキュウリツ		25.6%		28.7%		30.1%

				2103		2014		2015		2016（予） ヨ		2017（予） ヨ

		市場規模 シジョウキボ		360		350		310		250		270
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		1型&2型重症患者 ガタガタジュウショウカンジャ		24%

		2型軽症患者 ガタケイショウカンジャ		76%

		1型&2型重症患者 ガタガタジュウショウカンジャ		50%

		2型軽症患者 ガタケイショウカンジャ		50%
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3. PHCHD社概要、血糖値自己測定器事業概要 5

 2016年1月に取引先であったBayer Aktiengesellschaft(ﾊﾞｲｴﾙ
ｱｸﾂｨｰｴﾝｹﾞｾﾞﾙｼｬﾌﾄ)ｸﾞﾙｰﾌﾟの糖尿病ｹｱ事業を買収

 血糖値診断薬の製造と販売を担うﾘｰﾃﾞｨﾝｸﾞｶﾝﾊﾟﾆｰ2社の統合によ
り、糖尿病ｹｱ分野におけるｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾄｯﾌﾟｸﾗｽ

〈血糖値自己測定器事業 概要〉

〈PHCHD社概要〉
設立 2014年
本社所在地 東京都港区
代表者の氏名/役職 小谷秀仁(代表取締役社長)
売上高(連結ﾍﾞｰｽ） 1,850億円（2017年３月期見込み）
総資産(連結ﾍﾞｰｽ) 3,599億円（2016年３月期実績)



4. 血糖値自己測定器事業の競争優位性 6

 世界125カ国に亘る販売網
Bayer Aktiengesellschaft(ﾊﾞｲｴﾙｱｸﾂｨｰｴﾝｹﾞｾﾞﾙｼｬﾌﾄ)ｸﾞﾙｰﾌﾟ
の糖尿病ｹｱ事業の買収(新会社名Ascensia Diabetes Care)に
より確保した世界広域に亘る販売網

 業界最高水準の測定精度
技術開発力に支えられた高い測定精度と安定した品質

 ｺｽﾄ競争力を支える開発製造機能
血糖値ｾﾝｻｰの生産ﾗｲﾝ全自動化等によるｺｽﾄ削減効果と、高い歩
留りを通じた優位性ある製造ｺｽﾄ



75. 三井物産による企業価値貢献

1. ｱｼﾞｱを中心としたPHCHD社の血糖値診断薬の販売促進支援
 当社既存出資先の医療機関(IHH・Columbia Asia・DaVita

Care)に属する医師や看護師のﾈｯﾄﾜｰｸ活用
 医療機関を巻き込んだ形での糖尿病・血糖値測定に関する啓蒙
活動実施

 当社の海外顧客、海外現地店のﾈｯﾄﾜｰｸ活用による販路拡大

糖尿病＋
軽・中度合併症

糖尿病＋
重度合併症

糖尿病
前段階

専門ｸﾘﾆｯｸ

健診 食事・
運動療法

投薬
治療 ｲﾝｽﾘﾝ治療 院内透析・腎治療/

腎臓移植

血糖値測定

DaVita Care

Columbia Asia

IHH

PHCHD社

病院

糖尿病ｽﾃｰｼﾞ

対処方法

PHCHD社と当社ｱｾｯﾄとの
事業ｼﾅｼﾞｰ創出

〈糖尿病領域の疾患ｽﾃｰｼﾞと当社ｱｾｯﾄの相関関係〉

〈企業価値貢献施策〉



85. 三井物産による企業価値貢献

2. 糖尿病統合治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの推奨
 血糖値ﾃﾞｰﾀと治療・診断ﾃﾞｰﾀを繋ぐことで、疾患のｽﾃｰｼﾞに合わせ
た最適な糖尿病の統合治療ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑを提供

 当社出資先医療機関側への集患機能強化により、当社ﾍﾙｽｹｱ事
業の更なる収益基盤の拡大を図る

3. 糖尿病領域におけるﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄによる新規事業創出(長期構想)
 ﾃﾞｰﾀ集積、ﾋﾞｯｸﾃﾞｰﾀ分析まで含めたﾃﾞｰﾀﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ機能を具備
 製薬会社や保険会社等外部ｽﾃｰｸﾎﾙﾀﾞｰに対し新たな価値、新規
ｻｰﾋﾞｽを提供

〈企業価値貢献施策〉
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