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すべての人に、
いきいきとした生活を創造し
お届けします

トップメッセージ

アルフレッサ ホールディングス株式会社
代表取締役社長

アルフレッサグループは、すべての人にいきいきとした生活を創造しお届けすることを「私たちの思い」として理念体系

に掲げております。

　また、すべての人のライフジャーニーに貢献するために、「健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できる

ヘルスケアコンソーシアム®の実現」をめざしております。

　当社グループを取り巻く経営環境は、超高齢社会、労働人口減少、社会保障費の増加、技術革新・デジタル化、

全国で進む「地域包括ケアシステム」など、今後大きく変化することが予想されます。

　このような環境変化に先駆けて、2022年5月に「22-24 中期経営計画　未来への躍進 ～進化するヘルスケアコン

ソーシアム®～」を策定いたしました。「事業モデルの強化」「新たな価値の創造」、そして「グループ一体となった取り組

み」により、健康・医療の分野で様々な取り組みを進めてまいります。

　私たちは、医薬品を安心・安全・誠実にお届けするという社会インフラを担う企業グループとして、持続可能な社会

の実現に向けて取り組んでまいります。

理念体系 アルフレッサグループの理念体系

誠実安全安心

アルフレッサグループ サステナビリティ基本方針

すべての人に、いきいきとした生活を創造しお届けします
「すべての人がいきいきとした生活」を送るためには、
持続可能な社会の実現が重要であると考えています。

私たちは、アルフレッサグループ理念体系に整合した事業活動を通じて
社会・環境課題の解決に取り組み、すべての人々が健康に

暮らせる社会の発展に貢献し、持続的な企業価値の向上を図ります。

DX（デジタルトランスフォーメーション）推進等による
お客様満足の向上・生産性向上を実現するとともに、
健康・医療に関する新たな事業領域へ挑戦します。2 価値創造／

イノベーション

コーポレート
ガバナンス

「アルフレッサグループ環境方針」を定め、
健康社会の実現に向けた事業活動を通じた環境保全を図ります。3 環境保全

「アルフレッサグループダイバーシティ方針」を定め、
共に働く人々が個性や才能を存分に発揮できる環境整備を進めます。5 人財の活躍推進

健康・医療に関する商品・サービスを安定して提供し続けるために、
自然災害やパンデミック、システムトラブル等への対策を進めます。7 リスクマネジメント

企業としての社会的責任を果たし、企業価値の向上を図るために、
企業経営の管理監督を進めます。8 コーポレート

ガバナンス

グループ各社が長年培ってきた地域に根差した事業活動を通じて、
地域の健康・医療の発展に貢献します。

地域社会への貢献4

法令、社内外の規制、社会規範等の遵守を大前提として
誠実な事業活動を進めます。6 コンプライアンス

アルフレッサグループのサステナビリティ経営

サステナビリティ重要課題

常に安心できる商品・サービスの提供を通じて、
健康社会の実現を中心とした社会課題の解決に貢献します。1 製品・サービスの

品質向上

•  私たちは、常に安心できる商品・サービスを提供し、
お客さま満足度の向上に努めます

•  私たちは、個々の人格・個性を尊重し、
働きやすい職場環境の維持向上に努めます

•   私たちは、健康に携わる企業グループとして企業価値を
高めます

•  私たちは、公正かつ自由な競争による適正な取引を
行います

•   私たちは、社会との積極的なコミュニケーションを図り、
適時適切に情報を開示します

•  私たちは、事業活動を通じて地域社会に貢献します
•  私たちは、地球環境の保護に努めます
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私たちの思い
すべての人に、いきいきとした生活を創造しお届けします

私たちのめざす姿
健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できるヘルスケアコンソーシアムをめざします

私たちの約束



地域医療のニーズ
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健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できる

ヘルスケアコンソーシアムの実現に向け、

人々のライフジャーニーに寄り添い、健康・医療分野において

「製造機能」「卸・流通機能」「かかりつけ薬局機能」「情報提供機能」

を最大限発揮できる企業グループをめざします

アルフレッサグループのなりたい姿アルフレッサグループのなりたい姿（長期目標）（長期目標）

各セグメントが成長領域に注力し拡大していくことで、
グループの基盤を強化します。

製造から調剤薬局までのトータルサプライチェーンを
活かし、新たな価値を生み出していきます。   

デジタルヘルスやヘルステックなど、様々な
デジタルツールを活用し顧客の課題解決を図ります。

成長領域への注力が
グループの基盤を強化する

トータルサプライチェーンサービスを構築し、
新たな価値を生み出す

デジタルツールを活用し、
「つなぐ活動」を新たなステージへ

グループが一丸となり、地域医療のニーズに応え、
地域医療構想の実現を下支えし、貢献します。   

地域医療構想の達成に向け、
グループ一丸となって貢献する

グループ　　　経営方針

22-24 中期経営計画

「グループ一体となった取り組み」による
地域の健康・医療への貢献

未来への躍進
～進化するヘルスケアコンソーシアム®～

「事業モデルの強化」と「新たな価値の創造」

検診支援

地域ネットワークの
構築

専売商品

医療従事者
ネットワーク

在宅医療治療

予防・未病デジタル医療

病院・診療所・調剤薬局等
（地域医療連携）

政府・自治体各種検診

サプリ・健康食品

在宅支援
センター

かかりつけ薬剤師
電子処方箋対応

多職種連携

医師のネットワーク

データ統合基盤デジタル
セラピューティクス

ニューチャネル

ラストワンマイル

ポータルサイト

ヘルステック

メディカル品

トータル
サプライチェーン
サービス

トータル
サプライチェーン
サービス

高薬理活性製剤棟

在宅医療

スペシャリティ品

デジタル技術
による治療

高度温度管理物流
デジタルサービス

美と健康の
SNS発信

SPD事業
オンライン専任MR※

新規製剤受託

個人宅特殊配送

再生医療関連事業

PMS

販売

製造

原薬
開発

投薬・
治療

物流

医薬品等製造事業

医療関連事業

医療用医薬品等卸売事業

デジタル技術の
導入・構築
データビジネス

調剤薬局
ドラッグストア

訪問看護

病院

介護施設

診療所

患者
地域の人々

基幹病院
専門医師

診療所
医師

医療に関連する
ステークホルダーをつなぐ

ドクターの
コミュニティ構築

医療従事者の
働き方改革

多職種をつなぐ

医療に関連する
ステークホルダーをつなぐ

MS-MR

※ スペシャリティ：新薬創出加算品目および特許品 ※ MR：医薬情報担当者

セルフメディケーション
卸売事業

専売商品
新規販路開拓

かかりつけ機能
在宅医療

スペシャリティ※領域・
メディカル品

受託製造
中枢神経・診断薬

健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できる

ヘルスケアコンソーシアム®の実現

モノとサービスの流通を
自動化・最適化するために
必要なデータの流通

医薬品・診断薬等の開発・製造

様々なモダリティで提供される
医薬品・診断薬・医療機器等の
流通、患者様への提供

個人のライフジャーニーの
各局面で必要となる健康・
医療サービスの提供

未病・予防 診断・治療 重症化予防 介護 終末期医療健康増進

ライフジャーニー
新生児 
胎児 高齢者

医療関連事業

セルフ
メディケーション
卸売事業

医療用
医薬品等
卸売事業

医薬品等
製造事業

新規事業

医療関連事業

セルフ
メディケーション
卸売事業

医療用
医薬品等
卸売事業

医薬品等
製造事業 新規事業
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セグメント別事業紹介

アルフレッサグループは、医療用医薬品等卸売事業、セルフメディケーション卸売事業、医薬品等製造事業、
医療関連事業を行っています。健康に関するあらゆる分野の商品・サービスを提供できるヘルスケアコン
ソーシアムの実現をめざし、人々の健康に貢献していきます。

医療用医薬品等卸売事業 医薬品等製造事業セルフメディケーション卸売事業 医療関連事業

医療用医薬品を中心に、診断薬、医療機器・医療材料、
栄養食品等の商品を、高い処理能力を備える全国の物流
センターから、病院や診療所、調剤薬局などへお届けして
います。さらに幅広い知識を備える販売担当者がお得意様
をサポートしています。多様なニーズにお応えすることで、
地域の生活者の皆様の健康に貢献しています。

予防、診断、治療の総合的な観点に立ち、GMP/QMS※

などの基準に基づく高品質な医薬品原薬、医薬品、診断
薬、医療機器等を製造・販売しています。ユニークで存在
感のある製品の研究・開発・製造・販売や医薬品の受託製
造を行っています。
※  GMP：医薬品および医薬部外品の製造管理・品質管理の基準

QMS： 医療機器および体外診断用医薬品の製造管理・品質管理の基準

一般用医薬品を中心に、健康食品、サプリメントなどを
ドラッグストア、薬局、薬店等にお届けしています。「THMW
（トータル・ヘルスケア・マーチャンダイジング・ホールセ
ラー）」を掲げ、フルラインの商品構成と確かな供給体制、
最適な売り場づくりなどの高い提案力で、お得意様のニー
ズにお応えしています。

アルフレッサグループは事業領域を積極的に拡充していま
す。調剤薬局事業などの関連事業を通じて、様々な医療
ニーズにお応えしています。調剤薬局事業では、地域に密
着した薬局として、さらなる付加価値を追求しています。

あらゆる健康・医療のニーズに
最適・最良な提案・選択肢を提供する

真のリーディングカンパニー

すべての人とつながる、
美※と健康分野における

真のリーディングカンパニー
※ 性別を問わず、内面から湧き出るいきいきとした活力、若々しさ

予防からターミナルケアまで
ライフジャーニーにおける

すべてのステージをカバーする
薬局チェーン

市場から求められる製品力と生産力、
およびサービスを提供する企業

なりたい姿 なりたい姿 なりたい姿 なりたい姿

取り扱い商品の例MS※による情報提供
※ 医薬品卸販売担当者

医薬品の供給 研究開発MRによる情報提供棚割提案 地域で開催する「こども薬局」 患者様とのやり取り

アルコファ本社

自社での展開に加え、海外企業との提携を通じてアジアを中心に事業の拡大を進
めています。2005年には中国に医薬品・ヘルスケア関連製品の代理店として合弁
会社「日美健薬品有限公司」を、2013年にはベトナムに医療機器・医療材料・診断
薬を中心とした輸入・販売を行う合弁会社「Alfresa Codupha Healthcare 
Vietnam Co., Ltd.」（アルコファ）を設立しました。
　日本企業と海外現地市場の架け橋となるべく、ヘルスケア関連の取扱商品の充
実を図るなど、アジア市場における事業の拡充をめざします。

海外事業

各事業セグメントにおける連携
グループシナジーを発揮
各事業セグメントにおける連携
グループシナジーを発揮
各事業セグメントにおける連携
グループシナジーを発揮

事業開発

グループ内の事業セグメントと協業しつつ、デジタルを活用
した地域包括ケア支援とデータビジネスの展開をめざします。
地域医療連携への貢献、多職種への貢献、介護従事者の課
題解決などにも取り組み、地域包括ケア促進を支援しつつ、
データビジネスの展開へつなげたいと考えています。

介護実績データ

課題解決

参画
課題解決 課題共有

課題共有 地域医療連携

介護事業者連携

データ利活用

医療
レセプトデータ

多職種コミュニティサイト

多職種連携

介
護
事
業
者

介
護
事
業

介
護
事
業
者

アルフレッサ
グループ
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使命感を持った人財

グループ従業員数　14,304人※1

MS（営業職）

3,135人

医療経営士資格取得者※2

2,102人

SA（配送専門職）

2,226人

薬剤師

1,261人

医療用医薬品等卸売　　事業
セルフメディケーション　　卸売事業

医療関連事業

販売

医療機関
病院・診療所、
介護施設等

小売
調剤薬局、
ドラッグストア

患者様

「決して途切れさせてはならない社会インフラ事業」として、強い使命感を持った1万4千人を超える「共に働く人々※3」
が一体となり、事業を推進しています。

※1 パート・派遣社員（2,357人＝年間平均人員）を含む
※2 医療経営士：一般社団法人日本医療経営実践協会が認定する資格
※3 アルフレッサグル―プでは、従業員を「共に働く人々」と表現しています。

関東、東北を中心に、北海道から関西まで191店舗の調剤薬局
を展開しています。店舗では、健康相談会や子供薬剤師職業
体験などのイベントを開催し、地域との活発な交流を図ってい
ます。また、約7,000人の「認知症サポーター」が適時、適切な対
応を心がけています。

関東、東北を中心に、北海道から関西まで191店舗の調剤薬局関東、東北を中心に、北海道から関西まで191店舗の調剤薬局関東、東北を中心に、北海道から関西まで191店舗の調剤薬局

調剤薬局

191店舗

認知症サポーター※

7,065人

※  認知症に対する正しい知識と理解を
持ち、地域で認知症の人やその家族に
対してできる範囲で手助けする人

※  数値は2022年3月末時点
調剤薬局の店舗数のみ2022年4月1日時点

セルフ     メディケーション卸

アルフレッサグループでは、原薬製造から、医薬品等の製造および卸販売、調剤薬局の運営に至る
までの事業をグループ一体となって推進し、あらゆる医療ニーズにお応えしています。

アルフレッサグループの特長

医薬品等製造事業

医療・医薬品に関する

調達 生産 物流

医療用医薬品卸

5カ所の製造拠点

約540品目

の取り扱い

日本全国をカバーする
医薬品流通ネットワーク

物流拠点数※

全国220拠点

※  医療用医薬品等卸売事業とセルフメディケーション
卸売事業の物流拠点の合算

サプライヤー

医薬品
メーカー

高い処理能力を備える物流センターを効果的に配置し、全国の
支店・事業所によるネットワークを通じて、「お客様のより近くに」
在庫拠点を構えるなど、医療機関や調剤薬局、ドラッグストアな
どお得意様のニーズに対応する体制を構築しています。約
6,400台の車両が商品、サービス、情報をお届けしています。

国内に4カ所（秋田県、群馬県、千葉県、岡山県）、海外に1カ所
（中国：青島市）の製造拠点があり、医薬品のほか、診断薬、医療
機器、医薬品原薬など約540の販売品目があります。
　睡眠障害・てんかん等の中枢神経系疾患領域の医薬品や大腸
がん検診の検査機器システム、各種感染症の迅速診断検査薬、
また手術用縫合糸等の医療機器の製品開発、製造が主な得意
分野です。

医療用医薬品卸

売上No.1※

※  出展：「上場医薬品卸上位4社の2022年3月期医薬品
等卸売事業の業績集計表」
日刊薬業　2022年5月17日掲載
［許諾番号20220606_01］
株式会社じほう が記事利用を許諾しています。

デジタルを活用したプロモーションを展開し、独自性が高く新たな価値
を創出する専売メーカー・専売商品の獲得と販売を強化しています。
　また、症状や悩み別にカテゴリー分けした棚割りを作成し、消費者に
とってわかりやすく、商品を選びやすい売り場作りを提案しています。

一気通貫のサプライチェーン

医薬品メーカーとの広範な取引と強固な流通プラットフォーム、
およびお得意様との強い信頼関係により、医療用医薬品卸売上
No.1の地位を築いています。さらに、No.1であることの優位性
や資産を活かし、医療、介護、自治体などをつなぐ役割を担い、
新たな価値の創出をめざしています。
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アルフレッサ株式会社
代表者 代表取締役社長　福神 雄介
所在地 東京都千代田区神田美土代町7番地
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

ティーエスアルフレッサ株式会社
代表者 代表取締役社長　月森 祐司
所在地 広島県広島市西区商工センター一丁目2番19号
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

株式会社琉薬
代表者 代表取締役社長　比嘉 勝也
所在地 沖縄県浦添市牧港五丁目6番5号
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

アルフレッサ メディカルサービス株式会社
代表者 代表取締役社長　塩田 保
所在地 東京都千代田区九段南二丁目3番14号
主な事業内容 SPD（病院内物流の受託）事業および
 医療材料卸売事業

四国アルフレッサ株式会社
代表者 代表取締役社長　小椋 雅彦
所在地 香川県高松市国分寺町福家甲1255番地10
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

明祥株式会社
代表者 代表取締役 社長執行役員　折本 健次
所在地 石川県金沢市無量寺町ハ1番地
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

東北アルフレッサ株式会社
代表者 代表取締役社長　内田 信也
所在地 福島県郡山市喜久田町卸一丁目46番地1
主な事業内容 医療用医薬品等卸売事業

アルフレッサ篠原化学株式会社
代表者 代表取締役社長　篠原 裕一
所在地 高知県高知市南御座9-41
主な事業内容 臨床診断薬、研究試薬、介護用品、分析機器等の卸売事業等

医療用医薬品等卸売事業

セルフメディケーション卸売事業
アルフレッサ ヘルスケア株式会社
代表者 代表取締役社長　勝木 尚
所在地 東京都中央区日本橋本町三丁目11番5号
主な事業内容 セルフメディケーション卸売事業

アルフレッサ ファーマ株式会社
代表者 代表取締役社長　島田 浩一
所在地 大阪府大阪市中央区石町二丁目2番9号
主な事業内容 医薬品、診断薬、医療機器、
 医薬品原材料等の製造・輸出入・販売

アルフレッサ ファインケミカル株式会社
代表者 代表取締役社長　槫谷 昌彦
所在地 秋田県秋田市向浜一丁目10番1号
主な事業内容 医療用医薬品の原薬の製造

青島耐絲克医材有限公司
代表者 董事長　伊東 啓二
所在地 中国山東省青島市城陽区興海路11号
主な事業内容 手術用縫合糸の製造・輸出・販売

サンノーバ株式会社
代表者 代表取締役社長　竹川 徹
所在地 群馬県太田市世良田町3038番地2
主な事業内容 医薬品、医薬部外品等の研究、開発、製造、販売

医薬品等製造事業

アルフレッサ システム株式会社
代表者 代表取締役社長　佐野 愛彦
所在地 東京都千代田区神田錦町一丁目1番
主な事業内容 アルフレッサグループ向けの情報システムの
 運用・保守および開発

情報システムの運用・保守および開発事業

アルフレッサグループの企業

コーポレートサイト

株主・投資家の皆様へ

サステナビリティ

採用情報

会社概要

ウェブサイトのご案内

2022年6月28日現在

会社名
（英訳名）

アルフレッサ ホールディングス株式会社
（Alfresa Holdings Corporation） 本社所在地 〒100-0004　

東京都千代田区大手町一丁目1番3号
設立年月日 2003年9月29日

事業の内容
医薬品、医療用検査試薬、医療機器・用具の卸販売、
製造販売、輸出入等ならびに調剤薬局の経営とこれら
に附帯する事業を行う子会社の管理等

資本金（連結） 18,454百万円
売上高（連結） 2,585,643百万円（2022年3月期）

取締役
および監査役

代表取締役社長 荒川 隆治    常勤監査役 尾崎 正和
取締役副社長 岸田 誠一    常勤監査役 上田 裕治
取締役副社長 福神 雄介    監査役（社外監査役） 神垣 清水
取締役常務執行役員  大橋 茂樹    監査役（社外監査役） 加藤 善孝
取締役常務執行役員　 田中 敏樹    監査役（社外監査役） 伊東 卓
取締役 勝木 尚 
取締役 島田 浩一 
取締役（社外取締役） 原 大 
取締役（社外取締役） 木下 学 
取締役（社外取締役） 竹内 淑恵 
取締役（社外取締役） 國政 貴美子 

https://www.alfresa.com/ir/

https://www.alfresa.com/ https://www.alfresa.com/csr/

https://www.alfresa.com/recruit/

統合報告書のご案内

https://www.alfresa.com/ir/library/annual_report/

https://www.alfresa.com/about/group/

アポクリート株式会社
代表者 代表取締役社長　金本 鎭久
所在地 東京都豊島区東池袋四丁目5番2号
主な事業内容 調剤薬局事業

医療関連事業
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