
当社は、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、業績や貢献度

に連動した役員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、リスクマネジメント・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」など

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、子会社各社の特質などを踏まえ、

適切な内部統制システムの整備・指導を行っています。

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な

テーマと位置付け、「マネジメント体制の強化」、「リスク管理

体制の強化」、「ディスクロージャーおよびアカウンタビリティの

充実」を基軸とした取り組みにより、当社グループに対する

ステークホルダーからの信頼を高め、継続的かつ健全な発展を

図っていきます。

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。

2019年3月期は24回の取締役会を開催し、斎藤取締役、

村中監査役を除く全取締役及び監査役が、在任中に開催された

取締役会全てに出席しております（斎藤取締役：23/24回出席、

村中監査役：22/24回出席）。

取締役会では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・効率性などを相互に監督・監視して

います。

コーポレート・ガバナンス早見表

機関設計の形態
取締役の人数（内、社外取締役の人数）
監査役の人数（内、社外監査役の人数）
取締役の任期
執行役員制度の採用
会計監査人

監査役会設置会社
9名（3名）
4名（2名）
1年
有
有限責任監査法人トーマツ

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・

適正性の確保につきましては、監査役4名（内、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。

コーポレート・ガバナンスの状況

主な会議体の開催回数等（2018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

24回
15回
100％
93％
93％

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

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

開催しています。2019年3月期は15回の監査役会を開催し、

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。

監査役・監査役会

企業統治の体制の概要

取締役・取締役会

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

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など

から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、

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、法令などの遵守体制、リスク管理体制などの内部統制

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。

また、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。ガバナンス
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社外取締役からのメッセージ
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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

ガバナンス全体概要図
株主総会

スズケングループ

スズケン

リスクマネジメント委員会

戦略会議 経営計画会議

注 各種委員会は法令に基づく委員会ではありません。

（戦略決定・モニタリング）

（業務執行・内部統制）

選任選任

連
携

連
携

連
携

連携

戦略情報伝達

監
査

報告

会計
監査

選任

関係会社
決算
報告会

関係会社
リスクマネジメント
実務委員会

薬事統轄室

リスクマネジメント・
監査室

連携 連携

報告戦略情報伝達

代表取締役

所管・主管部署

経営会議（執行役員制度）

事業部門 スタッフ部門

監
査
役
会

会
計
監
査
人

内部通報制度
「企業倫理
ホットライン」

弁護士

取締役会指名・報酬委員会

事業ポートフォリオ
委員会

助言社外アドバイザー

答申

答申

連携

プロフィール 価値創造の考え方 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

43 44



当社は、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、業績や貢献度

に連動した役員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、リスクマネジメント・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」など

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、子会社各社の特質などを踏まえ、

適切な内部統制システムの整備・指導を行っています。

当社グループは、コーポレート・ガバナンスの強化を重要な

テーマと位置付け、「マネジメント体制の強化」、「リスク管理

体制の強化」、「ディスクロージャーおよびアカウンタビリティの

充実」を基軸とした取り組みにより、当社グループに対する

ステークホルダーからの信頼を高め、継続的かつ健全な発展を

図っていきます。

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。

2019年3月期は24回の取締役会を開催し、斎藤取締役、

村中監査役を除く全取締役及び監査役が、在任中に開催された

取締役会全てに出席しております（斎藤取締役：23/24回出席、

村中監査役：22/24回出席）。

取締役会では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・効率性などを相互に監督・監視して

います。

コーポレート・ガバナンス早見表

機関設計の形態
取締役の人数（内、社外取締役の人数）
監査役の人数（内、社外監査役の人数）
取締役の任期
執行役員制度の採用
会計監査人

監査役会設置会社
9名（3名）
4名（2名）
1年
有
有限責任監査法人トーマツ

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・

適正性の確保につきましては、監査役4名（内、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。

コーポレート・ガバナンスの状況

主な会議体の開催回数等（2018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

24回
15回
100％
93％
93％

コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

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

開催しています。2019年3月期は15回の監査役会を開催し、

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。

監査役・監査役会

企業統治の体制の概要

取締役・取締役会

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

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など

から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、

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、法令などの遵守体制、リスク管理体制などの内部統制

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。

また、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。ガバナンス

Governance

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

取締役・監査役

コンプライアンス

リスクマネジメント

情報開示とIR活動

43

47

49

51

51

53

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

ガバナンス全体概要図
株主総会

スズケングループ

スズケン

リスクマネジメント委員会

戦略会議 経営計画会議

注 各種委員会は法令に基づく委員会ではありません。

（戦略決定・モニタリング）

（業務執行・内部統制）

選任選任

連
携

連
携

連
携

連携

戦略情報伝達

監
査

報告

会計
監査

選任

関係会社
決算
報告会

関係会社
リスクマネジメント
実務委員会

薬事統轄室

リスクマネジメント・
監査室

連携 連携

報告戦略情報伝達

代表取締役

所管・主管部署

経営会議（執行役員制度）

事業部門 スタッフ部門

監
査
役
会

会
計
監
査
人

内部通報制度
「企業倫理
ホットライン」

弁護士

取締役会指名・報酬委員会

事業ポートフォリオ
委員会

助言社外アドバイザー

答申

答申

連携

プロフィール 価値創造の考え方 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

43 44



コーポレート・ガバナンス

ガバナンス

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

開催しています。2019年3月期は15回の監査役会を開催し、

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

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など

から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、

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、法令などの遵守体制、リスク管理体制などの内部統制

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。

また、監査役として社内の課題に精通した常勤監査役2名と、

取締役、執行役員および参事の指名・報酬に関しましては、

取締役会にて選任された代表取締役、社外取締役および社外

当社の内部監査は、社長直轄のリスクマネジメント・監査室

監査課（10名）が担当し、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。

リスクマネジメント・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、リスクマネジメント・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」にて報告させています。

内部監査

2018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。

役員報酬の内容

2019年3月期の当社取締役会の実効性評価の結果は、以下

のとおりです。

（1）概要

当社取締役会は、指名・報酬委員会、事業ポートフォリオ

委員会、経営会議、経営計画会議、関係会社決算報告会等の

会議体（以下「連携会議体」といいます）と有機的に連携し、

グループ全体のガバナンスを機能させています。よって、当社

では、「ガバナンス全体概要図」で関係性が示されるこれら会議

体と取締役会が有機的に連携しているかを確認する中で、取締

役会の実効性評価を実施します。

（2）評価の主体および対象

当社取締役会の実効性評価は、中立性および独立性を担保

するため、独立社外取締役および独立社外監査役が主体と

なり、経営企画部を事務局として実施します。

なお、当社取締役会の実効性評価は、取締役会のみならず、

連携会議体もモニタリングの対象として実施します。独立社外

取締役および独立社外監査役は、事業年度を通じて取締役会

および連携会議体の全部又は一部に継続的に出席し、これら

連携会議体との有機的連携の確認を踏まえ、当社取締役会が

実効的に機能しているか、グループ全体でガバナンスが機能

しているかをモニタリングします。

（3）評価の視点

当社取締役会の実効性評価は、以下に例示される視点に従って

行われます。

① グループガバナンスが適切に構築・維持されているか

② 中長期戦略が適切に決定されているか

③ 決定された中長期戦略の実行が適切にモニタリングされて

いるか

④ 経営執行部のコンプライアンス意識が適切に形成されて

いるか

（4）評価のとりまとめ

事業年度終了後、独立社外取締役および独立社外監査役は、

各自がモニタリングした内容を報告して協議し、当該事業年度

における当社取締役会の実効性評価の結果を取りまとめます。

なお、必要に応じて、各取締役に対し、各自が所定の役割を

果たしたかにつき自己評価するアンケートを実施します。

取締役会の実効性評価

当社取締役会は、性別・年齢などにかかわらず、当社の事業に

対し豊富な知識・経験を持つ取締役や高度な専門知識・見識を

有した社外取締役により多様性と適正規模（定款に定める10名

以内）を両立させる形で構成され、監査役も含め意見表明を行う

ことで、多面的に意思決定および監督・監視を行っています。

取締役会全体としてのバランス・多様性・規模など

指名・報酬委員会

役員報酬

取締役（社外取締役除く）
監査役（社外監査役除く）
社外役員

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

310百万円
36百万円
51百万円

コーポレート・ガバナンス強化の変遷

有識者の6名で構成される「指名・報酬委員会」を設置し、審議

しています。委員の過半数は社外取締役および社外有識者で

構成されており、その透明性・客観性を確保しております。また、

当該委員長は、当該委員の中より取締役会が選任しています。

なお、当該委員会は、法令に基づく委員会ではありません。

このようにして取りまとめられた評価の結果は、取締役会に

提出され、これを全取締役が共有し確認します。

（5）2019年3月期の取締役会の実効性に関する評価結果

以上のプロセスを経て確認された、2019年3月期における

当社取締役会の実効性評価の結果は、以下のとおりです。

① 当社取締役会は、社内取締役6名および社外取締役3名

より構成され、監査役4名が出席し、活発かつ多様な意見

の交換により適正に運営されています。

② 連携会議体では、活発な議論が行われ、当社取締役会か

らの諮問事項の決定、グループ全体におけるPDCAサイ

クルの実施等が適切に行われています。

③ 当社取締役会は、中期成長戦略「One Suzuken 2019」

の実行等により、グループのガバナンスを着実に進めて

いるものと認められます。

④ 当社取締役会は、事業ポートフォリオ委員会等との連携に

より、グループの中長期戦略を適切に決定しているものと

認められます。

⑤ 当社取締役会は、経営会議、関係会社決算報告会等との

連携により、グループの中長期戦略の実行を適切にモニ

タリングしているものと認められます。

⑥ 当社取締役会は、コンプライアンス意識のグループ全体

への浸透が、経営トップによる発信、研修体制およびリス

クマネジメント体制の構築等により図られている旨、確認

しています。

⑦ 当社取締役会につき、審議事項、協議事項、資料等の運営

面に工夫の余地があるものと認められます。

⑧ 環境変化に対応し、連携会議体の再構成が検討される

必要性が認められます。

（6）2019年度の方針

2019年3月期の取締役会の実効性評価に至る検証を踏まえ、

当期の取締役会の実効性評価は、次の課題を認識したうえで

実施します。

① 取締役会の運営方法の工夫

② 連携会議体の役割分担の調整

独立性のある社外役員の招聘

社外監査役の招聘

社外取締役の招聘

各種委員会の設置

指名・報酬委員会の設置

リスクマネジメント委員会の設置

その他のガバナンス強化

執行役員制度の導入

役員退職慰労金制度の廃止

コーポレートガバナンス・コード対応の公表

コンプライアンス強化

企業倫理綱領の制定

内部通報制度の導入

1992

2012

2010

2007

2004

2015

2001

2004

2004

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。
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コーポレート・ガバナンス

ガバナンス

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

開催しています。2019年3月期は15回の監査役会を開催し、

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

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など

から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類などを閲覧し、

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、法令などの遵守体制、リスク管理体制などの内部統制

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。

また、監査役として社内の課題に精通した常勤監査役2名と、

取締役、執行役員および参事の指名・報酬に関しましては、

取締役会にて選任された代表取締役、社外取締役および社外

当社の内部監査は、社長直轄のリスクマネジメント・監査室

監査課（10名）が担当し、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。

リスクマネジメント・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、リスクマネジメント・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」にて報告させています。

内部監査

2018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。

役員報酬の内容

2019年3月期の当社取締役会の実効性評価の結果は、以下

のとおりです。

（1）概要

当社取締役会は、指名・報酬委員会、事業ポートフォリオ

委員会、経営会議、経営計画会議、関係会社決算報告会等の

会議体（以下「連携会議体」といいます）と有機的に連携し、

グループ全体のガバナンスを機能させています。よって、当社

では、「ガバナンス全体概要図」で関係性が示されるこれら会議

体と取締役会が有機的に連携しているかを確認する中で、取締

役会の実効性評価を実施します。

（2）評価の主体および対象

当社取締役会の実効性評価は、中立性および独立性を担保

するため、独立社外取締役および独立社外監査役が主体と

なり、経営企画部を事務局として実施します。

なお、当社取締役会の実効性評価は、取締役会のみならず、

連携会議体もモニタリングの対象として実施します。独立社外

取締役および独立社外監査役は、事業年度を通じて取締役会

および連携会議体の全部又は一部に継続的に出席し、これら

連携会議体との有機的連携の確認を踏まえ、当社取締役会が

実効的に機能しているか、グループ全体でガバナンスが機能

しているかをモニタリングします。

（3）評価の視点

当社取締役会の実効性評価は、以下に例示される視点に従って

行われます。

① グループガバナンスが適切に構築・維持されているか

② 中長期戦略が適切に決定されているか

③ 決定された中長期戦略の実行が適切にモニタリングされて

いるか

④ 経営執行部のコンプライアンス意識が適切に形成されて

いるか

（4）評価のとりまとめ

事業年度終了後、独立社外取締役および独立社外監査役は、

各自がモニタリングした内容を報告して協議し、当該事業年度

における当社取締役会の実効性評価の結果を取りまとめます。

なお、必要に応じて、各取締役に対し、各自が所定の役割を

果たしたかにつき自己評価するアンケートを実施します。

取締役会の実効性評価

当社取締役会は、性別・年齢などにかかわらず、当社の事業に

対し豊富な知識・経験を持つ取締役や高度な専門知識・見識を

有した社外取締役により多様性と適正規模（定款に定める10名

以内）を両立させる形で構成され、監査役も含め意見表明を行う

ことで、多面的に意思決定および監督・監視を行っています。

取締役会全体としてのバランス・多様性・規模など

指名・報酬委員会

役員報酬

取締役（社外取締役除く）
監査役（社外監査役除く）
社外役員

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2018

310百万円
36百万円
51百万円

コーポレート・ガバナンス強化の変遷

有識者の6名で構成される「指名・報酬委員会」を設置し、審議

しています。委員の過半数は社外取締役および社外有識者で

構成されており、その透明性・客観性を確保しております。また、

当該委員長は、当該委員の中より取締役会が選任しています。

なお、当該委員会は、法令に基づく委員会ではありません。

このようにして取りまとめられた評価の結果は、取締役会に

提出され、これを全取締役が共有し確認します。

（5）2019年3月期の取締役会の実効性に関する評価結果

以上のプロセスを経て確認された、2019年3月期における

当社取締役会の実効性評価の結果は、以下のとおりです。

① 当社取締役会は、社内取締役6名および社外取締役3名

より構成され、監査役4名が出席し、活発かつ多様な意見

の交換により適正に運営されています。

② 連携会議体では、活発な議論が行われ、当社取締役会か

らの諮問事項の決定、グループ全体におけるPDCAサイ

クルの実施等が適切に行われています。

③ 当社取締役会は、中期成長戦略「One Suzuken 2019」

の実行等により、グループのガバナンスを着実に進めて

いるものと認められます。

④ 当社取締役会は、事業ポートフォリオ委員会等との連携に

より、グループの中長期戦略を適切に決定しているものと

認められます。

⑤ 当社取締役会は、経営会議、関係会社決算報告会等との

連携により、グループの中長期戦略の実行を適切にモニ

タリングしているものと認められます。

⑥ 当社取締役会は、コンプライアンス意識のグループ全体

への浸透が、経営トップによる発信、研修体制およびリス

クマネジメント体制の構築等により図られている旨、確認

しています。

⑦ 当社取締役会につき、審議事項、協議事項、資料等の運営

面に工夫の余地があるものと認められます。

⑧ 環境変化に対応し、連携会議体の再構成が検討される

必要性が認められます。

（6）2019年度の方針

2019年3月期の取締役会の実効性評価に至る検証を踏まえ、

当期の取締役会の実効性評価は、次の課題を認識したうえで

実施します。

① 取締役会の運営方法の工夫

② 連携会議体の役割分担の調整

独立性のある社外役員の招聘

社外監査役の招聘

社外取締役の招聘

各種委員会の設置

指名・報酬委員会の設置

リスクマネジメント委員会の設置

その他のガバナンス強化

執行役員制度の導入

役員退職慰労金制度の廃止

コーポレートガバナンス・コード対応の公表

コンプライアンス強化

企業倫理綱領の制定

内部通報制度の導入

1992

2012

2010

2007

2004

2015

2001

2004

2004

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。
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企業価値の向上とともに、企業の継続を図るには、

刻々と移り変わる事業環境下で変化を後追いするの

ではなく、時代を先取りした経営をしていく必要があり、

それを担う人材の育成が重要です。

スズケングループでは、中期成長戦略「One Suzuken 

2019」の下、グループ会社のトップを各会議体に参加

させるなど、グループ経営の実践に努めるとともに、

人材育成にも注力しています。中でも、取締役会を月2回

開催し、うち1回は執行役員も加えたメンバーで行うこと

で、迅速な意思決定のみならず、次期リーダーを育成

する場としても機能させているのは注目に値します。より

人材育成の側面を強めることも検討しています。

今後課題となるのは、新たな時代に通用する人材を

いかに育成していくかです。特に現在は、モノを売るだ

けでは事業として成立するのが難しい時代です。当社

グループの将来の事業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を回す関係会社決算報告

会などと連携し、事業の拡大に資するとともに、グループ

の人的リソースを再度見直し、人事政策の再構築に

つながる提言もしていきます。

次期リーダーの育成の場としても機能する
取締役会を目指して

社外取締役からのメッセージ

社外取締役
上田  圭祐

日本の医療用医薬品流通のインフラを担うスズケン

グループは、永続的にサービスを維持・向上させなければ

ならない社会的使命を負っています。事業環境の中長期

的な変化に対応すべく、最適な事業ポートフォリオを

組んでPDCAを回し続けているか、またグループ全体の

ガバナンスが実現されているかを株主に代わってモニタ

リングするのが、私の役割であると認識し、提言しています。

また当社グループでは、取締役会の実効性評価に

当たって、取締役会だけでなく、事業ポートフォリオ

委員会から関係会社決算報告会、経営方針の共通認識化

を図る経営計画会議、指名・報酬委員会など、川上から

川下までを一貫して評価しています。社外取締役が

実効性評価の設計の段階から関与しているので、実行面

においてもグループのガバナンスを向上させることが

できています。

事業の拡大に伴い、グループ会社も増えてきた中、

グループ各社の会議体も時代に即したものへと常に

見直し、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ていく必要があります。その上で

扇の要たる機能を取締役会が発揮し、グループガバナンス

を強化できるよう努めていきます。

各種会議体を含めたグループ全体で
より実効性の高い評価の実施へ

社外取締役
岩谷  敏昭

自らの事業領域を「健康創造」と定めているスズケン

グループにとっては、他の業態以上に倫理観、ガバナンス、

コンプライアンスが重要になります。中核事業である

医薬品卸売事業では、直接取引するお得意さまの先に

いる患者・家族の皆さまをも視野に入れ、サービス提供

をすることで初めて社会に貢献でき、必要とされる企業

になると私は考えます。そういう意識の下で、社員一人

一人が常に取り組みを進化させていって初めて「国民

の健康」に貢献する企業としての重要な社会的使命を

果たすことができるのです。

一方でリスクを負うことなくして、企業の発展はありえ

ません。コンプライアンスというブレーキを備え、リスク

を最小減に抑えながら、新たな時代にふさわしいサービス

を提供する体制や仕組みをどう創造していくかが今後の

課題と言えるでしょう。

企業価値を毀損することなく、かつ新たな時代に通用

する事業ポートフォリオの創造を実現すべく、舵取りを

行うのが取締役会の役割です。私自身はそのプロセス

をしっかりとモニタリングし、これからも経営方針の策定

に参画して問題提起や助言を行っていきたいと考えて

います。

コンプライアンスを徹底した上で
新たな価値創造にチャレンジ

社外取締役
薄井  康紀

コーポレート・ガバナンス／社外取締役からのメッセージ

ガバナンス

当社は、新任取締役や監査役にリスクやコンプライアンスに

対する研修を行っています。

また、その役割と責務を適切に果たすために必要な社外研修

やｅラーニングによる社内研修などを、必要に応じて適宜実施

するものとしています。

取締役・監査役に対するトレーニング

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、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。

社外取締役および社外監査役の選任
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企業価値の向上とともに、企業の継続を図るには、

刻々と移り変わる事業環境下で変化を後追いするの

ではなく、時代を先取りした経営をしていく必要があり、

それを担う人材の育成が重要です。

スズケングループでは、中期成長戦略「One Suzuken 

2019」の下、グループ会社のトップを各会議体に参加

させるなど、グループ経営の実践に努めるとともに、

人材育成にも注力しています。中でも、取締役会を月2回

開催し、うち1回は執行役員も加えたメンバーで行うこと

で、迅速な意思決定のみならず、次期リーダーを育成

する場としても機能させているのは注目に値します。より

人材育成の側面を強めることも検討しています。

今後課題となるのは、新たな時代に通用する人材を

いかに育成していくかです。特に現在は、モノを売るだ

けでは事業として成立するのが難しい時代です。当社

グループの将来の事業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を回す関係会社決算報告

会などと連携し、事業の拡大に資するとともに、グループ

の人的リソースを再度見直し、人事政策の再構築に

つながる提言もしていきます。

次期リーダーの育成の場としても機能する
取締役会を目指して

社外取締役からのメッセージ

社外取締役
上田  圭祐

日本の医療用医薬品流通のインフラを担うスズケン

グループは、永続的にサービスを維持・向上させなければ

ならない社会的使命を負っています。事業環境の中長期

的な変化に対応すべく、最適な事業ポートフォリオを

組んでPDCAを回し続けているか、またグループ全体の

ガバナンスが実現されているかを株主に代わってモニタ

リングするのが、私の役割であると認識し、提言しています。

また当社グループでは、取締役会の実効性評価に

当たって、取締役会だけでなく、事業ポートフォリオ

委員会から関係会社決算報告会、経営方針の共通認識化

を図る経営計画会議、指名・報酬委員会など、川上から

川下までを一貫して評価しています。社外取締役が

実効性評価の設計の段階から関与しているので、実行面

においてもグループのガバナンスを向上させることが

できています。

事業の拡大に伴い、グループ会社も増えてきた中、

グループ各社の会議体も時代に即したものへと常に

見直し、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ていく必要があります。その上で

扇の要たる機能を取締役会が発揮し、グループガバナンス

を強化できるよう努めていきます。

各種会議体を含めたグループ全体で
より実効性の高い評価の実施へ

社外取締役
岩谷  敏昭

自らの事業領域を「健康創造」と定めているスズケン

グループにとっては、他の業態以上に倫理観、ガバナンス、

コンプライアンスが重要になります。中核事業である

医薬品卸売事業では、直接取引するお得意さまの先に

いる患者・家族の皆さまをも視野に入れ、サービス提供

をすることで初めて社会に貢献でき、必要とされる企業

になると私は考えます。そういう意識の下で、社員一人

一人が常に取り組みを進化させていって初めて「国民

の健康」に貢献する企業としての重要な社会的使命を

果たすことができるのです。

一方でリスクを負うことなくして、企業の発展はありえ

ません。コンプライアンスというブレーキを備え、リスク

を最小減に抑えながら、新たな時代にふさわしいサービス

を提供する体制や仕組みをどう創造していくかが今後の

課題と言えるでしょう。

企業価値を毀損することなく、かつ新たな時代に通用

する事業ポートフォリオの創造を実現すべく、舵取りを

行うのが取締役会の役割です。私自身はそのプロセス

をしっかりとモニタリングし、これからも経営方針の策定

に参画して問題提起や助言を行っていきたいと考えて

います。

コンプライアンスを徹底した上で
新たな価値創造にチャレンジ

社外取締役
薄井  康紀

コーポレート・ガバナンス／社外取締役からのメッセージ

ガバナンス

当社は、新任取締役や監査役にリスクやコンプライアンスに

対する研修を行っています。

また、その役割と責務を適切に果たすために必要な社外研修

やｅラーニングによる社内研修などを、必要に応じて適宜実施

するものとしています。

取締役・監査役に対するトレーニング

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、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。

社外取締役および社外監査役の選任
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取締役・監査役

ガバナンス

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

取締役

1966年 4月 （株）東海銀行（現 （株）三菱UFJ銀行）入行
1970年 3月 当社入社
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）

1984年 4月 当社入社
2006年 6月 物流部長
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）

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）

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）
2001年 9月 弁理士登録
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）

1976年 4月 厚生省（現 厚生労働省）
入省

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）

１９７９年 ４月 当社入社
２０１０年 １１月 東京病院営業部長
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）

1979年 4月 当社入社
2001年 6月 コンサルティング部長
2003年 6月 カスタマーサポート部長
2007年 4月 保険薬局部長
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
2018年 10月 ヘルスケア事業本部長兼

保険薬局事業部長（現任）

1984年 4月 当社入社
2010年 7月 三重営業部長
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）

1982年 4月 当社入社
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）

1984年 4月 当社入社
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 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

別所  芳樹 宮田  浩美 浅野  茂 上田  圭祐 岩谷  敏昭 竹田  憲之 玉村  充徳
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 副社長執行役員
コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当

社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役

薄井  康紀斎藤  政男 伊澤  芳道 田村  富志 井上  龍哉 村中  徹
社外取締役取締役 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兼保険薬局事業部長

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

社外監査役 社外監査役

1990年 4月 当社入社
2005年  3月   （株）コラボクリエイト

（現 （株）エス・ディ・コラボ） 代表取締役社長
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
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
2019年 4月 取締役副社長執行役員
  コーポレート本部長兼リスクマネジメント・
  薬事担当（現任）
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取締役・監査役

ガバナンス

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

取締役

1966年 4月 （株）東海銀行（現 （株）三菱UFJ銀行）入行
1970年 3月 当社入社
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）

1984年 4月 当社入社
2006年 6月 物流部長
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）

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）

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）
2001年 9月 弁理士登録
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）

1976年 4月 厚生省（現 厚生労働省）
入省

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）

１９７９年 ４月 当社入社
２０１０年 １１月 東京病院営業部長
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）

1979年 4月 当社入社
2001年 6月 コンサルティング部長
2003年 6月 カスタマーサポート部長
2007年 4月 保険薬局部長
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
2018年 10月 ヘルスケア事業本部長兼

保険薬局事業部長（現任）

1984年 4月 当社入社
2010年 7月 三重営業部長
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）

1982年 4月 当社入社
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）

1984年 4月 当社入社
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 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

別所  芳樹 宮田  浩美 浅野  茂 上田  圭祐 岩谷  敏昭 竹田  憲之 玉村  充徳
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 副社長執行役員
コーポレート本部長兼リスクマネジメント・薬事担当

社外取締役 社外取締役 常勤監査役 常勤監査役

薄井  康紀斎藤  政男 伊澤  芳道 田村  富志 井上  龍哉 村中  徹
社外取締役取締役 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兼保険薬局事業部長

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

社外監査役 社外監査役

1990年 4月 当社入社
2005年  3月   （株）コラボクリエイト

（現 （株）エス・ディ・コラボ） 代表取締役社長
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
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
2019年 4月 取締役副社長執行役員
  コーポレート本部長兼リスクマネジメント・
  薬事担当（現任）
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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-ラーニングなどによる

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。

全ての従業員が、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。

「企業倫理綱領細則」において、「公平・公正かつ透明な取引と

対等な関係づくり」および「関連法規の遵守」を行動規範として

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。

コンプライアンス

リスクマネジメント

コンプライアンスの基本的な考え方
医薬品流通は、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。当社では

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。

医薬品流通に関する基本的な考え方

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」において

「業績の更なる向上と財産の保全」を行動規範として定めて

います。

知的財産の尊重

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」と、

リスクが発現した際に速やかにその状況を把握して迅速かつ適切

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。

リスクマネジメントの基本的な考え方

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・監査室」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、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。

リスクマネジメント・監査室

社長直轄組織として、薬事関連や医薬品情報などを統轄管理

しています。「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイド

ライン」や医薬品医療機器等法、日本版GDPガイドライン（物流

品質）などに対する効果・効率的な運営とグループ各社との

連携強化を図るための体制を整えています。

薬事統轄室

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。

内部通報制度の導入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、「リスクマネジメント委員会」の下部機構として、リスク

管理を効果・効率的に行うための「セグメント別リスクマネジ

メント実務委員会」及び「スズケンリスクマネジメント実務委員

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。

リスクマネジメント体制の強化

コンプライアンス研修の実施と従業員の宣誓

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」および「企業倫理綱領細則」を制定しています。

スズケン企業倫理綱領の制定

贈収賄・不正行為防止への取り組み

「企業倫理綱領細則」において、「反社会的勢力および団体に

対する態度」を行動規範として定め、「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

反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

コンプライアンス／リスクマネジメント

ガバナンス

リスクマネジメント体制図

取締役会

リスクマネジメント委員会

委員長

委員

事務局

スズケンリスクマネジメント・監査室

スズケン
各本部長

セグメント別
リスクマネジメント
実務委員会

スズケン
リスクマネジメント
実務委員会

販売情報提供活動
審査・監督実務委員会

各実務委員会
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
」

※ 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

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。 さらに、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイド

ライン」に基づき、当社グループの販売情報提供活動の審査・

監督を効果・効率的に行っています。また、社長直轄組織の

薬事統轄室から定期的に報告を受け必要な助言を行うため、

実際的な側面から課題を検討し、「リスクマネジメント委員会」に

対して必要な報告や提案を行うための「販売情報提供活動審査・

監督実務委員会」を設置しています。
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や継続的な向上に努めています。
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的に行っています。
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リスクマネジメント
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医薬品流通は、公共的意義など重要な役割を持つものであり、
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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。

医薬品流通に関する基本的な考え方

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」において

「業績の更なる向上と財産の保全」を行動規範として定めて

います。

知的財産の尊重

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」と、

リスクが発現した際に速やかにその状況を把握して迅速かつ適切

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。

リスクマネジメントの基本的な考え方

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・監査室」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、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。

リスクマネジメント・監査室
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是正措置を講じています。
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メント実務委員会」及び「スズケンリスクマネジメント実務委員
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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。
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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
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「企業倫理綱領細則」において、「反社会的勢力および団体に

対する態度」を行動規範として定め、「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
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管理と安全管理に関する実践規範

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。 さらに、「医療用医薬品の販売情報提供活動に関するガイド

ライン」に基づき、当社グループの販売情報提供活動の審査・

監督を効果・効率的に行っています。また、社長直轄組織の

薬事統轄室から定期的に報告を受け必要な助言を行うため、

実際的な側面から課題を検討し、「リスクマネジメント委員会」に

対して必要な報告や提案を行うための「販売情報提供活動審査・

監督実務委員会」を設置しています。
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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。

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、的確かつ

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。

大規模災害時における事業継続への取り組み

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

議決権行使の尊重

情報セキュリティの強化

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。

IR活動の基本方針（適時適切な情報開示）

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

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。

IR活動の充実

リスクマネジメント／情報開示とIR活動

ガバナンス

情報開示とIR活動

個人投資家向けイベント「名証ＩＲエキスポ２０１９」のスズケン出展ブース

財務セクション／企業情報

Financial Section /
Corporate Data

11年間の要約財務ハイライト

連結貸借対照表

連結損益計算書

連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書

株式情報

会社概要
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議決権行使の尊重

統合報告書（左上）
グループ案内（右上）
決算説明会資料（左）

統合報告書（左上）
グループ案内（右上）
決算説明会資料（左）
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