
取締役・取締役会

　取締役会は、法令、定款および「取締役会規程」ならびにその他

社内規程に基づき、重要事項を審議・決定するとともに、取締役

および執行役員の職務執行の状況を監督します。

　2017年度は23回の取締役会を開催しました。法令により定め

られた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役

および執行役員からの報告を通じ、職務執行の的確性・効率性等

を相互に監督・監視しています。

　取締役会での意思決定の妥当性および職務執行の適法性・

適正性の確保については、当社の状況や経営環境に精通し、かつ

高度な専門的知識・見識を有する社外アドバイザー１名および

監査役４名（うち、社外監査役２名）が常時取締役会に出席、意見

表明を行い、多面的に監督・監視を行っています。

企業統治の体制の概要
　スズケンは、経営監督機能と意思決定機能を取締役が担い、

業務執行機能を執行役員が担う体制としています。これまでに

役員退職慰労金制度の廃止、取締役の定員枠の縮小、「業績連

動型報酬制度」、ならびに取締役（社外取締役を除く）の報酬の

一部を譲渡制限付株式で割り当てる「譲渡制限付株式報酬制

度」を導入しています。また、取締役の任期を定款で１年と定め、

取締役の職務執行の責任強化を図っています。

　当社子会社の管理体制に関しては、「当社からの取締役もしく

は監査役の派遣」「関係会社管理規程に準拠した当社への報告・

決裁承認体制」および「当社の監査役、監査室および会計監査人

による子会社各社の定期監査の実施」等により、子会社の役員

および従業員の職務執行状況の監督・監査を行っています。

また、子会社各社の特質等を踏まえ、適切な内部統制システム

の整備・指導を行っています。

監査役・監査役会
　当社の監査役会は、原則として月１回、その他必要に応じて開催

することとし、2017年度は17回開催しました。監査結果の報告

を行うほか、必要な事項について協議を行っています。

　各監査役は監査役会の定めた監査役監査基準、年度の監査
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コーポレート・ガバナンスの状況

コーポレートガバナンス・コードへの対応状況
東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」におい
て開示すべきとしている11原則の対応状況については、
コーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。
　コーポレート・ガバナンス報告書
　https://www.suzuken.co.jp/csr/pdf/
　governance.pdf
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指名・報酬委員会

　取締役、執行役員および参事の指名・報酬に関しては、社外

取締役および社外有識者を含む「指名・報酬委員会」の設置に

より、その透明性・客観性を確保しています。なお、「指名・報酬

委員会」は、法令に基づく委員会ではありません。

役員報酬の内容

　2017年度に取締役および監査役・社外役員に支払った報酬

の内容は下記のとおりです。

主な会議体の開催回数等（2017年度）

取締役会
監査役会
社外取締役の取締役会への出席状況
社外監査役の取締役会への出席状況
社外監査役の監査役会への出席状況

23回
17回
98％
95％
100％

（社外取締役を除く）
（社外監査役を除く）

コーポレート・ガバナンス体制図

方針・監査計画に基づき、取締役会およびその他重要な会議に

出席するほか、取締役、執行役員および内部監査部門等から職務

の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社、主要

な事業所および子会社において、業務および財産の状況、法令

等の遵守体制、リスク管理体制等の内部統制システムが適切に

構築され運用されているかについて監査を行っています。また、

必要に応じて子会社から報告を受けています。

　監査役として社内の課題に精通した常勤監査役２名と、それ

ぞれが法律、会計の専門家である社外監査役２名を選任し、

モニタリング機能の充実を図っています。

監査室

　社長直轄の監査室（10名）が内部監査を担当し、内部監査

規程に基づき、当社の事業所および子会社を対象として、コン

プライアンスの徹底、リスクコントロールを重点に、内部統制が

的確に機能しているかについて監査を行っています。

　監査室は、年度ごとに監査計画を立案し、社長より承認を受け

た「監査計画」に基づき、実地監査と書面監査を併用して行い、

監査終了後は社長に「監査報告書」を提出しています。「監査

報告書」の内容から社長が改善を必要と認めた事項について、

監査室は被監査部署に対し「改善指示書」により改善指示を行い、

改善計画の作成とその実施状況について「監査改善状況報告書」

にて報告をさせています。

注） 各種委員会は法令に基づく委員会ではありません。

株主総会

（経営監視）

（業務執行/内部統制）
執行役員制度

代表取締役

監査室
リスクマネジメント統轄室

スタッフ部門事業部門

関係会社

監査役会
監査役4名

（うち社外監査役2名）

会計監査人
会計監査

監査 指名

報酬

提言

助言

会計監査

取締役会
取締役9名

（うち社外取締役3名）

社外
アドバイザー

(代表取締役、
社外取締役および
社外有識者を含む
4名で構成)

リスク
マネジメント
委員会

指名・報酬
委員会

内部通報制度
「企業倫理
ホットライン」

役員報酬

取締役
監査役
社外役員

274百万円
36百万円
51百万円

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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取締役会の実効性評価
　当社は、2018年度より社外取締役および社外監査役がグループ

ガバナンス全体について分析および評価することにより、その

中心となる取締役会の実効性を評価します。具体的には、社外

取締役および社外監査役が、経営会議・事業ポートフォリオ委員

会※1・PDCA推進会議※2などの重要な会議に出席すること等

により、一年間モニタリングを行います。また、指名・報酬委員

会においても、委員として社外有識者に加えて社外取締役を選任

しており、一年間のモニタリングを行います。

　なお、今期の評価結果については来期中に公表する予定

です。

社外取締役および社外監査役の選任

　社外取締役については、当社は３名の社外取締役を選任して

います。当社との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害

関係はなく、それぞれ独立役員として指定しています。社外

監査役については、２名の社外監査役を選任しています。当社

との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はなく、

それぞれ独立役員として指定しています。

　独立役員の属性として証券取引所が定める一般株主と利益相反

の生じる恐れのある項目として列挙した事項に該当するものは

なく、高い独立性を有すると判断し、独立役員に指定しています。

　当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立

性に関する基準または方針として明確に定めたものはありません

が、選任に当たっては、金融証券取引所が定める独立性基準を

満たすとともに、高度な専門的知識・見識を踏まえて、当社

経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる

十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。

　社外取締役および社外監査役それぞれの職務執行の実効性を

高めるため、取締役会決議事項に係る情報の提供に関しては、

事前に資料を配布し必要に応じて主管部署からの事前説明を

行い、社内コミュニケーションシステムを通じて取締役、執行

役員、参事および従業員と同様の情報を入手できる環境を整え、

適宜社内の重要会議への出席要請を行っています。

　スズケングループは「健康創造」を自らの事業領域と

定めています。これは医薬品卸売から医薬品・医療機器

製造、保険薬局、介護へと事業領域が拡大する中で企業

としての活動目的を明確に示すため、定款において定めた

ものです。スズケングループの経営には「時代を越えて

不変であるべきものは守りつつ、変化すべきところは

果断に改革していく」という思想がしっかり組み込まれて

いると感じています。

　事業が拡大するとともにグループ会社も増加しました。

「それぞれが独立採算の思考で経営を行うこと」が

基本ですが、グループガバナンスの充実を図ることも

重要です。中核的な役割を果たす取締役会については、

毎月２回開催することで、よりスピーディに意思決定が

できる基盤を作り上げ、医薬品卸、保険薬局などのＭ

＆Ａも迅速に決定し、成果を上げてきました。また、月１回

は執行役員を同席させ情報を共有するとともに、次世代

の経営者を教育・育成する場としても活用しています。

今後、こうした取り組みをさらに加速させていきます。

　これからも、社会の公器たる企業として適切な意思

決定ができているかを注視していくとともに、より充実

した、質的向上につながる提言を行っていきます。

「健康創造」を定款に定め、
社会から必要とされる企業へ

コーポレート・ガバナンスの状況／社外取締役からのメッセージ

社外取締役からのメッセージ

社外取締役

上田  圭祐

※1 事業ポートフォリオ委員会：年4回程度開催。事業報告や新規事業および
事業の撤退などを検討する場。

※2 PDCA推進会議：年2回開催。グループ会社の社長も参加し、財務報告
や、活動を数値化したものを含む各社の取り組みについて報告をする場。

ガバナンス
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　スズケングループは、日本の医療用医薬品流通のイン

フラを担っており、今後も医薬品卸売事業を堅実に発展さ

せなければならない社会的責任を負っています。さらに、

環境変化に迅速に対応して付加価値の高い新規事業を展

開し、株主の皆さまからの負託に応えなければなりません。

　このような使命を果たすため、スズケンは「健康創造」

の事業領域とグループの特性に合った柔軟かつ効率的な

ガバナンス体制を構築し、グループガバナンスを効か

せることを意識していると感じています。この点は中期

成長戦略「One Suzuken 2019」にも表われていますが、

スズケンの取締役会は、グループガバナンスの中で扇の

要となり、グループの将来の事業領域を検討する事業

ポートフォリオ委員会、グループ各社のPDCAを回す

PDCA推進会議、経営方針の共通認識化を図る経営計

画会議、指名・報酬委員会等と連携し、グループ全体

のPDCAを回しています。

　2018年度から、このような取締役会の実効性評価に取

り組みます。社外取締役が制度設計の段階から関与して、

単なる評価にとどまらず、実行面においてもグループの

ガバナンスを向上させ、より一層企業価値を高めることで

株主や投資家の皆さまのお役に立ちたいと考えています。

グループ全体のガバナンスを高める
実効性の高い取締役会へ

社外取締役

岩谷  敏昭

　スズケングループは民間企業ではありますが、「国民

の健康」に密接に関係しており、重要な社会的使命を

備えた企業です。そのため、収益を上げつつ、広く社会

からの期待にもしっかりと応えていくことが大切です。

企業として持続的成長を遂げていくには、われわれの

事業領域を認識しながら、これからの時代のニーズを

見据えたポートフォリオ戦略を立案・実行していく必要が

あります。その過程で重要な役割を果たすのが取締役会

であり、事業ポートフォリオ委員会です。

　主力事業である医薬品卸売事業においては、従来

の医薬品卸や医薬品流通のあり方から大きく状況が

変わってきています。その状況に対応していかなければ

生き残ることはできませんし、企業価値を向上していく

ことも不可能です。簡単に規制緩和してはいけない部分

もありますが、例えば、服薬指導を含めたオンライン医療

の促進が図られていく中で、こうした流れを常にウォッチ

して、最適なポートフォリオを作り、時代に対応していく

必要があります。そして、団塊世代が後期高齢者となる

2025年以降を見越して、成長戦略を考えていかなければ

なりません。これからも迅速・適切な意思決定プロセスの

構築に向けて積極的に提言していきたいと考えています。

新たな時代に通用する
事業ポートフォリオの創造に向けて

社外取締役

薄井 康紀

プロフィール 中期成長戦略の実践 ガバナンス 財務セクション／企業情報価値創造の考え方
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取締役

1970年 8月 取締役
1973年 1月 常務取締役
1973年 12月 専務取締役
1975年 4月 代表取締役専務
1983年 6月 代表取締役社長
2004年 6月 代表取締役社長執行役員
2007年 4月 代表取締役会長執行役員（現任）

2008年 6月 執行役員
2009年 4月 経営企画部長
2011年 4月 常務執行役員
2012年 4月 専務執行役員
2012年 6月 取締役専務執行役員
2013年 4月 企画本部長兼経営企画部長
2014年 4月 企画本部長
2015年 4月 取締役副社長執行役員
2016年 4月 代表取締役社長執行役員（現任）

2009年 6月 執行役員
2010年 7月 SCM本部長
2012年 4月 常務執行役員
2015年 4月 専務執行役員

企画本部長兼薬事管理部・CSR推進室
担当

2015年 6月 取締役専務執行役員（現任）
2016年 4月 企画本部長兼経営企画部長兼

薬事管理部・CSR推進室担当
2017年 4月 コーポレート本部長兼経営企画部長兼

リスクマネジメント統轄室担当（現任）

2012年 4月 執行役員
2014年 4月 営業推進統轄部長
2015年 4月 常務執行役員
2016年 4月 専務執行役員

営業本部長（現任）
2016年 6月 取締役専務執行役員（現任）

2009年 6月 執行役員
2009年 10月 保険薬局企画部長
2011年 3月 保険薬局統括部長
2013年 4月 保険薬局統轄部長
2015年 4月 常務執行役員
2016年 6月 取締役常務執行役員（現任）
2017年 4月 ヘルスケア事業本部長兼

保険薬局事業部長
2018年 4月 ヘルスケア事業本部長（現任）

2012年 4月 執行役員
2014年 4月 名古屋営業部長
2015年 4月 常務執行役員
2016年 4月 営業推進統轄部長
2016年 6月 取締役常務執行役員（現任）
2017年 4月 営業本部副本部長兼

営業推進統轄部長（現任）

別所  芳樹 宮田  浩美 浅野  茂
代表取締役会長
執行役員

代表取締役社長
執行役員

取締役 専務執行役員
コーポレート本部長兼経営企画部長兼
リスクマネジメント統轄室担当

斎藤  政男 伊澤  芳道 田村  富志

取締役 専務執行役員
営業本部長

取締役 常務執行役員
ヘルスケア事業本部長

取締役 常務執行役員
営業本部副本部長兼営業推進統轄部長

取締役・監査役

ガバナンス

49



社外取締役については、当社
との人的関係、資本的関係、
取引関係その他利害関係は
なく、独立役員として指定
しています。上田圭祐氏は
公認会計士、岩谷敏昭氏は
弁護士としての高度な専門
的知識・見識を有し、客観的
かつ中立的な意思決定およ
び監督・監視に適任と考え、
招聘しました。薄井康紀氏は
長年にわたり厚生労働行政
に携わった豊富な知識・経験
を有し、客観的かつ中立的な
意思決定および監督・監視
に適任と考え、招聘しました。

社外取締役 選任理由

1962年 10月 公認会計士五領田元男
事務所入所

1966年 4月 公認会計士登録
1968年 12月 監査法人丸の内会計

事務所（現 有限責任
監査法人トーマツ）入所

2006年 4月 公認会計士上田圭祐
事務所開業（現在）

2012年 6月 当社社外取締役（現任）
2012年 12月 （株）トーカン

社外監査役(現任）

1992年 4月 弁護士登録
牛田・白波瀬法律事務所入所

1994年 6月 当社社外監査役
2000年 10月 アスカ法律事務所開業（現在）
2009年 4月 甲南大学法科大学院教授

（現任）
2013年 4月 大阪大学大学院高等司法

研究科招聘教授（現任）
2013年 5月 大阪大学知的財産センター

（現 大阪大学知的基盤総合
センター）特任教授（現任）

2015年 6月 当社社外取締役（現任）
2018年 1月 大阪大学大学院工学

研究科 特任教授（現任）

2006年 9月 厚生労働省政策統括官
（社会保障担当）

2008年 7月 社会保険庁総務部長・
日本年金機構設立準備
事務局長

2010年 1月 日本年金機構副理事長
2013年 12月 厚生労働省退職
2015年 12月 日本年金機構副理事長退任
2016年 6月 当社社外取締役（現任）

2010年 11月 東京多摩営業部長
2012年 6月 （株）スズケン沖縄薬品

代表取締役社長
2014年 10月 CSR推進室長
2017年 2月 リスクマネジメント

統轄室長
2017年 6月 常勤監査役（現任）

2013年 4月 管理統轄部長
2015年 7月 監査室長
2017年 5月 リスクマネジメント

統轄室長
2018年 6月 常勤監査役（現任）

1980年 1月 井上秋夫税理士事務所入所
1982年 2月 税理士登録
1982年 10月 監査法人丸の内会計

事務所（現 有限責任
監査法人トーマツ）入所

1986年 4月 公認会計士登録
1989年 7月 井上龍哉公認会計士事務

所開業（現在）
2010年 6月 当社社外監査役（現任）
2014年 6月 テクノホライゾン・

ホールディングス（株）
社外監査役（現任）

1995年 4月 弁護士登録
第一法律事務所（現 弁護
士法人第一法律事務所）
入所

2007年 12月 弁護士法人第一法律事務
所社員弁護士（現任）

2014年 5月 古野電気（株）
社外監査役（現任）

2015年 6月 当社社外監査役（現任）
2016年  6月 （株）カプコン社外取締役

（現任）

監査役

上田  圭祐 岩谷  敏昭 竹田  憲之 玉村  充徳
社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役

薄井  康紀 井上  龍哉 村中  徹

社外取締役 社外監査役 社外監査役
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医薬品流通に関する基本的な考え方

　医薬品の流通は、公共的意義など重要な役割を持つもので

あり、医薬品卸の果たすべき社会的責任と捉えています。スズケン

では日本医薬品卸売業連合会が制定したJGSP※に定められた

規範に準拠したサプライチェーンを構築しています。例えば、

偽造医薬品などの流通を防止するために、関連法規に基づく販売

を行うための適正販売システムを構築するなど、コンプライアンス

を確保し、実践しています。

知的財産の尊重

　第三者の所有する権利を侵害しないだけでなく、当社の知的

財産を有効に活用するよう、「企業倫理綱領細則」にて、その行動

規範を定めています。

コンプライアンスの基本的な考え方

　スズケングループは、「コンプライアンスは行動の最上位に

ある」を掲げ、従業員一人一人のコンプライアンス意識の醸成や

継続的な向上に努めています。

　すべての従業員が、法令遵守はもとより、ステークホルダー

の期待や要望に応える行動を実践することで、「事業の発展と

社会の利益との調和」を図っています。

コンプライアンス研修の実施と従業員の宣誓

　コンプライアンス浸透に向けた活動として、毎年度、グループ

の役員・執行役員・従業員を対象に、e-ラーニング等によるコン

プライアンス研修を行っています。研修後、「コンプライアンスが

行動の最上位にあることを常に意識し、違反に当たる行為は一切

しない」と一人一人が宣誓しています。また、コンプライアンスに

関する職場ディスカッションも実施しています。

スズケン企業倫理綱領の制定

　スズケンでは、従業員一人一人が主体的かつ自主的に実践す

べき基本となる行動規範を明らかにするため、「スズケン企業

倫理綱領」を制定しています。

贈収賄・不正行為防止への取り組み

　「企業倫理綱領」および「企業倫理綱領細則」を定め、役員・

従業員の法令遵守を徹底し、贈収賄・不正行為防止に取り組んで

います。役員・執行役員・従業員へのコンプライアンス浸透に

向けた活動として、コンプライアンス研修を毎年度行うととも

に、海外における贈収賄防止法に関する学習を定期的に行って

います。

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

　「企業は社会の公器であること」を認識し、「高い倫理観」を

持って積極的に社会的責任を果たしていくとともに、市民社会の

秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体には毅然と

した態度で臨みます。

リスクマネジメントの基本的な考え方

　スズケングループは、リスクの発現を予防する「未然の防止」、

リスクが発現した際に速やかにその状況を把握し、迅速かつ適切

に対処する「影響の最小化」をリスクマネジメントの第一義と

しています。これらの取り組みを通してステークホルダーからの

信頼を高め、グループの企業価値の維持向上を図っています。

※ JGSP（Japanese Good Supplying Practice）：医薬品供給における品質
管理と安全管理に関する実践規範

コンプライアンス

リスクマネジメント

リスクマネジメント統轄室

　社長直轄組織として、リスク全般を統轄管理しています。経営

者および各部署間、子会社間の調整を図り、リスク全般に関する

全社的な現状把握および分析、ならびに対策の立案および実施

を一元的に管理しています。また、財務報告に係る内部統制へ

の対応についても「リスクマネジメント統轄室」が中心となり、内

部統制に関連する諸規程・マニュアルの整備や、運用ルールの

周知徹底・教育を図るとともに、監査室との連携による運用状況

の継続的モニタリングを行い、内部統制の経営者評価が確実に

実施できる体制を整えています。

コンプライアンス／リスクマネジメント

ガバナンス
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リスクマネジメント体制の強化

　リスクマネジメント体制をさらに確固たるものにするため、取締

役会の下部機構として、「リスクマネジメント委員会」を設置し、

グループ全体におけるリスク管理を行っています。

　また、グループのリスクマネジメントを効果的、効率的に行う

ために、リスクマネジメント委員会の下部組織として、スズケン

と各グループ会社が参画する事業セグメントごとにリスク全般

の実務を担う実務委員会を設置しています。

　委員会では、各事業の特性に合わせたリスクの洗い出しを行い、

グループで共有して重点的に取り組むリスクを設定し、リスク

の未然防止と低減を主としたマネジメントの強化を図っています。

内部通報制度の導入

　内部通報制度「企業倫理ホットライン」を導入しています。会社

において法令・定款違反行為、その他グループのブランドを

傷つける行為が行われた、または行われようとしていることを

従業員などが知ったときに「企業倫理ホットライン」へ通報する

ことができます。

　当制度を運用することで、早期にリスクを察知し、速やかに

是正措置を講じています。

リスクマネジメント体制図

大規模災害時における事業継続への取り組み

　大規模災害時を想定した事業継続計画（BCP）の一環として、

災害対策システムを整備するとともに、災害発生時に、適格かつ

迅速な対応が図れるよう、「BCP手順書」を定め、定期訓練を

実施しています。社会基盤の一翼を担う企業として、医薬品を

安心・安全に、また安定的に供給する、その責務を果たせるよう

継続的に実効性の高い体制構築に取り組んでいます。

情報セキュリティの強化

　企業活動において、収集・蓄積・伝達・提供される情報は極めて

重要な資産であり、他の事業資産と同様に適切に保護するため、

「情報セキュリティポリシー」を定めています。情報資産を誤用

または悪用から保護するとともに、損失を最小限にするための

情報セキュリティ対策システムを構築・運用し、情報セキュリティ

の強化を図っています。

取締役会

リスクマネジメント委員会

委員長

委員

情報共有

事務局

スズケンリスクマネジメント統轄室

スズケン
各本部長

スズケン
リスクマネジメント実務委員会

事業セグメント別
リスクマネジメント実務委員会

セグメント実務委員会
各委員長

オブザーバー

スズケン監査役　労働組合連合会会長　等内
部
通
報
制
度

「
企
業
倫
理
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
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議決権行使の尊重

　スズケンは株主の皆さまの議決権行使に係る適切な環境整

備・円滑化に取り組んでいます。

●招集通知を3週間前に発送

●招集通知の記載情報（海外投資家向けの英訳を含む）をTDnetや
ホームページに掲示

●株主総会は第一集中日を回避して開催

●インターネットによる議決権行使が可能な環境を整備

●機関投資家の利便性向上のための議決権電子行使プラット
フォームに参加

IR活動の基本方針（適時適切な情報開示）

　スズケングループは透明性の高い経営体制を構築するため、

会社情報の適時適切な開示を行っています。また、株主・投資家

との双方向コミュニケーションを重視し、スズケンの経営企画部・

コーポレートコミュニケーション部を担当部署として、株主・

投資家の視点に立ったIR活動に取り組んでいます。

情報開示とIR活動

IR活動の充実

　株主・投資家との建設的な対話を図るため、さまざまなコミュニ

ケーションの場を設けています。

●アナリスト・機関投資家向け決算説明会を年2回開催

●取締役によるアナリスト・機関投資家への個別訪問説明を適宜実施

●証券会社主催の機関投資家向けコンファレンスへ参加

●個人投資家向け「名証IRエキスポ」に出展

「名証IR エキスポ２０１８」の当社出展ブース

統合報告書（左上）
グループ案内（右上）
決算説明会資料（左）

　また、統合報告書、グループ案内など、各種ツールの充実に

も努めています。

情報開示とIR活動

ガバナンス
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