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編集方針
東邦ホールディングスは、医療と健
康に貢献することを目的とする事業
体として企業の社会的責任（CSR：
Corporate Social Responsibility）を果
たすべく、さまざまな取り組みを積
み重ねています。このCSR活動の内
容と今後の方向性をステークホルダ
ーのみなさまにご報告するために、
2008年度より「CSR報告書」を作成
しています。
株主や投資家の方々はもちろんのこ
と、広く患者さまや顧客のみなさ
ま、地域社会のみなさま、さらに社
員をも加えて、わたしたちの事業に
深くかかわるステークホルダーとし
てご報告の対象としました。

対象組織
報告の対象は東邦ホールディングスの連結会社についてです（非連結の子会社の一部も
含みます）。これらを文中では「東邦ホールディングス」と表記し、事業持株会社である

「東邦ホールディングス（株）」と区別しました。なお、東邦ホールディングス内の特定
の会社の取り組みを報告する場合は、次のように会社名を表記しています。
●東邦ホールディングス（株）……  事業持株会社
●東邦薬品（株）……  医薬品卸売事業運営会社
●ファーマクラスター（株）……  調剤薬局事業管理会社
●共創未来ファーマ（株）…… 医療用医薬品の製造・販売会社

対象期間 
2019年度（2019年４月１日〜 2020年３月31日）
一部、当該期間外の取り組みも含まれています

発行
2021年３月（次回発行は2021年11月予定）

注記　１：文中の数値は端数を切り捨て処理しています　２：「病院」は病床数20床以上、「クリニック（診療所）」は19床以下の医療機関を指します
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3東邦ホールディングス CSR報告書 2020

会社名 東邦ホールディングス株式会社
本社所在地  ................
電話番号  .......................

丸の内オフィス .....

設立  ...................................
資本金  .............................
株式  ...................................
代表者  .............................

従業員数 .......................

〒155-8655　東京都世田谷区代沢5-2-1
03-3419-7811（代表）
〒100-6613　東京都千代田区丸の内1-9-2　
グラントウキョウサウスタワー 13F
1948年（昭和23年）9 月17日
106億49百万円（2020年３月末）
東京証券取引所　市場第一部（証券コード：8129）
代表取締役会長 　濱田 矩男
代表取締役社長　有働 敦　
7,847人（連結）（2020年３月末）

会社名 東邦薬品株式会社
本社所在地  ................ 
電話番号 .......................
丸の内オフィス  ....

設立  ...................................

資本金  .............................
代表者  .............................

事業内容  .......................

〒155-8655　東京都世田谷区代沢5-2-1
03-3419-7811（代表）
〒100-6613　東京都千代田区丸の内1-9-2　
グラントウキョウサウスタワー 12F, 13F
2008年（平成20年）11月４日
3 億円（2020年３月末）
代表取締役会長　枝廣 弘巳
代表取締役社長　馬田 明
医療用医薬品、検査薬などの卸売事業

会社名 ファーマクラスター株式会社
本社所在地  .................

電話番号  .......................

設立  ...................................

資本金  .............................

代表者  .............................

事業内容  .......................

〒100-6612　東京都千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー 12F
03-6838-2853（代表）
2008年（平成20年）12月24日
10百万円（2020年３月末）
代表取締役社長　　岡山 善郎
代表取締役副社長　野村 卓三
調剤薬局事業の管理事業

会社名 共創未来ファーマ株式会社
本店・品川工場 
所在地  .............................

電話番号  .......................

丸の内オフィス  ....

設立  ...................................

資本金  .............................

代表者  .............................

事業内容  .......................

〒140-0005　東京都品川区広町1-4-4
03-3491-1148（代表）
〒100-6612　東京都千代田区丸の内1-9-2
グラントウキョウサウスタワー 12F
1932年（昭和７年）11月
1 億9,923万円　（2020年 3 月末）
代表取締役社長　　保坂 信昭
代表取締役副社長　熊田 泰之
医療用医薬品の製造・販売事業、
注射用医薬品の受託製造事業

4社の概要

４月１日 病院の医薬品冷蔵庫の温度管理プラットフォーム
 「オントレイシス クラウド」の取り扱いを開始。
４月７日 新型コロナウイルス感染拡大を受けて、
 感染防止のためのさまざまな取り組みを発表。
７月３日 東邦薬品（株）が2019年11月27日に独占禁止法違反の疑いで
 公正取引委員会による立入検査を受けたことをふまえ、
 コンプライアンス強化の取り組みを発表。
８月25日 エンタッチ（株）（東京都中央区）と資本提携。
９月16日 「TBCダイナベース」（東京都大田区）を稼働。
12月９日 東邦薬品（株）および当社社員が、独占禁止法違反容疑で、
 公正取引委員会から刑事告発、東京地方検察庁に起訴される。
１月18日 オンライン診療・服薬指導システム「KAITOS（カイトス)」を
 リリース。

年表（2020〜2021年）


