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奥野　外部の目でしっかり見て率直に意見を述べるのが、社外

取締役としての第一歩だと感じています。

相良　小野薬品は、閉鎖的といわれる業界中でもとりわけ保守

的な会社だと思いますが、今後5年10年で大きくグローバルに

展開していくためには、その点を是正しなければなりません。そ

こで、外を知るキャリア採用の人にひとりよがりな部分の是正を

担ってもらったりしていますが、なかなか腹に落ちてこないとい

う難しさがあって苦戦しています。ですから、社外取締役の皆さ

んにも、外からの目線、社会常識からの目線を強く期待してい

ます。これはおかしい、ここはむしろこうすべきじゃないですか、

といった指摘やアドバイスに耳を傾けていきたいと思います。

社外取締役に期待される役割と
その拡大に向けて

奥野　就任して1年余りが過ぎました。就任当初は、歴史のある会

社で取締役会はさぞかし重みがあるのだろうと緊張しましたが、意

外にも柔らかく話しやすい雰囲気で安心しました。社外取締役を

務めるのも医薬品業界に関わるのも初めてのことで、見たいこと、

聞きたいことがたくさんありましたが、コロナ禍で思うようになら

ないことも多く、そこは少し残念でした。今後はより積極的に情報

を収集し、グローバルな業界全体のなかでの小野薬品のあり方を

見通せるようにしたいと思います。

相良　業界の特殊性を理解いただくまでには少し時間がかか

るかと思っていました。ところが、わかるところからどんどん発

言していただき、また不明点は率直にお尋ねくださるなど、すぐ

議論に参加していただきながらご理解いただき、大変ありがた

い状況です。

奥野　社外取締役の方々がみなさん率直に発言されているので、

やりやすく感じています。業界の特殊性については説明をお願い

し、手厚くレクチャーしてもらいました。月ごとに業界記事を整理し

て社外取締役に送付するというサポートもあり、とても助かってい

ます。一方で、社外取締役向けの就任前教育のような形で、最初に

勉強の場が設けられていたらもっとよかったと感じます。それは、担

当の部署にお伝えしました。

相良　しっかりカリキュラムをつくって、次に新しく社外取締役をお

迎えする際にはご提供できるよう、準備を進めています。

奥野　取締役会の内容については、議題が業績、開発状況、ライ

センス関連に偏っている感があるので、もっと幅広く長期的な議

題も取り上げるのが良いと思います。

1年間の活動で見えてきた取締役会の今

持続的に成長するグローバル企業へ
その歩みに不可欠な“社外常識”と“多様な価値観”

〈取締役対談〉

当社は、持続的な成長のために本格的なグローバル化へと舵を切るなか、

「ガバナンスの強化」への取り組みを進めています。なかでも「取締役会の多様性向上」は、

ガバナンスの高度化に欠かせない課題の一つです。

2020年に初の女性取締役として選任された社外取締役・奥野明子氏と相良社長が、

取締役会の実効性を踏まえながら、その現状と未来について語り合いました。

多様性向上に向けて特集 . 03

相良 暁
代表取締役社長

奥野 明子
社外取締役

相良　それはわれわれも強く感じているところです。取締役会

は、これまでも事業会社のトップ経験者を社外取締役にお迎えし

てきましたが、経営学、中でも多様性やジェンダーがご専門の奥

野さんに加わっていただき、より積極的な発言の場となってきて

います。社外取締役からは全く新しい切り口から意見をいただ

けます。おっしゃる通り、中期経営計画や会社が進むべき道など

についてもしっかり議論していきたいと思いますし、今後のグ

ローバル化を見据えて海外の開発や販売などについても議論を

深めたいと思っています。一方で、コアな議題も多く、時間を延ば

す方向で検討中です。

奥野　今お話にあったように社外取締役は多様化が進んでいま

すが、社内取締役については、どうお考えですか？

相良　よりドラスチックに多様性を向上させていくことが必要だ

と思っています。これまでは研究開発部門出身者、営業管理部門

出身者、創業家など出身部門の多様性を考慮してきました。社内

取締役の人数を減少させているという面はありますが、今後は、

出身部門の多様化に加え、外国籍の人、女性、キャリア採用の人

など、グローバル・ジェンダー等の観点からの多様性の向上も考

慮に入れていきたいと思います。

奥野　多様性といえば着目されやすいのは、ジェンダー、国籍、

キャリア採用ですが、小野薬品の場合、部門の多様性にも課題が

あるということですね。実は、そこは私も強く感じるところで、直

接部門だけが頑張っていて間接部門の力が弱い印象がありま

す。今後、会社の規模がワンステップ大きくなるうえで、間接部門

の強化が欠かせません。

相良　おっしゃる通りです。私自身は、今は過渡期であり、間接部

門の強化は引き続きの課題だと認識しています。わずか1年でそ

こまで見抜いていただいているのはありがたいですね。

奥野　私自身は、指摘やアドバイスのその先にある執行の部分

にも無関心でいられません。例えば女性活躍推進についていえ

ば、管理職比率を高めるなどの具体的な目標を実現していくプロ

セスに対しても、社外取締役としてできることはないのかと考え

ます。アドバイスに徹する、執行はしないという社外取締役として

の役割制限のなかで、どうすればめざす方向に向かっていけるの

かと思うと、執行に携われないことにジレンマすら感じることが

あります。在任中に何ができるのか真剣に考えていきます。

相良　そこまで熱意を持っていただいているのはありがたい限

りです。現在、取締役会のほか、役員の指名・報酬などの決定に

おいて、独立性および客観性を確保するために、役員人事案検

討会議や役員報酬案検討会議にもご出席いただいています。

役員報酬案検討会議は、議長も社外取締役にお任せすべきだ

し、実際にできると考えて、その方向で準備を進めています。役

員人事案検討会議の議長は社内の人財に通じていなければな

りませんが、社外取締役として３、4年の実績があればその条件
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相良　その辺りは大きく期待しています。当社が労働者人口の

減少に抗してしっかりやっていくためには、女性も、高齢者も、

女性活躍推進が多様性向上への第一歩
奥野　小野薬品は、300年の伝統というものがあるが故に「ザ・

日本企業」的な側面が強く残っているのを感じます。率直に言っ

て、多様性を受容する風土がまだ弱いのではないかと思います。

夢追求の舞台となれる会社をめざして

若者も、外国籍の人も、障がい者も、誰が見ても働きやすそう、

楽しそうと思える会社にならなければなりません。コーポレー

トガバナンス・コードにおいても「企業の中核人材における多

様性の確保」が改訂の一つのポイントになっていますが、当社

において人財の多様性の確保は今最も切実な課題の一つで

す。そんな状況下で奥野さんからの専門的なアドバイスに基づ

いて、まずは女性の活躍推進をしっかりやっていこうと思って

います。女性活躍推進は多様性推進のいわば象徴で、それがで

きない限りどんな多様性の実現も困難です。そう肝に銘じ徹底

した取り組みを展開していく覚悟です。

奥野　これまでも取り組みを進めてこられて、出産・育児と仕

事の両立支援についてはずいぶん充実しています。

相良　託児所・ベビーシッター補助金、フレックスタイム勤務、

営業車の託児所送迎利用、母体保護休暇、配偶者の転勤に伴

う転勤希望の受け入れ、育児参加奨励休暇、病気の子どもの

保育補助などの制度を、2015年以降に整えてきました。今後

は、これら制度の拡充を考えています。

奥野　女性の育休取得率が100％であるように両立のための

休暇制度の整備および利用推進は着実に進んでいます。しかし、

今、女性活躍推進は更に進んでいます。育児や介護のために休

みつつ、いかに仕事の能力を上げていくかというところまでス

テージが上がっています。能力の獲得につながる研修の実施

や仕事やポジションの与え方、アドバイスとサポートの両輪に

よる育成など、適切なプロセスを踏んで、一人ひとりをきちんと

育ててほしい。その結果として管理職比率が上がるのが本来の

姿です。ちょっと背伸びが必要な抜擢による育成法は、一般的

に行われており、女性にも有効です。

相良　男性も女性も一緒で、どんどん経験させる。環境の違い

に配慮しつつチャンスを与えていく。そうすれば、意欲のある

人は自ずと出てくるでしょうね。

奥野　その際に、忘れてはならない男女の大きな違いがありま

す。男性の場合、大半が管理職に就くなかで自分も管理職に就

く。これに対し女性の場合は、ほとんど管理職に就かないなかで

自分だけが就く。その分、注目されてプレッシャーがかかるので、

強力なサポートが必要です。男性の場合はむしろ管理職に就か

ないことがプレッシャーになるわけで、全く逆の力が働きます。

相良　男性とは異なり、女性は強力なサポートが要るというこ

とですね。やり過ぎにならないようにするための、さじ加減が

難しそうですが。

奥野　まずは徹底的にサポートし数を増やして、ロールモデル

をつくることが有効です。予備軍は社内にたくさんいますから、

あと一押しのところまできているはずです。

相良　そうですね、あと一押し、ぜひお力添えをお願いします。

相良　確かに、ドメスティックに事業を行ってきたので、特に国

という面からの多様性は低いと思います。でもそれは、今後欧

米自販に向けた活動を機に大きく変われると思っています。多

様性全般についても遅れているという自覚はあるので、奥野さ

んにお力添えいただいて、とことん行くところまで行くつもりで

す。そして小野薬品を、「人生の舞台の一つに選んでいろんな

挑戦をしていきたい」と、大勢の人に思ってもらえる会社にし

たいと思っています。今後、効率よく利益は上げるけれどもそれ

ぞれの人生はまるで別々だという会社ではなく、ともに夢を追

いかける会社でありたいと思っています。

奥野　これまでも、例えば採用のあり方など、気になることが

あれば、その都度提言してきました。とはいえ、この1年は、まだ

まだ手探り状態だったので、不十分であったかと思います。よう

やくいろんなことが見えてきたので、2年目からはメッセージを

強力に発信して、社長がめざしておられる変革に、しっかり貢

献していきたいと思います。すでに一つ胸に温めているのは、

ダイバーシティ推進室創設の提案です。しっかりした機構を整

えることで、女性活躍だけに偏らない多様性に向けての取り組

みが、より進みやすくなるはずです。

相良　グローバル化とともに多様化に向けた基盤が整えば、

変革も急速に進むのではないかと期待しています。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

もクリアできると思うので、こちらもゆくゆくは社外取締役に委

ねたいと思っています。さらにその先には、取締役会や株主総会

の議長も社外取締役にということもあり得ます。これは、業界の

動きのなかで機を見てということになるかと思います。いずれ

も、外の視点が必要な、社外取締役にふさわしい役割だと認識し

ています。

奥野　役員人事案検討会議と役員報酬案検討会議にも参加し

ましたが、ともに取締役会に比べるとややリジッドな感じがしま

した。役員報酬検討会議が近視眼的なのは目的から考えて当然

としても、役員人事案検討会議にはもっと長い目で行ったほうが

いいのではないでしょうか。いずれにしても、外部取締役が本来

担うべき役割は、株主目線でのチェック機能です。私自身は最大

の関心が基盤となる人事や人財にあるので、どうしても目線が

社内に向いてしまう傾向があるかもしれません。今後、私なりに

社内の方との間に信頼を築き、意見やアドバイスにより執行につ

なげていくことができればと考えています。この1年はコロナ禍

の影響で社内との関わりを持ちにくい状況でした。その点が変

われば、社外取締役の役割を積極的に拡大する方向で、より踏み

込んだ活動ができるはずです。
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コーポレート・ガバナンス

　当社は、監査役（会）設置型の経営機構を採用し、取締役会お

よび監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナン

スの充実を図っています。また、役員の指名・報酬等の決定に係

る独立性および客観性を確保するため、社外取締役が過半数を

占める「役員人事案検討会議」および「役員報酬案検討会議」を

設置しています。

　業務執行については、執行役員制度を導入し、経営の効率

化、意思決定の迅速化に努める一方、「経営会議」をはじめ、経

営課題の重要性、内容に応じて担当取締役や担当執行役員等

が主宰する会議で審議を行い、執行を決定するなど、相互牽制

による監督機能にも配慮した適切な運営に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制

　取締役会については、経営の透明性や監督機能の強化を図

りつつ、迅速かつ的確な意思決定が行えるよう適正な人数と構

成になるよう努めています。

　取締役は、専門的かつ総合的な経営判断を取締役会全体と

して行うことができるよう、知識・経験・能力のバランスや多様

性を考慮して、候補者を選定しています。また、社外取締役は、

東京証券取引所の独立役員の基準を満たすことを前提に、会

社経営に関して高い見識を備えた人物を選定することとし、取

締役の1/3以上とすることを基本方針としています（現在、取締

役8名中3名が社外取締役）。なお、取締役の任期は、経営陣の

責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応するため、1

年としています。

　取締役会は、取締役および監査役の出席のもと、原則として

毎月1回開催され、経営上の重要事項の決定ならびに取締役の

職務執行状況の監督等を行っています。取締役および監査役

は、その役割・責務を適切に果たすために、原則として取締役会

への出席率を75%以上確保することとしています。また、当社役

員としての職務に専念できる時間を考慮して、当社以外の社外

役員等の兼職（上場企業等の役員就任）については、原則4社

以内としています。

取締役会

　監査役会は、監査機能の強化という観点から、当社事業に精

通し高度な情報収集力を有する常勤監査役2名と独立性の高い

監査役会

　役員人事案検討会議は、議長である取締役社長、社内取締役

1名および社外取締役3名で構成されており、原則全員出席の

もと、取締役・監査役候補者および経営陣幹部指名の透明性、

客観性を確保するとともに、最高経営責任者（社長・CEO）や経

営陣の後継者計画の方針をはじめ、当社の企業統治のあり方

などについて議論しています。なお、取締役会に諮るべき役員

人事については、本会議での審議を経てから取締役会に上程さ

れ、決定されています。 

役員人事案検討会議

　役員報酬案検討会議は、議長である取締役社長および社外

取締役3名で構成されており、原則全員出席のもと、個々の取

締役の報酬等の額およびその算定方法の決定について、透明

性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後

のあり方などについても議論しています。なお、取締役の報酬

等については、本会議での審議を経てから取締役会に上程さ

れ、決定しています。

役員報酬案検討会議

▶コーポレート・ガバナンス体制図

　当社は、東京証券取引所が制定した「コーポレートガバナン

ス・コード」への対応につきましては、「コーポレートガバナン

ス・コード」の趣旨を踏まえ、毎年1回実施している取締役会の

実効性評価等を通じて、当社事業に適した体制の整備を進め、

経営の効率性・健全性・透明性等の向上に取り組んでいきます。

コーポレートガバナンス・コード

▶取締役会・監査役会・各会議への出席状況（2020年6月18日※1から1年間）

▶コーポレート・ガバナンス強化の取り組み
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当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況の詳細については、
以下の「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。

2011年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年
2020年

取締役

社外取締役

監査役

社外監査役

氏名 取締役会 監査役会 役員人事案検討会議 役員報酬案検討会議

社外監査役2名という構成にしており、常勤監査役と社外監査役

が協働して、監査の実効性を高めています。 

　監査役会は定期的に開催されており、内部監査部門（業務監査

部）との連携によって監査業務の効率化を図りながら、会計監査

人との連携によって監査の実効性を高めるなど、経営監視機能の

向上に努めています。 

◎：議長　※1 第72回定時株主総会の終結の時　※2 第73回定時株主総会の終結の時（2021年6月17日）をもって退任済
[在任期間中の開催回数]
取締役会：13回、監査役会：18回、役員人事案検討会議：2回、役員報酬案検討会議：2回

相良　暁

粟田　浩※2

小野　功雄

辻中　聡浩

滝野　十一

栗原　潤※2

野村　雅男

奥野　明子

西村　勝義

藤吉　信治※2

菱山　泰男

田辺　彰子
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経営の監督と執行の分離、役割の明確化
取締役11名▶8名

取締役会実効性評価取締役、監査役全員による評価（毎年実施）

社外取締役増員経営経験者の選任
取締役7名▶8名（社外3名）

女性取締役選任取締役8名中3名が社外
全役員12名中2名が女性

取締役会の監督機能取締役会の報告事項の拡充

執行部門への権限委譲取締役会の付議基準の引上げ

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション
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年としています。

　取締役会は、取締役および監査役の出席のもと、原則として

毎月1回開催され、経営上の重要事項の決定ならびに取締役の

職務執行状況の監督等を行っています。取締役および監査役

は、その役割・責務を適切に果たすために、原則として取締役会

への出席率を75%以上確保することとしています。また、当社役

員としての職務に専念できる時間を考慮して、当社以外の社外

役員等の兼職（上場企業等の役員就任）については、原則4社

以内としています。

取締役会

　監査役会は、監査機能の強化という観点から、当社事業に精

通し高度な情報収集力を有する常勤監査役2名と独立性の高い

監査役会

　役員人事案検討会議は、議長である取締役社長、社内取締役

1名および社外取締役3名で構成されており、原則全員出席の

もと、取締役・監査役候補者および経営陣幹部指名の透明性、

客観性を確保するとともに、最高経営責任者（社長・CEO）や経

営陣の後継者計画の方針をはじめ、当社の企業統治のあり方

などについて議論しています。なお、取締役会に諮るべき役員

人事については、本会議での審議を経てから取締役会に上程さ

れ、決定されています。 

役員人事案検討会議

　役員報酬案検討会議は、議長である取締役社長および社外

取締役3名で構成されており、原則全員出席のもと、個々の取

締役の報酬等の額およびその算定方法の決定について、透明

性、客観性を確保するとともに、役員報酬制度の妥当性や今後

のあり方などについても議論しています。なお、取締役の報酬

等については、本会議での審議を経てから取締役会に上程さ

れ、決定しています。

役員報酬案検討会議

▶コーポレート・ガバナンス体制図

　当社は、東京証券取引所が制定した「コーポレートガバナン

ス・コード」への対応につきましては、「コーポレートガバナン

ス・コード」の趣旨を踏まえ、毎年1回実施している取締役会の

実効性評価等を通じて、当社事業に適した体制の整備を進め、

経営の効率性・健全性・透明性等の向上に取り組んでいきます。

コーポレートガバナンス・コード

▶取締役会・監査役会・各会議への出席状況（2020年6月18日※1から1年間）

▶コーポレート・ガバナンス強化の取り組み

株主総会

〈取締役会〉
取締役

社外取締役

〈各本部・事業所〉
従業員等

役員人事案検討会議
役員報酬案検討会議
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https://www.ono.co.jp/sites/default/files/ja/ir/
corporate_governance_report_ja.pdf

当社におけるコーポレート・ガバナンスの状況の詳細については、
以下の「コーポレート・ガバナンス報告書」をご参照ください。
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2014年
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2020年

取締役

社外取締役

監査役

社外監査役

氏名 取締役会 監査役会 役員人事案検討会議 役員報酬案検討会議

社外監査役2名という構成にしており、常勤監査役と社外監査役

が協働して、監査の実効性を高めています。 

　監査役会は定期的に開催されており、内部監査部門（業務監査

部）との連携によって監査業務の効率化を図りながら、会計監査

人との連携によって監査の実効性を高めるなど、経営監視機能の

向上に努めています。 

◎：議長　※1 第72回定時株主総会の終結の時　※2 第73回定時株主総会の終結の時（2021年6月17日）をもって退任済
[在任期間中の開催回数]
取締役会：13回、監査役会：18回、役員人事案検討会議：2回、役員報酬案検討会議：2回
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経営の監督と執行の分離、役割の明確化
取締役11名▶8名

取締役会実効性評価取締役、監査役全員による評価（毎年実施）

社外取締役増員経営経験者の選任
取締役7名▶8名（社外3名）

女性取締役選任取締役8名中3名が社外
全役員12名中2名が女性

取締役会の監督機能取締役会の報告事項の拡充

執行部門への権限委譲取締役会の付議基準の引上げ
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　当社は、取締役会全体の実効性を高めることを目的に、取締

役会の構成、運営状況等について、毎年1回自己評価を実施す

ることとしています。2020年度に実施した取締役会全体の実

効性の分析・評価結果の概要は、以下のとおりです。

取締役会において評価の趣旨等を説明のうえ、全取締役および

全監査役を対象に記名式アンケートと個別インタビューを実施し

ました。そして、そこで得られた回答・意見等をもとに、取締役会

において、現状における取締役会の実効性に関する分析および自

己評価を行い、今後の課題等についても議論しました。

取締役会の実効性評価

　評価の方法

　社外役員は、それぞれが有する豊富な経験や幅広い見識に

基づき、経営上有用な助言・提言を行っています。

　社外取締役は、独立した客観的な立場から当社の経営を監

督し、意思決定に関与しています。また、「役員人事案検討会

議」および「役員報酬案検討会議」のメンバーとして、役員指名

および報酬等の重要な決定手続きに関与し、透明性と客観性の

確保、取締役会の機能強化に貢献しています。

　社外監査役は、法律あるいは企業会計の専門家として、また

独立した客観的な立場で監査を行っており、経営の健全性を確

保する役割を担っています。

　なお、各社外役員と当社との間には、人的関係、資本関係、取

引関係などにおいて特別な利害関係はなく、一般株主と利益相

反を生じるおそれはないと考えています。

社外取締役・社外監査役

　非業務執行役員として経営を監視する立場にある社外取締

役と監査役が、相互に連携を図ることを目的の一つとして、

2015年度以降、監査役（会）が主催する「社外取締役と監査役

（会）との連携会合」を実施しています（1回/年）。

　本会合では、当社の業務に精通した常勤監査役、法律・企業

会計の専門家である社外監査役、豊富な経験や知識を有する社

外取締役が、互いの立場や権限の違いを理解したうえで、経営

を取り巻く課題やテーマ等について意見交換を行っています。

社外取締役と監査役（会）の連携

〈社外取締役〉 

　取締役会の事務局であるコーポレートガバナンス室が、情報

授受等の窓口となって職務のサポートをしています。

〈社外監査役〉

　社外監査役に対しては、主に常勤監査役が監査役会等にお

いて適切に情報提供を行っています。また、社外監査役を含む

監査役の職務の支援は監査役会事務担当者が行っています。 

社外取締役・社外監査役のサポート体制

▶取締役・監査役の主なスキル・経験分野▶取締役会の実効性評価をもとにした改善状況

取締役

監査役

氏名
企業経営 財務・会計 法務・

リスク管理
事業戦略・
マーケティング

人事・
人財開発研究・開発 ESG・

サステナビリティ
グローバル
経験

主なスキル・経験分野

相良  暁

辻中 聡浩

滝野 十一

小野 功雄

出光 清昭

野村 雅男

奥野 明子

長榮 周作

西村 勝義

谷坂 裕信

菱山 泰男

田辺 彰子

▶社外取締役・社外監査役に期待する役割

社外取締役

社外監査役

氏名 期待する役割

野村 雅男

奥野 明子

長榮 周作

菱山 泰男

田辺 彰子

1

分析および評価結果の概要2

実効性向上に向けた取り組み3

会社を取り巻く環境が大きく変化するなか、当社取締役会は中長

期的な視点に立ち、経営の方向性に関わる議論を充実させるこ

とで、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。 

■取締役会は、経営上重要な意思決定を迅速・的確に行うとと
もに、業務執行に対する監督が適切に行われる体制が確保
されている。

■経営環境や会社の状況を踏まえ、取締役会の審議事項等を
見直すなど、取締役会の運営改善が継続的に行われている。

■社外を含めた取締役および監査役は、企業理念や経営課題を
共有した上で、それぞれの見地から自由に意見を述べている。

以上より、当社取締役会の実効性は確保されていると評価する。

■取締役会の規模・構成 　■取締役会の運営

■取締役会の役割・責務

アンケートおよびインタビューの主な内容

アンケート

インタビュー改善提案への
対応

取締役会での
総括 集計・分析

コーポレートガバナンス・コードを
意識した質問項目

取締役会の運営等に
対する評価

課題意識と改善の
方向性を共有

2020年度の主な改善点

取締役会の構成
女性取締役（女性の労働、人事評価制度等
の研究者）の選定

中長期的な経営に関する議論の充実

IR活動状況の報告、アナリストレポートの共有、
投資家と社外取締役の対話

取締役会の監督機能

投資家視点の共有など

長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から経営全般への助言・提
言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として重要な役割を果たしています。
今後も、企業経営者としての経験、見識およびこれまでの職務実績を踏まえ、社外取締役として経営に関与するこ
とで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しており、また、独立した立場から、女性の労働や人
事評価制度等の専門領域における知見に基づく助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役
として重要な役割を果たしています。
今後も、経営学の研究を通じて培った専門知識やこれまでの職務実績を踏まえ、社外取締役として経営に関与す
ることで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社の経営を適切に
監督し、経営全般に関して助言・提言を行うことで、当社取締役会の機能強化を期待しています。
今後、社外取締役として経営に関与することで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する高い知見を有しており、専門的かつ独立した立場から取締役の職
務執行を監査するとともに、必要に応じて指摘・提言を行うなど、社外監査役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外監査役として経営に関与することで、当社の経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上に貢献
できるものと考えています。

公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的かつ独立した
立場から取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて指摘・提言を行うなど、社外監査役として重要な
役割を果たしています。
今後、社外監査役として経営に関与することで、当社の経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上に貢献で
きるものと考えています。
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　当社は、取締役会全体の実効性を高めることを目的に、取締

役会の構成、運営状況等について、毎年1回自己評価を実施す

ることとしています。2020年度に実施した取締役会全体の実

効性の分析・評価結果の概要は、以下のとおりです。

取締役会において評価の趣旨等を説明のうえ、全取締役および

全監査役を対象に記名式アンケートと個別インタビューを実施し

ました。そして、そこで得られた回答・意見等をもとに、取締役会

において、現状における取締役会の実効性に関する分析および自

己評価を行い、今後の課題等についても議論しました。

取締役会の実効性評価

　評価の方法

　社外役員は、それぞれが有する豊富な経験や幅広い見識に

基づき、経営上有用な助言・提言を行っています。

　社外取締役は、独立した客観的な立場から当社の経営を監

督し、意思決定に関与しています。また、「役員人事案検討会

議」および「役員報酬案検討会議」のメンバーとして、役員指名

および報酬等の重要な決定手続きに関与し、透明性と客観性の

確保、取締役会の機能強化に貢献しています。

　社外監査役は、法律あるいは企業会計の専門家として、また

独立した客観的な立場で監査を行っており、経営の健全性を確

保する役割を担っています。

　なお、各社外役員と当社との間には、人的関係、資本関係、取

引関係などにおいて特別な利害関係はなく、一般株主と利益相

反を生じるおそれはないと考えています。

社外取締役・社外監査役

　非業務執行役員として経営を監視する立場にある社外取締

役と監査役が、相互に連携を図ることを目的の一つとして、

2015年度以降、監査役（会）が主催する「社外取締役と監査役

（会）との連携会合」を実施しています（1回/年）。

　本会合では、当社の業務に精通した常勤監査役、法律・企業

会計の専門家である社外監査役、豊富な経験や知識を有する社

外取締役が、互いの立場や権限の違いを理解したうえで、経営

を取り巻く課題やテーマ等について意見交換を行っています。

社外取締役と監査役（会）の連携

〈社外取締役〉 

　取締役会の事務局であるコーポレートガバナンス室が、情報

授受等の窓口となって職務のサポートをしています。

〈社外監査役〉

　社外監査役に対しては、主に常勤監査役が監査役会等にお

いて適切に情報提供を行っています。また、社外監査役を含む

監査役の職務の支援は監査役会事務担当者が行っています。 

社外取締役・社外監査役のサポート体制

▶取締役・監査役の主なスキル・経験分野▶取締役会の実効性評価をもとにした改善状況
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相良  暁

辻中 聡浩

滝野 十一

小野 功雄

出光 清昭

野村 雅男

奥野 明子

長榮 周作

西村 勝義

谷坂 裕信

菱山 泰男

田辺 彰子

▶社外取締役・社外監査役に期待する役割

社外取締役

社外監査役

氏名 期待する役割

野村 雅男

奥野 明子

長榮 周作

菱山 泰男

田辺 彰子

1

分析および評価結果の概要2

実効性向上に向けた取り組み3

会社を取り巻く環境が大きく変化するなか、当社取締役会は中長

期的な視点に立ち、経営の方向性に関わる議論を充実させるこ

とで、取締役会の実効性のさらなる向上を図ってまいります。 

■取締役会は、経営上重要な意思決定を迅速・的確に行うとと
もに、業務執行に対する監督が適切に行われる体制が確保
されている。

■経営環境や会社の状況を踏まえ、取締役会の審議事項等を
見直すなど、取締役会の運営改善が継続的に行われている。

■社外を含めた取締役および監査役は、企業理念や経営課題を
共有した上で、それぞれの見地から自由に意見を述べている。

以上より、当社取締役会の実効性は確保されていると評価する。

■取締役会の規模・構成 　■取締役会の運営

■取締役会の役割・責務

アンケートおよびインタビューの主な内容

アンケート

インタビュー改善提案への
対応

取締役会での
総括 集計・分析

コーポレートガバナンス・コードを
意識した質問項目

取締役会の運営等に
対する評価

課題意識と改善の
方向性を共有

2020年度の主な改善点

取締役会の構成
女性取締役（女性の労働、人事評価制度等
の研究者）の選定

中長期的な経営に関する議論の充実

IR活動状況の報告、アナリストレポートの共有、
投資家と社外取締役の対話

取締役会の監督機能

投資家視点の共有など

長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から経営全般への助言・提
言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役として重要な役割を果たしています。
今後も、企業経営者としての経験、見識およびこれまでの職務実績を踏まえ、社外取締役として経営に関与するこ
とで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

経営学を専門とする大学教授としての高度な学術知識を有しており、また、独立した立場から、女性の労働や人
事評価制度等の専門領域における知見に基づく助言・提言を行い、業務執行を適切に監督するなど、社外取締役
として重要な役割を果たしています。
今後も、経営学の研究を通じて培った専門知識やこれまでの職務実績を踏まえ、社外取締役として経営に関与す
ることで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、独立した立場から当社の経営を適切に
監督し、経営全般に関して助言・提言を行うことで、当社取締役会の機能強化を期待しています。
今後、社外取締役として経営に関与することで、当社の企業価値向上に貢献できるものと考えています。

弁護士としての豊富な経験と企業法務に関する高い知見を有しており、専門的かつ独立した立場から取締役の職
務執行を監査するとともに、必要に応じて指摘・提言を行うなど、社外監査役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外監査役として経営に関与することで、当社の経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上に貢献
できるものと考えています。

公認会計士としての豊富な経験と財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、専門的かつ独立した
立場から取締役の職務執行を監査するとともに、必要に応じて指摘・提言を行うなど、社外監査役として重要な
役割を果たしています。
今後、社外監査役として経営に関与することで、当社の経営の健全性、業務執行の的確性の維持・向上に貢献で
きるものと考えています。
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■対象者　取締役会に出席義務のある取締役および監査役を対象とする
■スキルの認定基準　社内取締役：業務経験、管理職経験　／社外取締役・監査役：監督・監査、助言を期待する分野
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　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役

会の決議により決定しています。本方針の見直しを行う場合は、

社外取締役が過半数を占める「役員報酬案検討会議」における

審議を経て、取締役会に諮り決定することとしています。

　監査役の報酬等は、当社の職務の内容等に照らして適切な

水準となるよう、監査役の協議によって決定しています。

■会社の事業規模、職責、従業員に対する
　処遇との整合性等を勘案したうえで、他
　社水準も参考にして適切な水準に設定

■ 持続的成長を実現するための健全なイン
　 センティブ

■経営指標（売上収益、営業利益等）、定性的
　指標（中期的経営課題との紐付け）、外部要
　因などを総合的に評価

■ 株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業
　価値の向上を図るインセンティブ

■将来にわたる持続的成長に向けた意思決
　定を重視

役員報酬

〈役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針〉

〈方針決定の方法〉

　真に患者さんのためになる革新的な新薬を創製するには、長

期的な協力関係を維持することができるパートナー企業の存在

が不可欠であると考えています。このため、当社は当該企業と

の事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価

値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と

判断した株式については保有しています。

　中長期的な視点から当社の企業価値の向上につながるか否

かの判断については、年1回、取締役会において個別銘柄ごと

に保有目的や保有に伴う便益、リスク等を検証し、当該企業と

の事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案したうえで

判断し、政策保有株式全体の見直しにつなげています。なお、検

討の結果、縮減を行うことになった株式については、対話により

投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めています。

　当社は、政策保有株式全体の見直しの一環として、2018年3

月末時点の政策保有株式（111銘柄、1,671億円）に対して、約

30%に相当する株式を2018年10月から3年間で縮減する計

画を進めています。この計画に基づき、2021年3月末までに41

銘柄の縮減を行い（縮減率：36.9%）、貸借対照表計上額では

1,370億円（縮減率：18.0%）、2018年3月末時点の時価を用

いた評価額では1,192億円（縮減率：28.7%）となりました。

政策保有株式に関する方針

　当社は、取締役会で決議された内部統制システムの基本方

針に基づき社内体制を整備しています。また、内部監査部門（業

務監査部）による監査を通じて、コンプライアンスの確保、内部

統制上の問題の早期発見に努め、組織運営の適切性の維持・向

上を図っています。さらに、コンプライアンス通報・相談窓口を

社内外に設置し、組織の自浄作用を高めるとともに、社外への

内部統制システム

　取締役会に上程する事項をはじめ、業務執行に関する重要事項

については、取締役社長以下、各部門を担当する取締役や執行役

員、関連部門の責任者等で組織する経営会議等において多面的な

検討を行うなど、意思決定および業務執行の効率性、的確性の維

持・向上に努めています。また、執行役員制度を導入し、権限移譲を

図るなど、経営の効率化、意思決定の迅速化に努めています。 　

　なお、経営会議は、監査役の出席、議事録の閲覧等を通じ、監査

の対象としています。 

業務執行体制

　当社は、透明性の高い経営をめざすとともに、さまざまな機会で

事業活動に関する情報を適時適切に開示することの重要性を認識

し、行動規範の一つとして掲げています。IR（インベスター・リレー

ションズ）活動については、「正確・公平・公正・迅速」を基本姿勢と

して積極的に取り組んでいます。

　決算情報など適時開示情報は、東京証券取引所の適時開示情

報伝達システム（TDnet）および当社ホームページで公開し、適

時開示規則によらない情報についても、当社ホームページなど

を通じて提供しています。 　

　証券アナリストや機関投資家向けには、四半期決算ごとに開催す

る決算説明会やカンファレンスコールのほか、個別ミーティングや電

話会議を積極的に行っています。2020年度は新型コロナウイルス

感染症の影響によりWebも活用し、延べ回数で約220回実施しまし

た。また、例年は証券会社等が主催する個人投資家向けの企業説明

会に積極的に参加していましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響で、対面での説明会が難しかったため、Live配信での説明会を実

施しました。このような環境下でも、引き続き当社の事業活動や経営

戦略について理解を深めていただけるよう取り組んでいます。

情報開示

▶役員報酬の内訳

取締役（社外取締役を除く）

社外取締役、監査役

基本報酬（固定）：約70%※

インセンティブ報酬

基本報酬（固定）：100%

基本報酬（固定）

インセンティブ報酬：約30%※

〔短期インセンティブ〕 賞与
（約20%※）

〔中長期インセンティブ〕 株式報酬型ストックオプション
（約10%※）

※ 比率の妥当性は、その時々の経営課題、事業環境等を踏まえて判断

▶政策保有株式の保有状況

保有銘柄数

貸借対照表計上額

2018年3月末時価ベース

111銘柄

1,671億円

1,671億円

2018年3月末 2021年3月末 縮減率

70銘柄

1,370億円

1,192億円

36.9%

18.0%

28.7%

▶役員報酬の総額※（2020年度実績）

取締役（社外取締役を除く）

社外取締役

監査役（社外監査役を除く）

社外監査役

7名

4名

2名

3名

16名

215百万円

45百万円

59百万円

24百万円

343百万円

84百万円

ー

ー

ー

84百万円

40百万円

ー

ー

ー

40百万円

339百万円

45百万円

59百万円

24百万円

467百万円

固定報酬支給員数役員区分

合計

支給総額ストックオプション賞 与

※ 改選等により退任した役員［取締役（社外取締役を除く）2名、社外取締役1名、社外監査役1名］を含めて表示しています。

　基本方針

■当社取締役が、研究開発型医薬品企業として持続的な成長
　の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値
　の向上を図ることができるよう、取締役の報酬等は中長期的
　な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績
　目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すこ
　とができる内容とする。

■取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、固定報酬である「基
　本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等」お
　よび中長期インセンティブとしての「株式報酬」により構成し、
　社外取締役および監査役については、その職責を考慮し、固定
　報酬である「基本報酬」のみとする。

1 　報酬構成の割合

■取締役（社外取締役を除く）の報酬構成の割合は、当社の事
　業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性
　を判断する。

■業績連動報酬等（目標達成時）および非金銭報酬等は、その
　目標に鑑み、代表取締役・CEOは、他の取締役より報酬全体
　に占める比率を高める構成とする。

5

　報酬の決定方法

■取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認
　を得た範囲内で、役員報酬案検討会議における審議を経て、
　取締役会に諮り決定する。

■監査役の報酬については、株主総会で承認を得た範囲内で、
　監査役の協議により決定する。

6

　株式報酬（株式報酬型ストックオプション）

■株式報酬は、株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業価値
　の向上を図る動機付けとして、取締役の退任後に一括して権
　利を行使することができる株式報酬型ストックオプションを
　定時株主総会終了後に付与する。ストックオプションの付与
　個数は、将来にわたる持続的成長に向けた意思決定への貢
　献度に応じて、業績や株価水準も考慮して算定する。

4

　基本報酬

■基本報酬は月次の固定報酬とし、事業規模、職責、従業員に
　対する処遇との整合性等を勘案した上で、他社水準も参考
　にして適切な水準となるように設定する。

2

　業績連動報酬等（賞与）

■業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値へ
　の達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する
　個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で
　額を算定し、賞与として事業年度終了後に一括支給する。

3

通報による風評リスクの低減に努めています。内部統制システ

ムの整備・運用状況は、定期的に取締役会に報告され、組織運

営の継続的な改善が図られています。なお、社会秩序や安全に

脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、組織として

毅然とした対応を取ることを周知徹底しています。

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション
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　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、取締役

会の決議により決定しています。本方針の見直しを行う場合は、

社外取締役が過半数を占める「役員報酬案検討会議」における

審議を経て、取締役会に諮り決定することとしています。

　監査役の報酬等は、当社の職務の内容等に照らして適切な

水準となるよう、監査役の協議によって決定しています。

■会社の事業規模、職責、従業員に対する
　処遇との整合性等を勘案したうえで、他
　社水準も参考にして適切な水準に設定

■ 持続的成長を実現するための健全なイン
　 センティブ

■経営指標（売上収益、営業利益等）、定性的
　指標（中期的経営課題との紐付け）、外部要
　因などを総合的に評価

■ 株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業
　価値の向上を図るインセンティブ

■将来にわたる持続的成長に向けた意思決
　定を重視

役員報酬

〈役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針〉

〈方針決定の方法〉

　真に患者さんのためになる革新的な新薬を創製するには、長

期的な協力関係を維持することができるパートナー企業の存在

が不可欠であると考えています。このため、当社は当該企業と

の事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案し、企業価

値を向上させるための中長期的な視点に立ち、政策的に必要と

判断した株式については保有しています。

　中長期的な視点から当社の企業価値の向上につながるか否

かの判断については、年1回、取締役会において個別銘柄ごと

に保有目的や保有に伴う便益、リスク等を検証し、当該企業と

の事業上の関係やシナジー創出等を総合的に勘案したうえで

判断し、政策保有株式全体の見直しにつなげています。なお、検

討の結果、縮減を行うことになった株式については、対話により

投資先企業の理解を得つつ、縮減を進めています。

　当社は、政策保有株式全体の見直しの一環として、2018年3

月末時点の政策保有株式（111銘柄、1,671億円）に対して、約

30%に相当する株式を2018年10月から3年間で縮減する計

画を進めています。この計画に基づき、2021年3月末までに41

銘柄の縮減を行い（縮減率：36.9%）、貸借対照表計上額では

1,370億円（縮減率：18.0%）、2018年3月末時点の時価を用

いた評価額では1,192億円（縮減率：28.7%）となりました。

政策保有株式に関する方針

　当社は、取締役会で決議された内部統制システムの基本方

針に基づき社内体制を整備しています。また、内部監査部門（業

務監査部）による監査を通じて、コンプライアンスの確保、内部

統制上の問題の早期発見に努め、組織運営の適切性の維持・向

上を図っています。さらに、コンプライアンス通報・相談窓口を

社内外に設置し、組織の自浄作用を高めるとともに、社外への

内部統制システム

　取締役会に上程する事項をはじめ、業務執行に関する重要事項

については、取締役社長以下、各部門を担当する取締役や執行役

員、関連部門の責任者等で組織する経営会議等において多面的な

検討を行うなど、意思決定および業務執行の効率性、的確性の維

持・向上に努めています。また、執行役員制度を導入し、権限移譲を

図るなど、経営の効率化、意思決定の迅速化に努めています。 　

　なお、経営会議は、監査役の出席、議事録の閲覧等を通じ、監査

の対象としています。 

業務執行体制

　当社は、透明性の高い経営をめざすとともに、さまざまな機会で

事業活動に関する情報を適時適切に開示することの重要性を認識

し、行動規範の一つとして掲げています。IR（インベスター・リレー

ションズ）活動については、「正確・公平・公正・迅速」を基本姿勢と

して積極的に取り組んでいます。

　決算情報など適時開示情報は、東京証券取引所の適時開示情

報伝達システム（TDnet）および当社ホームページで公開し、適

時開示規則によらない情報についても、当社ホームページなど

を通じて提供しています。 　

　証券アナリストや機関投資家向けには、四半期決算ごとに開催す

る決算説明会やカンファレンスコールのほか、個別ミーティングや電

話会議を積極的に行っています。2020年度は新型コロナウイルス

感染症の影響によりWebも活用し、延べ回数で約220回実施しまし

た。また、例年は証券会社等が主催する個人投資家向けの企業説明

会に積極的に参加していましたが、新型コロナウイルス感染症の影

響で、対面での説明会が難しかったため、Live配信での説明会を実

施しました。このような環境下でも、引き続き当社の事業活動や経営

戦略について理解を深めていただけるよう取り組んでいます。

情報開示

▶役員報酬の内訳

取締役（社外取締役を除く）

社外取締役、監査役

基本報酬（固定）：約70%※

インセンティブ報酬

基本報酬（固定）：100%

基本報酬（固定）

インセンティブ報酬：約30%※

〔短期インセンティブ〕 賞与
（約20%※）

〔中長期インセンティブ〕 株式報酬型ストックオプション
（約10%※）

※ 比率の妥当性は、その時々の経営課題、事業環境等を踏まえて判断

▶政策保有株式の保有状況

保有銘柄数

貸借対照表計上額

2018年3月末時価ベース

111銘柄

1,671億円

1,671億円

2018年3月末 2021年3月末 縮減率

70銘柄

1,370億円

1,192億円

36.9%

18.0%

28.7%

▶役員報酬の総額※（2020年度実績）

取締役（社外取締役を除く）

社外取締役

監査役（社外監査役を除く）

社外監査役

7名

4名

2名

3名

16名

215百万円

45百万円

59百万円

24百万円

343百万円

84百万円

ー

ー

ー

84百万円

40百万円

ー

ー

ー

40百万円

339百万円

45百万円

59百万円

24百万円

467百万円

固定報酬支給員数役員区分

合計

支給総額ストックオプション賞 与

※ 改選等により退任した役員［取締役（社外取締役を除く）2名、社外取締役1名、社外監査役1名］を含めて表示しています。

　基本方針

■当社取締役が、研究開発型医薬品企業として持続的な成長
　の実現に努め、株主の皆様と利益意識を共有して企業価値
　の向上を図ることができるよう、取締役の報酬等は中長期的
　な展望を持って挑戦を続けることを奨励するとともに、業績
　目標に対する意識を高め、企業価値向上への貢献を促すこ
　とができる内容とする。

■取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、固定報酬である「基
　本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬等」お
　よび中長期インセンティブとしての「株式報酬」により構成し、
　社外取締役および監査役については、その職責を考慮し、固定
　報酬である「基本報酬」のみとする。

1 　報酬構成の割合

■取締役（社外取締役を除く）の報酬構成の割合は、当社の事
　業特性やその時々の経営課題、事業環境を踏まえて妥当性
　を判断する。

■業績連動報酬等（目標達成時）および非金銭報酬等は、その
　目標に鑑み、代表取締役・CEOは、他の取締役より報酬全体
　に占める比率を高める構成とする。

5

　報酬の決定方法

■取締役の個人別の報酬等の額については、株主総会で承認
　を得た範囲内で、役員報酬案検討会議における審議を経て、
　取締役会に諮り決定する。

■監査役の報酬については、株主総会で承認を得た範囲内で、
　監査役の協議により決定する。

6

　株式報酬（株式報酬型ストックオプション）

■株式報酬は、株主の皆様と同じ目線で中長期的な企業価値
　の向上を図る動機付けとして、取締役の退任後に一括して権
　利を行使することができる株式報酬型ストックオプションを
　定時株主総会終了後に付与する。ストックオプションの付与
　個数は、将来にわたる持続的成長に向けた意思決定への貢
　献度に応じて、業績や株価水準も考慮して算定する。

4

　基本報酬

■基本報酬は月次の固定報酬とし、事業規模、職責、従業員に
　対する処遇との整合性等を勘案した上で、他社水準も参考
　にして適切な水準となるように設定する。

2

　業績連動報酬等（賞与）

■業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績指標の目標数値へ
　の達成度を反映させることを基本に、企業価値向上に対する
　個人別の貢献度、事業環境の変化等を査定・評価した上で
　額を算定し、賞与として事業年度終了後に一括支給する。

3

通報による風評リスクの低減に努めています。内部統制システ

ムの整備・運用状況は、定期的に取締役会に報告され、組織運

営の継続的な改善が図られています。なお、社会秩序や安全に

脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、組織として

毅然とした対応を取ることを周知徹底しています。
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役員（2021年6月30日現在）

当社入社
当社業務本部長兼経営統轄部長 
当社取締役 
当社経営統轄本部長
当社営業本部長
当社常務取締役
当社取締役副社長
当社経営統轄本部長
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現任）

相良　暁 代表取締役取締役社長

所有する当社の株式の数：55,200株

1983年 4月
2006年 4月
2006年 6月
2007年 4月
2007年11月
2007年12月
2008年 2月
2008年 4月
2008年 6月
2008年 9月

当社入社
当社取締役
当社生産副本部長
当社人材開発部長兼東京支社長補佐
当社CI室長
当社環境管理室長
当社取締役執行役員
当社経営調査室長（現任）
当社取締役常務執行役員（現任） 

小野 功雄 取締役常務執行役員経営調査室長

所有する当社の株式の数：1,510,675株

1981年 4月
1986年 2月
1990年 5月
1992年 6月
1995年 8月
2005年 9月
2011年 6月
2014年 4月
2015年 6月

松下電工株式会社入社 
同社経営執行役 
同社常務取締役 
パナソニック電工株式会社代表取締役社長 
パナソニック株式会社専務役員 
同社代表取締役副社長 
同社代表取締役会長 
同社取締役会長
当社社外取締役（現任）
パナソニック株式会社特別顧問（現任） 
 

長榮 周作 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1972年 4月
2004年12月
2007年 6月
2010年 6月
2011年 4月
2012年 6月
2013年 6月
2017年 6月
2021年 6月
2021年 6月

当社入社 
当社研究業務部長
当社研究副本部長兼研究業務部長
当社営業副本部長兼営業業務部長
当社営業業務部長
当社業務監査部次長
当社研究業務部長
当社常勤監査役（現任） 

西村 勝義 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：11,300株

1977年 4月
2003年 4月
2005年10月
2006年 4月
2007年 6月
2007年11月
2010年 6月
2011年 6月

パナソニック株式会社特別顧問 
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター理事長

〈重要な兼職の状況〉

大阪経済法科大学経済学部助教授
帝塚山大学経営情報学部助教授
帝塚山大学経営情報学部准教授
帝塚山大学経営情報学部教授 
甲南大学経営学部教授（現任）
当社社外取締役（現任）

奥野 明子 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

2002年 4月
2004年 4月
2007年 4月
2010年 4月
2012年 4月
2020年 6月

甲南大学経営学部教授 

〈重要な兼職の状況〉

当社入社
当社甲信越支店長
当社東京第二支店長
当社営業業務部長
当社営業企画部長
当社営業業務部長
当社仙台支店長
当社名古屋支店長 
当社オンコロジー企画推進部長
当社オンコロジー統括部長
当社執行役員
当社経営戦略本部長
当社常務執行役員
当社経営戦略本部長兼
ビジネスデザイン部長
当社取締役常務執行役員
当社経営戦略本部長（現任）
当社取締役専務執行役員（現任）

取締役専務執行役員
経営戦略本部長

所有する当社の株式の数：10,200株

1988年 4月
2004年 6月
2006年 7月
2007年11月
2008年 8月
2009年 4月
2012年10月
2013年10月
2015年10月
2016年 4月
2016年 6月
2018年10月
2019年 6月
2019年10月

2020年 6月
2020年10月
2021年 6月

当社入社
当社国際部長
当社事業開発部長
当社新薬提携部長
オノ・ファーマ・ユーエスエー インク副社長
当社執行役員
当社事業戦略本部長
当社研究統括本部長
当社研究本部長（現任）
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員（現任）  

滝野 十一 取締役専務執行役員研究本部長

所有する当社の株式の数：11,600株

1995年 4月
2006年 4月
2008年 4月
2008年 5月
2009年 7月
2011年 6月
2012年 4月
2018年10月
2019年 4月
2019年 6月
2020年 6月
2021年 6月

谷坂 裕信 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：1,200株

裁判官任官（仙台地方裁判所、さいたま
地方裁判所、大阪家庭裁判所にて勤務）
弁護士登録（第一東京弁護士会） 
田辺総合法律事務所入所（現任）
東京地方裁判所鑑定委員（借地非訟）
（現任）
当社社外監査役（現任）

菱山 泰男 監査役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1999年 4月

2006年 4月
2006年 4月
2010年 1月

2016年 6月

当社入社
当社法務部長
当社業務監査部長
当社常勤監査役（現任） 

1984年 4月
2007年 8月
2018年 1月
2021年 6月

センチュリー監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
田辺彰子公認会計士事務所開設（現任）
尾家産業株式会社社外取締役（現任）
御堂筋監査法人社員（現任）
当社社外仮監査役
当社社外監査役（現任） 

田辺 彰子 監査役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1993年10月

1997年 5月
2012年 1月
2015年 6月
2019年 7月
2020年 4月
2020年 6月

田辺総合法律事務所パートナー弁護士
東京地方裁判所鑑定委員（借地非訟） 

〈重要な兼職の状況〉

田辺彰子公認会計士事務所代表
尾家産業株式会社社外取締役
御堂筋監査法人社員

〈重要な兼職の状況〉

出光 清昭 取締役常務執行役員
開発本部長

所有する当社の株式の数：4,200株

岩谷産業株式会社入社
同社取締役執行役員
同社常務取締役執行役員
同社専務取締役執行役員
同社代表取締役社長執行役員
同社取締役相談役執行役員
同社相談役（現任）
当社社外取締役（現任）
京阪神ビルディング株式会社
社外取締役（現任）
新コスモス電機株式会社社外取締役 

野村 雅男 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：5,000株

1972年 3月
2007年 6月
2009年 4月
2010年 4月
2012年 6月
2017年 4月
2017年 6月
2018年 6月
2019年 6月

2020年 6月

当社入社
オノ・ファーマ・ユーケー・リミテッド社長
当社創薬事業部長
当社探索研究提携部長
当社新薬提携部長
当社研究提携統括部長
当社NV戦略企画部長
当社メディカルアフェアーズ統括部長
当社執行役員
当社開発本部長（現任）
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員（現任） 

1987年  4月
2000年12月
2008年  1月
2008年  5月
2010年  1月
2012年  4月
2013年10月
2017年  4月
2018年10月
2018年10月
2020年  6月
2021年  6月 
 

岩谷産業株式会社相談役
京阪神ビルディング株式会社社外取締役

〈重要な兼職の状況〉

辻中 聡浩 
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役員（2021年6月30日現在）

当社入社
当社業務本部長兼経営統轄部長 
当社取締役 
当社経営統轄本部長
当社営業本部長
当社常務取締役
当社取締役副社長
当社経営統轄本部長
当社代表取締役副社長
当社代表取締役社長（現任）

相良　暁 代表取締役取締役社長

所有する当社の株式の数：55,200株

1983年 4月
2006年 4月
2006年 6月
2007年 4月
2007年11月
2007年12月
2008年 2月
2008年 4月
2008年 6月
2008年 9月

当社入社
当社取締役
当社生産副本部長
当社人材開発部長兼東京支社長補佐
当社CI室長
当社環境管理室長
当社取締役執行役員
当社経営調査室長（現任）
当社取締役常務執行役員（現任） 

小野 功雄 取締役常務執行役員経営調査室長

所有する当社の株式の数：1,510,675株

1981年 4月
1986年 2月
1990年 5月
1992年 6月
1995年 8月
2005年 9月
2011年 6月
2014年 4月
2015年 6月

松下電工株式会社入社 
同社経営執行役 
同社常務取締役 
パナソニック電工株式会社代表取締役社長 
パナソニック株式会社専務役員 
同社代表取締役副社長 
同社代表取締役会長 
同社取締役会長
当社社外取締役（現任）
パナソニック株式会社特別顧問（現任） 
 

長榮 周作 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1972年 4月
2004年12月
2007年 6月
2010年 6月
2011年 4月
2012年 6月
2013年 6月
2017年 6月
2021年 6月
2021年 6月

当社入社 
当社研究業務部長
当社研究副本部長兼研究業務部長
当社営業副本部長兼営業業務部長
当社営業業務部長
当社業務監査部次長
当社研究業務部長
当社常勤監査役（現任） 

西村 勝義 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：11,300株

1977年 4月
2003年 4月
2005年10月
2006年 4月
2007年 6月
2007年11月
2010年 6月
2011年 6月

パナソニック株式会社特別顧問 
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター理事長

〈重要な兼職の状況〉

大阪経済法科大学経済学部助教授
帝塚山大学経営情報学部助教授
帝塚山大学経営情報学部准教授
帝塚山大学経営情報学部教授 
甲南大学経営学部教授（現任）
当社社外取締役（現任）

奥野 明子 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

2002年 4月
2004年 4月
2007年 4月
2010年 4月
2012年 4月
2020年 6月

甲南大学経営学部教授 

〈重要な兼職の状況〉

当社入社
当社甲信越支店長
当社東京第二支店長
当社営業業務部長
当社営業企画部長
当社営業業務部長
当社仙台支店長
当社名古屋支店長 
当社オンコロジー企画推進部長
当社オンコロジー統括部長
当社執行役員
当社経営戦略本部長
当社常務執行役員
当社経営戦略本部長兼
ビジネスデザイン部長
当社取締役常務執行役員
当社経営戦略本部長（現任）
当社取締役専務執行役員（現任）

取締役専務執行役員
経営戦略本部長

所有する当社の株式の数：10,200株

1988年 4月
2004年 6月
2006年 7月
2007年11月
2008年 8月
2009年 4月
2012年10月
2013年10月
2015年10月
2016年 4月
2016年 6月
2018年10月
2019年 6月
2019年10月

2020年 6月
2020年10月
2021年 6月

当社入社
当社国際部長
当社事業開発部長
当社新薬提携部長
オノ・ファーマ・ユーエスエー インク副社長
当社執行役員
当社事業戦略本部長
当社研究統括本部長
当社研究本部長（現任）
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員（現任）  

滝野 十一 取締役専務執行役員研究本部長

所有する当社の株式の数：11,600株

1995年 4月
2006年 4月
2008年 4月
2008年 5月
2009年 7月
2011年 6月
2012年 4月
2018年10月
2019年 4月
2019年 6月
2020年 6月
2021年 6月

谷坂 裕信 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：1,200株

裁判官任官（仙台地方裁判所、さいたま
地方裁判所、大阪家庭裁判所にて勤務）
弁護士登録（第一東京弁護士会） 
田辺総合法律事務所入所（現任）
東京地方裁判所鑑定委員（借地非訟）
（現任）
当社社外監査役（現任）

菱山 泰男 監査役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1999年 4月

2006年 4月
2006年 4月
2010年 1月

2016年 6月

当社入社
当社法務部長
当社業務監査部長
当社常勤監査役（現任） 

1984年 4月
2007年 8月
2018年 1月
2021年 6月

センチュリー監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
公認会計士登録
田辺彰子公認会計士事務所開設（現任）
尾家産業株式会社社外取締役（現任）
御堂筋監査法人社員（現任）
当社社外仮監査役
当社社外監査役（現任） 

田辺 彰子 監査役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1993年10月

1997年 5月
2012年 1月
2015年 6月
2019年 7月
2020年 4月
2020年 6月

田辺総合法律事務所パートナー弁護士
東京地方裁判所鑑定委員（借地非訟） 

〈重要な兼職の状況〉

田辺彰子公認会計士事務所代表
尾家産業株式会社社外取締役
御堂筋監査法人社員

〈重要な兼職の状況〉

出光 清昭 取締役常務執行役員
開発本部長

所有する当社の株式の数：4,200株

岩谷産業株式会社入社
同社取締役執行役員
同社常務取締役執行役員
同社専務取締役執行役員
同社代表取締役社長執行役員
同社取締役相談役執行役員
同社相談役（現任）
当社社外取締役（現任）
京阪神ビルディング株式会社
社外取締役（現任）
新コスモス電機株式会社社外取締役 

野村 雅男 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：5,000株

1972年 3月
2007年 6月
2009年 4月
2010年 4月
2012年 6月
2017年 4月
2017年 6月
2018年 6月
2019年 6月

2020年 6月

当社入社
オノ・ファーマ・ユーケー・リミテッド社長
当社創薬事業部長
当社探索研究提携部長
当社新薬提携部長
当社研究提携統括部長
当社NV戦略企画部長
当社メディカルアフェアーズ統括部長
当社執行役員
当社開発本部長（現任）
当社常務執行役員
当社取締役常務執行役員（現任） 

1987年  4月
2000年12月
2008年  1月
2008年  5月
2010年  1月
2012年  4月
2013年10月
2017年  4月
2018年10月
2018年10月
2020年  6月
2021年  6月 
 

岩谷産業株式会社相談役
京阪神ビルディング株式会社社外取締役

〈重要な兼職の状況〉

辻中 聡浩 
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リスクマネジメント

　当社は、主要なリスクの発生の可能性を認識したうえで、発生の

予防に努め、また、発生した場合には的確に対処する体制を整備し

ています。 

　また、代表取締役社長を最高責任者、取締役専務執行役員である

経営戦略本部長を担当役員として、全社的リスク管理体制の構築を

進めるなど、リスク管理上の課題を経営戦略上の重要課題と捉え取り

組んでいます。さらに、監査役会と内部監査部門（業務監査部）によっ

て、リスクマネジメントにおける監査の実効性向上に努めています。 
なお、モニタリング結果は、年2回開催する全社リスクマネジメ
ント委員会（委員長：リスクマネジメント室長）で共有し、課題
に対して検討するとともに、経営会議（取締役、執行役員、部門
責任者などで構成）、取締役会および監査役会へ報告します。 

　当社は、自然災害や重大事故など緊急事態が発生した場合

にも、業務に対する影響を最小限にとどめて事業活動を継続

し、あるいは中断した場合でも速やかに復旧・再開できるよう

に、代表取締役社長を議長とする緊急対策委員会の指示のも

と、BCP対策本部を組織し、対応にあたる体制を整備していま

す。また、危機対応力と事業継続力の維持・向上を目的に、経営

戦略本部長（取締役専務執行役員）を委員長として事業継続管

理（BCM）を担うBCM委員会と運営事務局を設置し、平時のマ

ネジメント活動を推進しています。

　本社、東京ビル、各工場および各研究所には、非常用電源設

備や2回線受電など、災害に備えた設備を採用し、本社、東京ビ

ル、水無瀬研究所、山口工場には、地震対策のための免震装置

を導入しています。拠点を大阪本社と東京ビルに分散したこと

による機能の2拠点化により、業務を停止させることなく企業活

動を継続できる体制が整備され、事業継続力が向上しました。

　2020年度は、個別のリスク（個人情報漏洩、工場研究所事故な

ど）を想定し、より詳細なマニュアルを作成するとともに、従業員へ

の講習会開催、実務対応訓練（報告体制・広報体制）を行いました。 

BCP（事業継続計画）

　当社は、グループ全体のリスクマネジメントについて、各子会

社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案

件についての協議などを通じて、助言・指導を行っています。当

社企業グループ全体のリスクマネジメントをさらに充実させる

ため、2020年度より、当社のERM体制を国内外の子会社に拡

大しました。

当社グループのリスクマネジメント

1.各本部長が各本部における「部門リスクマネジメント推進会
　議」を通じて、本部全体のリスクマネジメントを統括する。

2.部長クラスがリスクオーナーとして日常のリスクマネジメント
　を行う。

3.リスクマネジメント室がERMの観点から四半期に一度、各
　本部のリスクマネジメント状況をモニタリングする。

各本部における「部門リスクマネジメント推進会議」では、「リ
スクアセスメントシート」を用いて各本部のリスクアセスメント
を行い、課題を抽出し、重要度・緊急度に応じたリスク発現の
防止策や、リスク発現時の対応計画策定といった適切なリスク
対策を検討・立案・実施し、自律的なリスクマネジメントを推進
します。リスクアセスメントシートは、事業リスクだけでなく、環
境、大規模災害、人権、薬事関連法令や贈収賄関連リスクなど
幅広いリスクを含んでいます。

環境問題に関わる事業リスクについてもERMの中で管理して
います。特に気候変動に係るリスクについては、環境委員会の
下に設置されたTCFDワーキンググループにてリスクと機会
の特定と評価を進めています。ERM推進体制と連携して行わ
れるよう、本ワーキンググループにはリスクマネジメント室の
責任者もメンバーに加えるとともに、全社リスクマネジメント
委員会へレポートされ、ERMと連携して取り組んでいます。

経営会議において、重要・緊急と判断される「重大リスク」を年
度ごとに特定し、全社を挙げて対策を検討・立案・実施しモニ
タリングを行っています。｠なお、リスクが発現した場合、対応計
画に従い、被害の最小化と速やかな回復を図る措置を講じ、
問題の早期解決にあたります。 

　当社は、部分最適でなく全体最適のリスクマネジメント活動を

めざし、2018年度よりERM（Enterprise Risk Management）

の導入準備を開始し、2019年度より導入しました。導入にあた

り、リスクマネジメント最高責任者（代表取締役社長）とリスクマネ

ジメント統括責任者（取締役）を選任しました。また、「リスクマネ

ジメント室」を2019年に新設するとともに、「リスクマネジメント

規程」を制定しERMを推進しています。

全社的リスクマネジメント（ERM）体制構築

企業の安定的な事業継続と目標達成のため、社会に対して必
要な説明責任を果たしながら、当社および顧客をはじめとする
各ステークホルダーの損失を最小化することを目的に全社的
リスクマネジメント体制を整備し、推進する。

各本部においては、「リスクアセスメントシート」などにより主
管する本部のリスクのアセスメントを行い、自律的にリスクマ
ネジメントを推進する。

経営に著しく影響を与える重要・緊急と判断されるリスクを
「重大リスク」として特定し、全社を挙げてリスクマネジメント
を推進する。

リスクが発現した場合、被害の最小化と速やかな回復を図る
措置を講じ、問題の早期解決にあたる。

〈ERMの基本方針〉

1

2

3

4

基本的な考え方

リスクマネジメント推進会議

環境問題に係るリスクマネジメント体制（▶P45-47参照）

「重大リスク」への対応

〈ERM の推進体制〉
1

2

3

4

重大なリスクが発現し危機管理が必要な場合、必要に応じて
代表取締役社長が緊急対策委員会を立ち上げ、被害の最小化
と速やかな回復を図る措置を講じ、対応にあたります。 

危機管理（Crisis Management）5

リスクに対する意識浸透や感度向上のために、全社員を対象に
リスクマネジメントに関する教育を実施しています。

全社員を対象とした研修：
2020年度よりリスクマネジメントの基礎知識に加えて、実践的
なリスクマネジメントスキル（リスクイシューの真因分析と管理
手法等）についてのe-ラーニング教育を開始しました。

リスクマネージャーおよびマネジメント層への研修：
2019年度下期からリスクマネジメント手法に関するワーク
ショップ形式の研修を開始しました。2020年度には、社内役員、
各本部のリスクマネージャー、一部の本部のリーダー層に対し
ての研修が終了しています。  

リスクマネジメント教育6

決定・承認提案・報告

▶当社のリスクマネジメント体制

▶ERM推進の流れ

●各部門の対応状況を把握
●今後必要な追加対応策の検討
●新たなリスクの抽出
●重大リスク対応計画を策定し、経営会議に提案
●重大リスク対応結果を経営会議に報告

リスクオーナー
（各部長）

リスクオーナー
（各部長）

部門リスクマネジメント推進会議

全社リスクマネジメント委員会

従業員等 従業員等

リスク
マネジメント
実施担当者

リスク
マネジメント
実施担当者

経営会議
リスクマネジメント最高責任者

（代表取締役社長）

リスクマネジメント統括責任者
（取締役専務執行役員／経営戦略本部長）

リスクマネジメント室
（委員会事務局）

リスクマネージャー
（各本部長が指名、委員会委員・部門推進会議の事務局）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/82#916

BCP体制

リスクの抽出 リスクの見直しリスクの評価・分類

リスクマネジメント室

リスクマネージャー

経営層へ
インタビュー

ワークショップを実施

蓋然性と影響の
重大性をもとに
リスクを評価・分類

対応をモニタリング

リスクアセスメント
シートの精度を向上

新たなリスクを抽出

リスクを
洗い出し

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
作
成

・対応責任者を選任
・対応策を策定

リスクマネジメント部門責任者
（各本部長）
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リスクマネジメント

　当社は、主要なリスクの発生の可能性を認識したうえで、発生の

予防に努め、また、発生した場合には的確に対処する体制を整備し

ています。 

　また、代表取締役社長を最高責任者、取締役専務執行役員である

経営戦略本部長を担当役員として、全社的リスク管理体制の構築を

進めるなど、リスク管理上の課題を経営戦略上の重要課題と捉え取り

組んでいます。さらに、監査役会と内部監査部門（業務監査部）によっ

て、リスクマネジメントにおける監査の実効性向上に努めています。 
なお、モニタリング結果は、年2回開催する全社リスクマネジメ
ント委員会（委員長：リスクマネジメント室長）で共有し、課題
に対して検討するとともに、経営会議（取締役、執行役員、部門
責任者などで構成）、取締役会および監査役会へ報告します。 

　当社は、自然災害や重大事故など緊急事態が発生した場合

にも、業務に対する影響を最小限にとどめて事業活動を継続

し、あるいは中断した場合でも速やかに復旧・再開できるよう

に、代表取締役社長を議長とする緊急対策委員会の指示のも

と、BCP対策本部を組織し、対応にあたる体制を整備していま

す。また、危機対応力と事業継続力の維持・向上を目的に、経営

戦略本部長（取締役専務執行役員）を委員長として事業継続管

理（BCM）を担うBCM委員会と運営事務局を設置し、平時のマ

ネジメント活動を推進しています。

　本社、東京ビル、各工場および各研究所には、非常用電源設

備や2回線受電など、災害に備えた設備を採用し、本社、東京ビ

ル、水無瀬研究所、山口工場には、地震対策のための免震装置

を導入しています。拠点を大阪本社と東京ビルに分散したこと

による機能の2拠点化により、業務を停止させることなく企業活

動を継続できる体制が整備され、事業継続力が向上しました。

　2020年度は、個別のリスク（個人情報漏洩、工場研究所事故な

ど）を想定し、より詳細なマニュアルを作成するとともに、従業員へ

の講習会開催、実務対応訓練（報告体制・広報体制）を行いました。 

BCP（事業継続計画）

　当社は、グループ全体のリスクマネジメントについて、各子会

社の自主性を尊重しつつ、事業内容の定期的な報告と重要案

件についての協議などを通じて、助言・指導を行っています。当

社企業グループ全体のリスクマネジメントをさらに充実させる

ため、2020年度より、当社のERM体制を国内外の子会社に拡

大しました。

当社グループのリスクマネジメント

1.各本部長が各本部における「部門リスクマネジメント推進会
　議」を通じて、本部全体のリスクマネジメントを統括する。

2.部長クラスがリスクオーナーとして日常のリスクマネジメント
　を行う。

3.リスクマネジメント室がERMの観点から四半期に一度、各
　本部のリスクマネジメント状況をモニタリングする。

各本部における「部門リスクマネジメント推進会議」では、「リ
スクアセスメントシート」を用いて各本部のリスクアセスメント
を行い、課題を抽出し、重要度・緊急度に応じたリスク発現の
防止策や、リスク発現時の対応計画策定といった適切なリスク
対策を検討・立案・実施し、自律的なリスクマネジメントを推進
します。リスクアセスメントシートは、事業リスクだけでなく、環
境、大規模災害、人権、薬事関連法令や贈収賄関連リスクなど
幅広いリスクを含んでいます。

環境問題に関わる事業リスクについてもERMの中で管理して
います。特に気候変動に係るリスクについては、環境委員会の
下に設置されたTCFDワーキンググループにてリスクと機会
の特定と評価を進めています。ERM推進体制と連携して行わ
れるよう、本ワーキンググループにはリスクマネジメント室の
責任者もメンバーに加えるとともに、全社リスクマネジメント
委員会へレポートされ、ERMと連携して取り組んでいます。

経営会議において、重要・緊急と判断される「重大リスク」を年
度ごとに特定し、全社を挙げて対策を検討・立案・実施しモニ
タリングを行っています。｠なお、リスクが発現した場合、対応計
画に従い、被害の最小化と速やかな回復を図る措置を講じ、
問題の早期解決にあたります。 

　当社は、部分最適でなく全体最適のリスクマネジメント活動を

めざし、2018年度よりERM（Enterprise Risk Management）

の導入準備を開始し、2019年度より導入しました。導入にあた

り、リスクマネジメント最高責任者（代表取締役社長）とリスクマネ

ジメント統括責任者（取締役）を選任しました。また、「リスクマネ

ジメント室」を2019年に新設するとともに、「リスクマネジメント

規程」を制定しERMを推進しています。

全社的リスクマネジメント（ERM）体制構築

企業の安定的な事業継続と目標達成のため、社会に対して必
要な説明責任を果たしながら、当社および顧客をはじめとする
各ステークホルダーの損失を最小化することを目的に全社的
リスクマネジメント体制を整備し、推進する。

各本部においては、「リスクアセスメントシート」などにより主
管する本部のリスクのアセスメントを行い、自律的にリスクマ
ネジメントを推進する。

経営に著しく影響を与える重要・緊急と判断されるリスクを
「重大リスク」として特定し、全社を挙げてリスクマネジメント
を推進する。

リスクが発現した場合、被害の最小化と速やかな回復を図る
措置を講じ、問題の早期解決にあたる。

〈ERMの基本方針〉

1

2

3

4

基本的な考え方

リスクマネジメント推進会議

環境問題に係るリスクマネジメント体制（▶P45-47参照）

「重大リスク」への対応

〈ERM の推進体制〉
1

2

3

4

重大なリスクが発現し危機管理が必要な場合、必要に応じて
代表取締役社長が緊急対策委員会を立ち上げ、被害の最小化
と速やかな回復を図る措置を講じ、対応にあたります。 

危機管理（Crisis Management）5

リスクに対する意識浸透や感度向上のために、全社員を対象に
リスクマネジメントに関する教育を実施しています。

全社員を対象とした研修：
2020年度よりリスクマネジメントの基礎知識に加えて、実践的
なリスクマネジメントスキル（リスクイシューの真因分析と管理
手法等）についてのe-ラーニング教育を開始しました。

リスクマネージャーおよびマネジメント層への研修：
2019年度下期からリスクマネジメント手法に関するワーク
ショップ形式の研修を開始しました。2020年度には、社内役員、
各本部のリスクマネージャー、一部の本部のリーダー層に対し
ての研修が終了しています。  

リスクマネジメント教育6

決定・承認提案・報告

▶当社のリスクマネジメント体制

▶ERM推進の流れ

●各部門の対応状況を把握
●今後必要な追加対応策の検討
●新たなリスクの抽出
●重大リスク対応計画を策定し、経営会議に提案
●重大リスク対応結果を経営会議に報告

リスクオーナー
（各部長）

リスクオーナー
（各部長）

部門リスクマネジメント推進会議

全社リスクマネジメント委員会

従業員等 従業員等

リスク
マネジメント
実施担当者

リスク
マネジメント
実施担当者

経営会議
リスクマネジメント最高責任者

（代表取締役社長）

リスクマネジメント統括責任者
（取締役専務執行役員／経営戦略本部長）

リスクマネジメント室
（委員会事務局）

リスクマネージャー
（各本部長が指名、委員会委員・部門推進会議の事務局）

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/82#916

BCP体制

リスクの抽出 リスクの見直しリスクの評価・分類

リスクマネジメント室

リスクマネージャー

経営層へ
インタビュー

ワークショップを実施

蓋然性と影響の
重大性をもとに
リスクを評価・分類

対応をモニタリング

リスクアセスメント
シートの精度を向上

新たなリスクを抽出

リスクを
洗い出し

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
作
成

・対応責任者を選任
・対応策を策定

リスクマネジメント部門責任者
（各本部長）
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コンプライアンス

　当社は、人々の生命に関わる医薬品に携わる製薬企業として

の責任を自覚し、法令遵守はもとより、高い倫理観に基づき行動

すべく、「小野薬品行動規範」を設けています。当社のコンプライ

アンス体系は、企業理念のもと、企業活動の基本指針として「小野

薬品行動規範」、その活動の行動基準として「コンプライアンスプ

ログラムポリシー」を策定しています。また、プロモーション活動

などに関わる製薬協コード・オブ・プラクティスに沿った「小野薬

品コード・オブ・プラクティス」も遵守しています。

　コンプライアンス体系の実践に際しては、透明性の確保ならび

に不正・腐敗行為の防止、国内外の社会情勢を常に意識するよ

う、社員に対して周知徹底を繰り返し行っています。

小野薬品コンプライアンス体系

https://www.ono.co.jp/company/policies/respect_
human_rights.html

研究における人権配慮

https://www.ono.co.jp/company/policies/ethical_
considerations_in_animal_experiments.html

動物実験における倫理的配慮

https://www.ono.co.jp/company/policies/medical_
transparency_guidelines.html

医療機関等との関係の透明性に関する指針

https://www.ono.co.jp/company/policies/patient_
transparency_guidelines.html

https://www.ono.co.jp/company/policies/bribery_
prevention_globalpolicy.html

https://www.ono.co.jp/company/policies/public_
research.html

公的研究費の運営・管理体制

https://www.ono.co.jp/company/policies/tax_policy_jp.html

小野薬品税務グローバルポリシー

小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/83

プロモーションに関わる審査体制や、
公正なプロモーション活動徹底のための研修については、
当社のサステナビリティサイトで紹介しています。

　コンプライアンス推進のため、取締役専務執行役員である経営

戦略本部長をコンプライアンス担当役員に任命し、コンプライア

ンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会では、コン

プライアンスに関する問題の検討・審議や研修などの企画・推進

を行うとともに、内部監査部門と連携して、どの程度周知徹底さ

れているかを確認しています。また、リスクマネジメント委員会と

も連携して、リスク管理を行っています。

　グループ会社に対しては、コンプライアンス違反が発生しない

ように体制や規程の整備などを行うよう指導し、取引先などに対

しても同様のことを求めています。

コンプライアンス推進体制

https://www.ono.co.jp/company/mission.html

企業理念・小野薬品行動規範

https://www.ono.co.jp/company/policies/compliance.html

小野薬品コンプライアンスプログラムポリシー

https://www.ono.co.jp/company/policies/cop.html

小野薬品コード・オブ・プラクティス

　当社ではハラスメントを含むコンプライアンス違反の未然・再

発防止、適切な就労環境の確保、違反発生時に迅速な対応・措置

を講じて社会的信頼の失墜や損失を最小限にとどめることなど

を目的に、2015年から24時間受付可能な社外窓口「小野薬品

ホットライン」をはじめ、通報・相談窓口を社内外に設置していま

す。社内窓口には代表取締役社長、コンプライアンス担当役員お

よび監査役などの経営層にも直接通報・相談ができる体制を整

備しています。制度を利用するうえで、通報者の氏名、内容、プライ

バシーに関する事項等については、調査において必要な関係者

以外には秘密を厳守し、匿名の通報にも対応しています。また、本

通報制度を利用した社員に対して、通報したことのみを理由に不

利益になる取り扱いは一切行いません。なお、本制度は、内部通

報制度認証（自己適合宣言登録制度）を取得しています。さらに、

グループ会社全体にも通報・相談窓口を広げ、社員等が躊躇する

ことなく通報・相談できる体制の整備に努めています。

　実験動物を用いた研究では、動物の生命を尊重し、動物福祉に

配慮して適正に実施されるよう、動物実験委員会を設置し、実験計

画が「3Rsの原則」〈Replacement（代替法の利用）、Reduction

（動物利用数の削減）、Refinement（苦痛の軽減）〉に基づいて策

定されているか、事前に審査しています。また、動物実験の実施状

況などについて自己点検・評価を行い、これらの取り組みについて

第三者（一般財団法人日本医薬情報センター）による認証を取得し

ています。

　医薬品の開発において安全性や有効性を見極めるために欠か

せない臨床試験は、被験者の人権を尊重し、安全性の確保に細心

の注意を払い、高い倫理性を持って厳正に実施されます。当社は、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（薬機法）」などの関係法規やヘルシンキ宣言の精神を基に定

められた世界基準に従い、必要かつ十分な手順を踏むことで、一

歩ずつ確実に医薬品の真価を見極めています。また、医薬品にお

いては、安全監視機能が適切に働かなかった結果、過去には多く

の薬害が発生しています。患者さんの苦痛や薬害の悲惨さ、企業

の責任の大きさを忘れることがないよう、薬害に関する教育を全

社員に対して定期的に実施しています。

通報・相談体制

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/81#911

通報・相談体制

　コンプライアンス推進のためには社員への研修・啓発活動を継

続的に行うことが重要です。当社では役員および全社員を対象に

コンプライアンス研修を毎年行っています。

　2020年度は、組織内でコンプライアンスに関わる報告、相談をし

やすい風土をより強化するために、2019年度に実施した従業員意

識調査の結果を踏まえ、リーダーを対象とした職場環境の向上を目

的としたディスカッション形式の研修を行いました。ハラスメントに

関しては、パワーハラスメントの防止対策が企業に義務付けられた

ことも踏まえ、管理職に対して毎年行っている研修に加え、外部講

師による研修プログラムにも取り入れ、コンプライアンス意識の向

上を図っています。また、販売情報提供活動ガイドラインに関連する

研修では、実際に確認されたコンプライアンス上の課題を踏まえた

研修内容とし、定期的なものだけでなく問題があれば速やかに再

発防止の研修を実施しています。その他のコンプライアンステーマ

についてもリスクを踏まえた研修プログラムを推進しています。

コンプライアンス教育

　当社では、公正かつ透明な事業活動を行うために、e-ラーニ

ングや、各本部内での研修を行う強化月間を設け、不正・腐敗行

為の防止に対する教育を、すべての社員に対して毎年行い、周

知徹底を行っています。 

　新薬の継続的な創製と安定的な供給を通して世界の医療と

人々の健康に貢献するためには、患者さんの病気や苦痛の克

服に対する協働活動（患者団体への支援）、研究機関・医療機関

などとの連携が不可欠です。これら協働・連携を公正かつ透明

な事業として充実させるには、その関係の透明性を確保するこ

とが重要であり、日本製薬工業協会のガイドラインを勘案して

策定した当社ガイドラインに従って、当社から医療機関および

患者団体への支援費用に関する情報を公開しています。

　税務コンプライアンスについては「小野薬品税務グローバル

ポリシー」を制定し、コンプライアンス担当役員である取締役専

務執行役員／経営戦略本部長の責任のもと、厳正な管理に努

めています。

公正かつ透明な事業活動

　小野薬品における「プロモーション」とは、「医療関係者に医薬情

報を提供・伝達し、それらに基づく医療用医薬品の適正な使用と普

及を図ること」と定義しています。プロモーションに関わるすべての

社員は、本コード内の具体的な規定や記載の有無に関わらず、本

コードの精神に則った行動であるかどうかを常に判断し、公正なプ

ロモーション活動を推進しています。また、本コードを踏まえ、厚生

労働省の「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」や日本製薬工業協会によって定められた「医療用医薬品プロ

モーションコード」を遵守するとともに、IFPMAコード・オブ・プラク

ティス（国際製薬団体連合会コード）を尊重します。

公正なプロモーション活動の推進

　当社は、研究・開発のさまざまな段階において、常に倫理的な配

慮をして取り組んでいます。 

　ヒト由来試料（血液、組織、細胞、遺伝子など）を用いた研究で

は、国の基本指針に基づいて社内の倫理規程を定め、諮問委員会

として社内外の委員で構成される「人を対象とする医学系研究」倫

理委員会を設置し、倫理的および科学的妥当性を厳正に審議した

うえで実施しています。 

倫理的配慮

　また、不正や腐敗行為に関わる法令遵守への関心が世界的

に高まるなか、2017年には贈収賄防止体制を改めて明確化、

明文化するため、「小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー」お

よび「贈収賄防止規程」を制定し、より厳正な運用に努めていま

す。さらに、当社は贈収賄の国際規範であるトランスペアレン

シー・インターナショナルの「贈収賄防止のためのビジネス原

則」を支持しています。

　研究費として公的資金を受ける研究については、国が定めた

ガイドラインを遵守すべく「公的研究費を受ける研究に関する

行動指針」ならびに「公的研究費を受ける研究に関する規程」

を制定し、より適正な運用・管理に努めています。 

患者団体との関係の透明性に関する取り組み

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

小野薬品行動規範

コンプライアンスプログラムポリシー

企業理念

研究開発・製造販売 人　権 法令遵守

環　境 透明性 社会参画

GOVERNANCE
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コンプライアンス

　当社は、人々の生命に関わる医薬品に携わる製薬企業として

の責任を自覚し、法令遵守はもとより、高い倫理観に基づき行動

すべく、「小野薬品行動規範」を設けています。当社のコンプライ

アンス体系は、企業理念のもと、企業活動の基本指針として「小野

薬品行動規範」、その活動の行動基準として「コンプライアンスプ

ログラムポリシー」を策定しています。また、プロモーション活動

などに関わる製薬協コード・オブ・プラクティスに沿った「小野薬

品コード・オブ・プラクティス」も遵守しています。

　コンプライアンス体系の実践に際しては、透明性の確保ならび

に不正・腐敗行為の防止、国内外の社会情勢を常に意識するよ

う、社員に対して周知徹底を繰り返し行っています。

小野薬品コンプライアンス体系

https://www.ono.co.jp/company/policies/respect_
human_rights.html

研究における人権配慮

https://www.ono.co.jp/company/policies/ethical_
considerations_in_animal_experiments.html

動物実験における倫理的配慮

https://www.ono.co.jp/company/policies/medical_
transparency_guidelines.html

医療機関等との関係の透明性に関する指針

https://www.ono.co.jp/company/policies/patient_
transparency_guidelines.html

https://www.ono.co.jp/company/policies/bribery_
prevention_globalpolicy.html

https://www.ono.co.jp/company/policies/public_
research.html

公的研究費の運営・管理体制

https://www.ono.co.jp/company/policies/tax_policy_jp.html

小野薬品税務グローバルポリシー

小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/83

プロモーションに関わる審査体制や、
公正なプロモーション活動徹底のための研修については、
当社のサステナビリティサイトで紹介しています。

　コンプライアンス推進のため、取締役専務執行役員である経営

戦略本部長をコンプライアンス担当役員に任命し、コンプライア

ンス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会では、コン

プライアンスに関する問題の検討・審議や研修などの企画・推進

を行うとともに、内部監査部門と連携して、どの程度周知徹底さ

れているかを確認しています。また、リスクマネジメント委員会と

も連携して、リスク管理を行っています。

　グループ会社に対しては、コンプライアンス違反が発生しない

ように体制や規程の整備などを行うよう指導し、取引先などに対

しても同様のことを求めています。

コンプライアンス推進体制

https://www.ono.co.jp/company/mission.html

企業理念・小野薬品行動規範

https://www.ono.co.jp/company/policies/compliance.html

小野薬品コンプライアンスプログラムポリシー

https://www.ono.co.jp/company/policies/cop.html

小野薬品コード・オブ・プラクティス

　当社ではハラスメントを含むコンプライアンス違反の未然・再

発防止、適切な就労環境の確保、違反発生時に迅速な対応・措置

を講じて社会的信頼の失墜や損失を最小限にとどめることなど

を目的に、2015年から24時間受付可能な社外窓口「小野薬品

ホットライン」をはじめ、通報・相談窓口を社内外に設置していま

す。社内窓口には代表取締役社長、コンプライアンス担当役員お

よび監査役などの経営層にも直接通報・相談ができる体制を整

備しています。制度を利用するうえで、通報者の氏名、内容、プライ

バシーに関する事項等については、調査において必要な関係者

以外には秘密を厳守し、匿名の通報にも対応しています。また、本

通報制度を利用した社員に対して、通報したことのみを理由に不

利益になる取り扱いは一切行いません。なお、本制度は、内部通

報制度認証（自己適合宣言登録制度）を取得しています。さらに、

グループ会社全体にも通報・相談窓口を広げ、社員等が躊躇する

ことなく通報・相談できる体制の整備に努めています。

　実験動物を用いた研究では、動物の生命を尊重し、動物福祉に

配慮して適正に実施されるよう、動物実験委員会を設置し、実験計

画が「3Rsの原則」〈Replacement（代替法の利用）、Reduction

（動物利用数の削減）、Refinement（苦痛の軽減）〉に基づいて策

定されているか、事前に審査しています。また、動物実験の実施状

況などについて自己点検・評価を行い、これらの取り組みについて

第三者（一般財団法人日本医薬情報センター）による認証を取得し

ています。

　医薬品の開発において安全性や有効性を見極めるために欠か

せない臨床試験は、被験者の人権を尊重し、安全性の確保に細心

の注意を払い、高い倫理性を持って厳正に実施されます。当社は、

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する

法律（薬機法）」などの関係法規やヘルシンキ宣言の精神を基に定

められた世界基準に従い、必要かつ十分な手順を踏むことで、一

歩ずつ確実に医薬品の真価を見極めています。また、医薬品にお

いては、安全監視機能が適切に働かなかった結果、過去には多く

の薬害が発生しています。患者さんの苦痛や薬害の悲惨さ、企業

の責任の大きさを忘れることがないよう、薬害に関する教育を全

社員に対して定期的に実施しています。

通報・相談体制

https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/81#911

通報・相談体制

　コンプライアンス推進のためには社員への研修・啓発活動を継

続的に行うことが重要です。当社では役員および全社員を対象に

コンプライアンス研修を毎年行っています。

　2020年度は、組織内でコンプライアンスに関わる報告、相談をし

やすい風土をより強化するために、2019年度に実施した従業員意

識調査の結果を踏まえ、リーダーを対象とした職場環境の向上を目

的としたディスカッション形式の研修を行いました。ハラスメントに

関しては、パワーハラスメントの防止対策が企業に義務付けられた

ことも踏まえ、管理職に対して毎年行っている研修に加え、外部講

師による研修プログラムにも取り入れ、コンプライアンス意識の向

上を図っています。また、販売情報提供活動ガイドラインに関連する

研修では、実際に確認されたコンプライアンス上の課題を踏まえた

研修内容とし、定期的なものだけでなく問題があれば速やかに再

発防止の研修を実施しています。その他のコンプライアンステーマ

についてもリスクを踏まえた研修プログラムを推進しています。

コンプライアンス教育

　当社では、公正かつ透明な事業活動を行うために、e-ラーニ

ングや、各本部内での研修を行う強化月間を設け、不正・腐敗行

為の防止に対する教育を、すべての社員に対して毎年行い、周

知徹底を行っています。 

　新薬の継続的な創製と安定的な供給を通して世界の医療と

人々の健康に貢献するためには、患者さんの病気や苦痛の克

服に対する協働活動（患者団体への支援）、研究機関・医療機関

などとの連携が不可欠です。これら協働・連携を公正かつ透明

な事業として充実させるには、その関係の透明性を確保するこ

とが重要であり、日本製薬工業協会のガイドラインを勘案して

策定した当社ガイドラインに従って、当社から医療機関および

患者団体への支援費用に関する情報を公開しています。

　税務コンプライアンスについては「小野薬品税務グローバル

ポリシー」を制定し、コンプライアンス担当役員である取締役専

務執行役員／経営戦略本部長の責任のもと、厳正な管理に努

めています。

公正かつ透明な事業活動

　小野薬品における「プロモーション」とは、「医療関係者に医薬情

報を提供・伝達し、それらに基づく医療用医薬品の適正な使用と普

及を図ること」と定義しています。プロモーションに関わるすべての

社員は、本コード内の具体的な規定や記載の有無に関わらず、本

コードの精神に則った行動であるかどうかを常に判断し、公正なプ

ロモーション活動を推進しています。また、本コードを踏まえ、厚生

労働省の「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」や日本製薬工業協会によって定められた「医療用医薬品プロ

モーションコード」を遵守するとともに、IFPMAコード・オブ・プラク

ティス（国際製薬団体連合会コード）を尊重します。

公正なプロモーション活動の推進

　当社は、研究・開発のさまざまな段階において、常に倫理的な配

慮をして取り組んでいます。 

　ヒト由来試料（血液、組織、細胞、遺伝子など）を用いた研究で

は、国の基本指針に基づいて社内の倫理規程を定め、諮問委員会

として社内外の委員で構成される「人を対象とする医学系研究」倫

理委員会を設置し、倫理的および科学的妥当性を厳正に審議した

うえで実施しています。 

倫理的配慮

　また、不正や腐敗行為に関わる法令遵守への関心が世界的

に高まるなか、2017年には贈収賄防止体制を改めて明確化、

明文化するため、「小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー」お

よび「贈収賄防止規程」を制定し、より厳正な運用に努めていま

す。さらに、当社は贈収賄の国際規範であるトランスペアレン

シー・インターナショナルの「贈収賄防止のためのビジネス原

則」を支持しています。

　研究費として公的資金を受ける研究については、国が定めた

ガイドラインを遵守すべく「公的研究費を受ける研究に関する

行動指針」ならびに「公的研究費を受ける研究に関する規程」

を制定し、より適正な運用・管理に努めています。 

患者団体との関係の透明性に関する取り組み

プロフィール ビジョン ハイライト 小野薬品の価値創造 ESG活動報告 データセクション

小野薬品行動規範

コンプライアンスプログラムポリシー

企業理念

研究開発・製造販売 人　権 法令遵守

環　境 透明性 社会参画

GOVERNANCE

https://www.ono.co.jp/company/policies/public_research.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/tax_policy_jp.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/respect_human_rights.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/ethical_considerations_in_animal_experiments.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/medical_transparency_guidelines.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/patient_transparency_guidelines.html
https://www.ono.co.jp/company/policies/bribery_prevention_globalpolicy.html
https://sustainability.ono.co.jp/ja/themes/83



