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ERMに基づくリスクへの対応
事業活動には、製薬企業固有のリスクのほか、環境問題や自然災害、法令違反など、さまざまなリスクが伴います。

これらのリスクに対し、全社的な観点から最適な判断・対応を行えるよう、

当社は2019年度より全社的リスクマネジメント（ERM）を導入しました。2019年4月に新設した「リスクマネジメント室」を中心に、

リスクの特定や対応策の策定を進めることで、組織横断的な対応力の向上を図っています。

特集 . 03

　ERMを推進する最初のステップとして、当社にかかわるリスクの洗い

出しを行いました。まず、リスクマネジメント室が経営層にインタビューを

実施し、経営層が重要と考えるリスクを抽出。次に、各本部からリスクマ

ネージャー（各本部においてリスクマネジメント活動を中心となって行う

担当者）を数名ずつ選出して、ワークショップ形式でリスクの評価・分類

を行いました。ワークショップでは、経営層が考えるリスクと各リスクマ

ネージャーが持ち寄ったリスクを、実際に起こりうるシナリオとともに議論

し、そのリスクが実際に発生する蓋然性（起こりうる頻度）を7段階で、発

生した時の影響の重大性を5段階で評価してリスク指数を導き出し、各

リスクを特大・大・中・小に分類しました。さらに、各リスクの対応責任者、

対応策についても定めました。これらのリスクや対応策などは、リスクマ

ネジメント室にて重複や基準のブレを整理し、各本部の確認を経て「リ

スクアセスメントシート」としてまとめました。

経営層と担当者が洗い出したリスクを
ワークショップで評価・分類

　特定したリスクについては、それぞれ対応責任者が対応策に責任を

負うこととしています。また、特に重点的に対応すべきリスクは、経営会

議にて「重大リスク」として選定、優先的にリソースを配分し、全社で対

応・モニタリングを実施する体制を構築しています。さらに、大規模な自

然災害や新型コロナウイルス感染症（COVID-19）など、緊急かつ全

社的な対応を必要とする複合リスクについては、想定されるリスクシナリ

オを策定したうえで、全体像を把握しながら体制を整備し、問題の解決

にあたっています。

　重大リスクへの対応や各部門での対応は、リスクマネジメント室が中

心となりモニタリングします。また、リスクマネジメント室はリスクマネー

ジャーと連携して、環境の変化に伴い新たに発生したリスクの追加やリ

スク指数の見直しなどを定期的に行います。このような取り組みを通し

て、当社はリスクアセスメントシートの精度を継続的に高め、リスクの低

減に努めます。

ERM体制を構築するとともに、
対応状況を定期的にモニタリング

主要なリスクと対応策（抜粋）
Go v e r n an c e

新製品の開発
●長期かつ多額の研究開発投資が独創的な新
　薬の上市に至らず、途中で開発を断念

●研究領域の重点化による自社創薬への取り組み体
　制の強化

●世界最先端の技術や知見を取り入れ、新薬開発の
　スピードと成功確率を高めるためのオープンイノベー
　ションの推進

市場環境の変化
●競合品や後発品の販売状況による製品競争 
　力の低下

●積極的な研究開発活動、全社を横断する迅速な部
　門間連携と人財育成機能の強化による製品価値
　の最大化

●製品ステージごとに常に競争優位性を担保しうる戦
　略の見直しと、それを実現するためのリソースの担保

製品の品質管理

●重大な品質トラブルまたは新たな科学的知見に
　より製品の安全・安心に対する懸念等が発生し
　た場合の、当該製品のブランド価値低下および 
　当社グループ全体の信用の低下

●独自の品質マニュアルに基づく品質システムの確
　立と継続的な改善

●製品の品質、有効性、安全性に懸念がある場合、
　速やかに対応するための体制の整備

コンプライアンス

●当社グループおよび委託先等が重大な法令違
　反を起こした場合の信用の低下

●法規制の変更などによる事業活動の制限およ
　びその対応のための投資の発生

●「小野薬品行動規範」に基づくコンプライアンス体
　系の整備と実践

●コンプライアンス推進体制の構築

●事業活動に関連する法規制の遵守の徹底

人財の確保・育成
●中長期的に多様で優秀な人財が確保・育成で
　きない場合の事業活動の停滞

●多様な働き方ができる支援制度や職場環境の整備

●個々の成長や能力に沿った研修制度の実施

●女性活躍推進、障がい者活躍推進、キャリア採用
　推進

https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/y_houkoku/ns_ver4_200619.pdf

上記の表には、有価証券報告書に記載した主要なリスクの一部を記載しています。詳細については、以下の「有価証券報告書」や
「CSR Webサイト」をご参照ください。

リスクの概要 対応策

ERMの流れ

リスクマネージャー

リスクマネジメント室

リスクアセスメント
シートの精度を向上

経営層へ
インタビュー

リスクを
洗い出し

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

・対応責任者を選任
・対応策を策定
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リスクの抽出 リスクの評価・分類 リスクの見直し

リスク要因

対応をモニタリング

新たなリスクを抽出

大規模地震や
気候変動等に伴う
自然災害・事故

●大規模地震や気候変動に伴う自然災害、生産
　工場の爆発・火災事故、情報・制御システムの
　障害、原材料購入先のトラブル、電力や水等の
　社会インフラの機能不全、有害物質による環境
　汚染、テロ、政変、暴動等の発生による事業活
　動の停滞

●生産工場および主要な事業拠点を対象とした災害
　対策、事業継続計画（BCP）の策定

●TCFDの提言に基づく気候変動リスクへの対応

●2拠点体制の整備、「安否確認システム」の導入、定
　期的な災害訓練の実施などによる有事対応力の強化

2019年度に当社が有価証券報告書に記載した主要なリスクは、18項目となります。
その中でも、以下の6項目は特にインパクトが大きなリスクと判断しています。これら以外
にも当社特有のリスクや新興リスクも特定しています。
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●中長期的に多様で優秀な人財が確保・育成で
　きない場合の事業活動の停滞

●多様な働き方ができる支援制度や職場環境の整備

●個々の成長や能力に沿った研修制度の実施

●女性活躍推進、障がい者活躍推進、キャリア採用
　推進

https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/y_houkoku/ns_ver4_200619.pdf

上記の表には、有価証券報告書に記載した主要なリスクの一部を記載しています。詳細については、以下の「有価証券報告書」や
「CSR Webサイト」をご参照ください。

リスクの概要 対応策

ERMの流れ

リスクマネージャー

リスクマネジメント室

リスクアセスメント
シートの精度を向上

経営層へ
インタビュー

リスクを
洗い出し

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

・対応責任者を選任
・対応策を策定

リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
を
作
成

リスクの抽出 リスクの評価・分類 リスクの見直し

リスク要因

対応をモニタリング

新たなリスクを抽出

大規模地震や
気候変動等に伴う
自然災害・事故

●大規模地震や気候変動に伴う自然災害、生産
　工場の爆発・火災事故、情報・制御システムの
　障害、原材料購入先のトラブル、電力や水等の
　社会インフラの機能不全、有害物質による環境
　汚染、テロ、政変、暴動等の発生による事業活
　動の停滞

●生産工場および主要な事業拠点を対象とした災害
　対策、事業継続計画（BCP）の策定

●TCFDの提言に基づく気候変動リスクへの対応

●2拠点体制の整備、「安否確認システム」の導入、定
　期的な災害訓練の実施などによる有事対応力の強化

2019年度に当社が有価証券報告書に記載した主要なリスクは、18項目となります。
その中でも、以下の6項目は特にインパクトが大きなリスクと判断しています。これら以外
にも当社特有のリスクや新興リスクも特定しています。

ESG活動報告



55 56

コーポレート・ガバナンス

ONO CORPORATE REPORT 2020 ONO CORPORATE REPORT 2020

Go v e r n an c e

　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

外取締役を主要な構成員とする「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。

コーポレート・ガバナンス体制
　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。

　2019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。

取締役会の実効性評価

　取締役については、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、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、任期を1年としています。

　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体制にしており、現

在、社外取締役３名を含む８名で構成されています。取締役会は原則

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。さらに、取締役会では監査役

の意見も重視しており、法律、財務・会計の専門家の視点、あるいは

ジェンダーの視点も積極的に取り入れながら議論を行っています。

取締役会

2019年度役員報酬（実績）

役員区分 支給員数 固定報酬 賞与 ストックオプション 支給総額

〈報酬決定の方針〉
　社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、賞与および株式

報酬型ストックオプションから構成され、社外取締役および監査役の

報酬は、固定報酬のみで構成されています。

　社外取締役を除く取締役の報酬のうち、固定報酬については当社

の事業規模および各取締役の職務内容、責任の大きさ、従業員に

対する処遇との整合性等を勘案したうえで、大手コンサルティング会

社の経営者報酬データベースも参考にしながら、適切な水準となるよ

うに設定しています。また、賞与および株式報酬型ストックオプション

については、業績を反映する売上高・営業利益等の経営指標、長期

的な企業価値向上への貢献等の定性的な活動指標の達成度を勘

案して支給額および付与個数を決定しています。

　社外取締役および監査役の報酬については、その職責を考慮し、

業務執行からの独立性を確保する観点から固定報酬のみとしていま

す。なお、社外役員の報酬水準については、豊富な経験や幅広い見

識を有する適任者を広く求めることができるよう、大手コンサルティン

グ会社の経営者報酬データベースも参考にしています。

〈報酬決定の手続〉
　取締役の報酬については、上記方針に基づき、それぞれ株主総会

で承認を得た限度額の範囲内で、「役員報酬案検討会議」での審議

を経て、取締役会に諮り決定しています。

　監査役の報酬については、株主総会で承認を得た限度額の範囲

内で監査役の協議により決定しています。 

役員報酬

　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

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、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、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

（1）評価の方法

取締役会において実効性評価の趣旨等を説明のうえ、全取締

役および全監査役（病気療養により辞任した社外監査役を除

く）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。

（3）実効性向上に向けた取り組み

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、経営の方向性にかか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。 

（2）実効性の分析および評価結果の概要

■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
　共有したうえで、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

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

合計

5名

3名

2名

2名

12名

221百万円

40百万円

56百万円

22百万円

338百万円

81百万円

ー

ー

ー

81百万円

27百万円

ー

ー

ー

27百万円

328百万円

40百万円

56百万円

22百万円

446百万円

　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。

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。

ESG活動報告

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

コンプライアンス委員会

代表取締役

経営会議等

執行役員

業務執行機関

選任／解任
選任／解任 選任／解任

選定／解職 監督

選任／解任

報告 監査 報告

会計監査

内部
監査

助言・
指導

連携 連携

会
計
監
査
人

〈監査役会〉
監査役

社外監査役

顧
問
弁
護
士
等

業務監査部
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　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

外取締役を主要な構成員とする「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。

コーポレート・ガバナンス体制
　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。

　2019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。

取締役会の実効性評価

　取締役については、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、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、任期を1年としています。

　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体制にしており、現

在、社外取締役３名を含む８名で構成されています。取締役会は原則

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。さらに、取締役会では監査役

の意見も重視しており、法律、財務・会計の専門家の視点、あるいは

ジェンダーの視点も積極的に取り入れながら議論を行っています。

取締役会

2019年度役員報酬（実績）

役員区分 支給員数 固定報酬 賞与 ストックオプション 支給総額

〈報酬決定の方針〉
　社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、賞与および株式

報酬型ストックオプションから構成され、社外取締役および監査役の

報酬は、固定報酬のみで構成されています。

　社外取締役を除く取締役の報酬のうち、固定報酬については当社

の事業規模および各取締役の職務内容、責任の大きさ、従業員に

対する処遇との整合性等を勘案したうえで、大手コンサルティング会

社の経営者報酬データベースも参考にしながら、適切な水準となるよ

うに設定しています。また、賞与および株式報酬型ストックオプション

については、業績を反映する売上高・営業利益等の経営指標、長期

的な企業価値向上への貢献等の定性的な活動指標の達成度を勘

案して支給額および付与個数を決定しています。

　社外取締役および監査役の報酬については、その職責を考慮し、

業務執行からの独立性を確保する観点から固定報酬のみとしていま

す。なお、社外役員の報酬水準については、豊富な経験や幅広い見

識を有する適任者を広く求めることができるよう、大手コンサルティン

グ会社の経営者報酬データベースも参考にしています。

〈報酬決定の手続〉
　取締役の報酬については、上記方針に基づき、それぞれ株主総会

で承認を得た限度額の範囲内で、「役員報酬案検討会議」での審議

を経て、取締役会に諮り決定しています。

　監査役の報酬については、株主総会で承認を得た限度額の範囲

内で監査役の協議により決定しています。 

役員報酬

　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

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、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、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

（1）評価の方法

取締役会において実効性評価の趣旨等を説明のうえ、全取締

役および全監査役（病気療養により辞任した社外監査役を除

く）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。

（3）実効性向上に向けた取り組み

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、経営の方向性にかか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。 

（2）実効性の分析および評価結果の概要

■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
　共有したうえで、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

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

合計

5名

3名

2名

2名

12名

221百万円

40百万円

56百万円

22百万円

338百万円

81百万円

ー

ー

ー

81百万円

27百万円

ー

ー

ー

27百万円

328百万円

40百万円

56百万円

22百万円

446百万円

　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。

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。

ESG活動報告

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

コンプライアンス委員会

代表取締役

経営会議等

執行役員

業務執行機関

選任／解任
選任／解任 選任／解任

選定／解職 監督
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　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

外取締役を主要な構成員とする「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。

コーポレート・ガバナンス体制
　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。

　2019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。

取締役会の実効性評価

　取締役については、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、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、任期を1年としています。

　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体制にしており、現

在、社外取締役３名を含む８名で構成されています。取締役会は原則

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。さらに、取締役会では監査役

の意見も重視しており、法律、財務・会計の専門家の視点、あるいは

ジェンダーの視点も積極的に取り入れながら議論を行っています。

取締役会

2019年度役員報酬（実績）

役員区分 支給員数 固定報酬 賞与 ストックオプション 支給総額

〈報酬決定の方針〉
　社外取締役を除く取締役の報酬は、固定報酬、賞与および株式

報酬型ストックオプションから構成され、社外取締役および監査役の

報酬は、固定報酬のみで構成されています。

　社外取締役を除く取締役の報酬のうち、固定報酬については当社

の事業規模および各取締役の職務内容、責任の大きさ、従業員に

対する処遇との整合性等を勘案したうえで、大手コンサルティング会

社の経営者報酬データベースも参考にしながら、適切な水準となるよ

うに設定しています。また、賞与および株式報酬型ストックオプション

については、業績を反映する売上高・営業利益等の経営指標、長期

的な企業価値向上への貢献等の定性的な活動指標の達成度を勘

案して支給額および付与個数を決定しています。

　社外取締役および監査役の報酬については、その職責を考慮し、

業務執行からの独立性を確保する観点から固定報酬のみとしていま

す。なお、社外役員の報酬水準については、豊富な経験や幅広い見

識を有する適任者を広く求めることができるよう、大手コンサルティン

グ会社の経営者報酬データベースも参考にしています。

〈報酬決定の手続〉
　取締役の報酬については、上記方針に基づき、それぞれ株主総会

で承認を得た限度額の範囲内で、「役員報酬案検討会議」での審議

を経て、取締役会に諮り決定しています。

　監査役の報酬については、株主総会で承認を得た限度額の範囲

内で監査役の協議により決定しています。 

役員報酬

　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

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、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、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

（1）評価の方法

取締役会において実効性評価の趣旨等を説明のうえ、全取締

役および全監査役（病気療養により辞任した社外監査役を除

く）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。

（3）実効性向上に向けた取り組み

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、経営の方向性にかか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。 

（2）実効性の分析および評価結果の概要

■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
　共有したうえで、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

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

合計

5名

3名

2名

2名

12名

221百万円

40百万円

56百万円

22百万円

338百万円

81百万円

ー

ー

ー

81百万円

27百万円

ー

ー

ー

27百万円

328百万円

40百万円

56百万円

22百万円

446百万円

　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。

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。

ESG活動報告

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

コンプライアンス委員会

代表取締役
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業務執行機関
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　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、社外への通報に

よる風評リスクの低減に努めています。なお、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。

内部統制システム
　社外取締役は、2019年度に開催されたすべての取締役会に出

席しました。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。なお、2019年度で

は「役員人事案検討会議」は3回、「役員報酬案検討会議」は2回

開催されており、すべて出席しました。

　社外監査役（病気療養により辞任した監査役を除く）は、2019

年度に開催されたすべての取締役会および監査役会に出席しまし

た。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。

　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／社外監査役

社外取締役・社外監査役に期待する役割

氏名 期待される役割
会議出席状況

（2020年3月期実績）

　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、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」の各原則のすべてを実施しています。今後も、「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

　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

時開示規則に因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おり、2019年度は延べ回数で220

回実施しました。また、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するなど、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に取り組んでいます。

　当社ホームページで開発品の状況をはじめとする有用なデータ

を過去分も含めて掲載しているほか、直近5カ年の財務ハイライト

なども提供しています。さらに、事業報告書（株主通信）や年次報

告書（統合報告書）を発行するなど、当社に関連する情報を、分か

りやすく、広くお伝えできるように取り組んでいます。今後もより正

確に、よりスピーディに情報を開示するよう取り組みます。 

情報開示

　当社では、社外役員を含め、取締役および監査役に期待される

役割と責務を全うできると考える者を候補者として選定しています。

その上で、社内出身の新任役員は、取締役および監査役の役割お

よび責務について理解を深めるために外部セミナーを受講していま

す。一方、社外取締役・社外監査役に対しては、各役員の背景を踏

まえながら、当社の事業や業界動向等の理解を深めるための研修

等を実施しています。また、就任後、各取締役・監査役が個別に必

要とする研修については、研修機会等の提供や斡旋を行い、その

費用を負担しています。 

取締役・監査役に対するトレーニングの方針

社外取締役

社外監査役

　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。

https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/c_governanc/
c_governanc_20200625.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。

栗原　潤

野村 雅男

奥野 明子

菱山 泰男

田辺 彰子

政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅
広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するとともに、
有用な助言・提言をいただくなど、社外取締役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外取締役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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するとともに、有用な助言・提言をいただく
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、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向
上に貢献していただけ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、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有益な助言・
提言を期待しています。
今後、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向上
に貢献していただけ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・提言をいただくなど、社外監査役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務
執行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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・提言をいただくことを期待しています。
今後、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけるものと考えています。

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

（2020年6月就任）

（2020年6月就任）

取締役会 13回／13回

監査役会 14回／14回
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　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、社外への通報に

よる風評リスクの低減に努めています。なお、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。

内部統制システム
　社外取締役は、2019年度に開催されたすべての取締役会に出

席しました。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。なお、2019年度で

は「役員人事案検討会議」は3回、「役員報酬案検討会議」は2回

開催されており、すべて出席しました。

　社外監査役（病気療養により辞任した監査役を除く）は、2019

年度に開催されたすべての取締役会および監査役会に出席しまし

た。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。

　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／社外監査役

社外取締役・社外監査役に期待する役割

氏名 期待される役割
会議出席状況

（2020年3月期実績）

　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、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」の各原則のすべてを実施しています。今後も、「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

　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

時開示規則に因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おり、2019年度は延べ回数で220

回実施しました。また、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するなど、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に取り組んでいます。

　当社ホームページで開発品の状況をはじめとする有用なデータ

を過去分も含めて掲載しているほか、直近5カ年の財務ハイライト

なども提供しています。さらに、事業報告書（株主通信）や年次報

告書（統合報告書）を発行するなど、当社に関連する情報を、分か

りやすく、広くお伝えできるように取り組んでいます。今後もより正

確に、よりスピーディに情報を開示するよう取り組みます。 

情報開示

　当社では、社外役員を含め、取締役および監査役に期待される

役割と責務を全うできると考える者を候補者として選定しています。

その上で、社内出身の新任役員は、取締役および監査役の役割お

よび責務について理解を深めるために外部セミナーを受講していま

す。一方、社外取締役・社外監査役に対しては、各役員の背景を踏

まえながら、当社の事業や業界動向等の理解を深めるための研修

等を実施しています。また、就任後、各取締役・監査役が個別に必

要とする研修については、研修機会等の提供や斡旋を行い、その

費用を負担しています。 

取締役・監査役に対するトレーニングの方針

社外取締役

社外監査役

　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。

https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/c_governanc/
c_governanc_20200625.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。

栗原　潤

野村 雅男

奥野 明子

菱山 泰男

田辺 彰子

政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅
広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するとともに、
有用な助言・提言をいただくなど、社外取締役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外取締役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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するとともに、有用な助言・提言をいただく
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、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向
上に貢献していただけ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、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有益な助言・
提言を期待しています。
今後、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向上
に貢献していただけ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・提言をいただくなど、社外監査役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務
執行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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・提言をいただくことを期待しています。
今後、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけるものと考えています。

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

（2020年6月就任）

（2020年6月就任）

取締役会 13回／13回

監査役会 14回／14回
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　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、社外への通報に

よる風評リスクの低減に努めています。なお、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。

内部統制システム
　社外取締役は、2019年度に開催されたすべての取締役会に出

席しました。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。なお、2019年度で

は「役員人事案検討会議」は3回、「役員報酬案検討会議」は2回

開催されており、すべて出席しました。

　社外監査役（病気療養により辞任した監査役を除く）は、2019

年度に開催されたすべての取締役会および監査役会に出席しまし

た。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。

　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／社外監査役

社外取締役・社外監査役に期待する役割

氏名 期待される役割
会議出席状況

（2020年3月期実績）

　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、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」の各原則のすべてを実施しています。今後も、「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

　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

時開示規則に因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おり、2019年度は延べ回数で220

回実施しました。また、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するなど、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に取り組んでいます。

　当社ホームページで開発品の状況をはじめとする有用なデータ

を過去分も含めて掲載しているほか、直近5カ年の財務ハイライト

なども提供しています。さらに、事業報告書（株主通信）や年次報

告書（統合報告書）を発行するなど、当社に関連する情報を、分か

りやすく、広くお伝えできるように取り組んでいます。今後もより正

確に、よりスピーディに情報を開示するよう取り組みます。 

情報開示

　当社では、社外役員を含め、取締役および監査役に期待される

役割と責務を全うできると考える者を候補者として選定しています。

その上で、社内出身の新任役員は、取締役および監査役の役割お

よび責務について理解を深めるために外部セミナーを受講していま

す。一方、社外取締役・社外監査役に対しては、各役員の背景を踏

まえながら、当社の事業や業界動向等の理解を深めるための研修

等を実施しています。また、就任後、各取締役・監査役が個別に必

要とする研修については、研修機会等の提供や斡旋を行い、その

費用を負担しています。 

取締役・監査役に対するトレーニングの方針

社外取締役

社外監査役

　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。

https://www.ono.co.jp/jpnw/ir/pdf/c_governanc/
c_governanc_20200625.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。

栗原　潤

野村 雅男

奥野 明子

菱山 泰男

田辺 彰子

政治、経済、社会分野の第一線の研究者として、国内外での研究経験から得た幅
広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するとともに、
有用な助言・提言をいただくなど、社外取締役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外取締役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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するとともに、有用な助言・提言をいただく
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、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向
上に貢献していただけ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、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有益な助言・
提言を期待しています。
今後、社外取締役として当社の経営に関与することで、当社の企業価値向上
に貢献していただけ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・提言をいただくなど、社外監査役として重要な役割を果たしています。
今後も、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務
執行の的確性の維持・向上に貢献していただけ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・提言をいただくことを期待しています。
今後、社外監査役として当社の経営に関与することで、経営の健全性、業務執
行の的確性の維持・向上に貢献していただけるものと考えています。

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

取締役会 13回／13回

役員人事案検討会議 3回／3回

役員報酬案検討会議 2回／2回

（2020年6月就任）

（2020年6月就任）

取締役会 13回／13回

監査役会 14回／14回

ESG活動報告
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役員（2020年6月18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：54,000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 9月

当社入社
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役専務執行役員
当社開発本部長兼臨床開発管理部長
当社開発本部長
当社取締役副社長執行役員（現任）
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社開発本部長
当社東京支社長（現任）

粟田　浩 取締役副社長執行役員東京支社長

所有する当社の株式の数：32,900株

1983年 4月
2008年 5月
2008年 6月
2009年 6月
2010年 6月
2011年 6月
2011年10月
2012年 5月
2012年 6月
2014年10月
2015年 4月
2018年10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：1,510,275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

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） 

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

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

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：10,900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

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〉

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（現任）
当社取締役常務執行役員（現任）

辻中 聡浩 
取締役常務執行役員
経営戦略本部長兼
ビジネスデザイン部長

所有する当社の株式の数：8,300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

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（現任）  

滝野 十一 取締役常務執行役員研究本部長

所有する当社の株式の数：11,000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

株式会社三菱総合研究所入社
株式会社富士通総研入社
ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー 
関西学院大学総合政策学部客員教授
（現任）
独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー 
一般財団法人キヤノングローバル戦略
研究所研究主幹（現任） 
当社社外取締役（現任）

栗原　潤 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1983年 4月
1995年 4月
2003年 4月

2006年 4月

2007年 4月

2009年 4月

2013年 6月

当社入社
当社首都圏営業部長兼東京第一支店長
当社営業本部長
当社取締役
当社東京第一支店長
当社福岡支店長
当社営業本部長
当社常務取締役
当社取締役常務執行役員
当社営業本部管掌
当社常勤監査役（現任） 

藤吉 信治 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：21,900株

1980年 4月
2006年 5月
2008年 2月
2008年 6月
2008年11月
2009年 1月
2010年 3月
2010年 6月
2011年 6月
2015年 4月
2015年 6月

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

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〉

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
関西学院大学総合政策学部客員教授 

〈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〉
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役員（2020年6月18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：54,000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 9月

当社入社
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役専務執行役員
当社開発本部長兼臨床開発管理部長
当社開発本部長
当社取締役副社長執行役員（現任）
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社開発本部長
当社東京支社長（現任）

粟田　浩 取締役副社長執行役員東京支社長

所有する当社の株式の数：32,900株

1983年 4月
2008年 5月
2008年 6月
2009年 6月
2010年 6月
2011年 6月
2011年10月
2012年 5月
2012年 6月
2014年10月
2015年 4月
2018年10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：1,510,275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

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） 

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

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

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：10,900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

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〉

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（現任）
当社取締役常務執行役員（現任）

辻中 聡浩 
取締役常務執行役員
経営戦略本部長兼
ビジネスデザイン部長

所有する当社の株式の数：8,300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

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（現任）  

滝野 十一 取締役常務執行役員研究本部長

所有する当社の株式の数：11,000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

株式会社三菱総合研究所入社
株式会社富士通総研入社
ハーバード大学ケネディ行政大学院
シニア・フェロー 
関西学院大学総合政策学部客員教授
（現任）
独立行政法人経済産業研究所
リエゾン・オフィサー 
一般財団法人キヤノングローバル戦略
研究所研究主幹（現任） 
当社社外取締役（現任）

栗原　潤 取締役（社外）

所有する当社の株式の数：0株

1983年 4月
1995年 4月
2003年 4月

2006年 4月

2007年 4月

2009年 4月

2013年 6月

当社入社
当社首都圏営業部長兼東京第一支店長
当社営業本部長
当社取締役
当社東京第一支店長
当社福岡支店長
当社営業本部長
当社常務取締役
当社取締役常務執行役員
当社営業本部管掌
当社常勤監査役（現任） 

藤吉 信治 監査役（常勤）

所有する当社の株式の数：21,900株

1980年 4月
2006年 5月
2008年 2月
2008年 6月
2008年11月
2009年 1月
2010年 3月
2010年 6月
2011年 6月
2015年 4月
2015年 6月

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

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〉

一般財団法人キヤノングローバル戦略研究所研究主幹
関西学院大学総合政策学部客員教授 

〈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〉
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役員（2020年6月18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：54,000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 9月

当社入社
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社取締役
当社常務取締役
当社専務取締役
当社取締役専務執行役員
当社開発本部長兼臨床開発管理部長
当社開発本部長
当社取締役副社長執行役員（現任）
当社開発本部長兼臨床開発企画部長
当社開発本部長
当社東京支社長（現任）

粟田　浩 取締役副社長執行役員東京支社長

所有する当社の株式の数：32,900株

1983年 4月
2008年 5月
2008年 6月
2009年 6月
2010年 6月
2011年 6月
2011年10月
2012年 5月
2012年 6月
2014年10月
2015年 4月
2018年10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：1,510,275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

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） 

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

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
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左より栗原 潤、奥野 明子、野村 雅男 

　現在世界は新型コロナウイルスに対する恐怖に包ま

れています。まさしく医療関係者の貢献が問われる試練

の時であると同時に、自らの存在意義を問い直す好機

到来でもあります。こうした理由から小野薬品工業がこ

れまで以上に優れた健全性と高い成長力を秘めた企業

になることを願い、株主の皆様をはじめとするすべてのス

テークホルダーの視点からガバナンスを常時観察し、時

には厳しい眼で建設的意見を述べるよう努めています。

　現下の危機においてヒト・モノ・カネの流れが停滞す

るなか、ウイルスとともに情報が世界を駆け回っていま

す。特に医療関連の先端技術情報が、危機克服のた

めに一流の経営者や研究者の間で幅広くまた間断な

く共有・蓄積されつつあります。こうした先端技術は企

先端技術の活用により、小野薬品のさらなる成長を後押しします。
栗原　潤

　現在、企業は利益追求だけではなく、社会を構成す

る一メンバーとして行動することが求められています。

小野薬品工業の社外取締役に就任した今、会社の外

からの目として経営的意思決定に携わることの重責を

感じています。また、女性取締役としての役割も強く意

識しています。2019年度の小野薬品工業の女性の

育児休業取得率は100％です。男性のそれは14％で

あり、平均よりも遥かに高い実績があります。2008年

から4回にわたり子育てサポート企業としてくるみん認

証を、2019年にはさらに高いレベルのプラチナくるみ

ん認証を得ています。これらからすれば、家庭責任を担

いつつ仕事を続けるための両立支援は充実していま

す。しかしながら、両立支援と、組織の中で重要な役割

女性の活躍推進など、企業の発展を支える基盤づくりに努めます。
奥野 明子 

　2018年6月に独立役員として小野薬品工業の社外

取締役に就任し、2年が経過いたしました。今期も、当

期中に開催された取締役会にはすべてに出席させてい

ただき、外部の視点を持って経営に参画させていただい

ています。

　企業の持続的成長と企業価値の拡大、そして企業の

社会的責任を着実に果たすため、コーポレート・ガバナン

ス強化がますます重要になっています。当社の取締役会

は、これまでも活発な質疑、意見交換を通じて公正で透明

性の高い経営判断を行うことにより、経営陣が真摯かつ

積極的にガバナンスの充実に取り組んでいます。

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、新たな

ウイルスの克服という大きな課題を人類に課しました。

同時に世界のサプライチェーンに大きな影響を与え、

経済の先行きに不透明感をもたらしています。このよう

企業理念の実践が、企業価値向上につながると確信しています。
野村 雅男 

（独立役員）

業の将来を大きく左右します。特に人工知能（AI）を含

む情報通信技術（ICT）を駆使したデジタル・トランス

フォーメーション（DX）は社内リソースを活性化し、同時

に社外リソースをシームレスにつなげて企業の効率性

を高めます。AIやDXに関して一流の研究者と意見交

換に努める私は、優れた社内の方々と協力し、小野薬

品工業が一段と世界に羽ばたくためのDXを推進した

いと考えています。

　社外取締役の責務の一つは「忠言は耳にさからえども

行いに利あり」が示すごとく、耳に痛い話であっても「良か

れ」と願い建設的助言を敢えて述べることです。限られた

力ではありますが、他の社外取締役の方 と々ともにガバナ

ンスのさらなる質的向上に努めてまいります。

を担うことを求める活躍推進は異なります。社会は、す

でに両立支援から活躍推進へとシフトしています。この

点で小野薬品工業は改革の余地があり、それは私が

力を発揮すべきところであると考えています。

　ダイバーシティといえばもっぱら女性が強調されがち

ですが、国籍、文化、障がいの有無、LGBTなど多様性

の軸は複数あります。さらに環境対策、CSR、従業員の

健康への取り組みを進めることが企業には求められま

す。これらの取り組みは、利益向上に直結するものでは

ありません。しかしながら、優秀な人財の採用や活用、そ

して育成を通じて、間接的また長期的に企業を支える基

盤となります。300年を超す長寿企業である小野薬品

工業が、さらに発展するよう貢献したいと考えています。

な時こそ、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」

という高邁な企業理念を掲げ、研究開発型国際製薬

企業の実現をめざす当社の役割は重要だと感じていま

す。今後の研究開発に関する投資や、人財育成など

の中長期的戦略に立った事業計画を、引き続き着実

かつ果敢に実行していくことが大切だと考えています。

あらゆる病気と苦痛にチャレンジし、これを一つ一つ解

決していくことが、当社の企業価値向上につながるも

のと確信し、経営に参画していきたいと思います。

　今後も、微力ながら企業経営者としてのこれまでの

経験を活かし、顧客、社会、従業員、そして株主・投資

家というすべてのステークホルダーに、信頼され満足し

ていただける、透明で公正な経営に積極的に貢献させ

ていただき、社会的存在価値の向上のためのさまざま

な取り組みをサポートしてまいりたいと考えています。
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から4回にわたり子育てサポート企業としてくるみん認

証を、2019年にはさらに高いレベルのプラチナくるみ

ん認証を得ています。これらからすれば、家庭責任を担

いつつ仕事を続けるための両立支援は充実していま

す。しかしながら、両立支援と、組織の中で重要な役割

女性の活躍推進など、企業の発展を支える基盤づくりに努めます。
奥野 明子 

　2018年6月に独立役員として小野薬品工業の社外

取締役に就任し、2年が経過いたしました。今期も、当

期中に開催された取締役会にはすべてに出席させてい

ただき、外部の視点を持って経営に参画させていただい

ています。

　企業の持続的成長と企業価値の拡大、そして企業の

社会的責任を着実に果たすため、コーポレート・ガバナン

ス強化がますます重要になっています。当社の取締役会

は、これまでも活発な質疑、意見交換を通じて公正で透明

性の高い経営判断を行うことにより、経営陣が真摯かつ

積極的にガバナンスの充実に取り組んでいます。

　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大は、新たな

ウイルスの克服という大きな課題を人類に課しました。

同時に世界のサプライチェーンに大きな影響を与え、

経済の先行きに不透明感をもたらしています。このよう

企業理念の実践が、企業価値向上につながると確信しています。
野村 雅男 

（独立役員）

業の将来を大きく左右します。特に人工知能（AI）を含

む情報通信技術（ICT）を駆使したデジタル・トランス

フォーメーション（DX）は社内リソースを活性化し、同時

に社外リソースをシームレスにつなげて企業の効率性

を高めます。AIやDXに関して一流の研究者と意見交

換に努める私は、優れた社内の方々と協力し、小野薬

品工業が一段と世界に羽ばたくためのDXを推進した

いと考えています。

　社外取締役の責務の一つは「忠言は耳にさからえども

行いに利あり」が示すごとく、耳に痛い話であっても「良か

れ」と願い建設的助言を敢えて述べることです。限られた

力ではありますが、他の社外取締役の方 と々ともにガバナ

ンスのさらなる質的向上に努めてまいります。

を担うことを求める活躍推進は異なります。社会は、す

でに両立支援から活躍推進へとシフトしています。この

点で小野薬品工業は改革の余地があり、それは私が

力を発揮すべきところであると考えています。

　ダイバーシティといえばもっぱら女性が強調されがち

ですが、国籍、文化、障がいの有無、LGBTなど多様性

の軸は複数あります。さらに環境対策、CSR、従業員の

健康への取り組みを進めることが企業には求められま

す。これらの取り組みは、利益向上に直結するものでは

ありません。しかしながら、優秀な人財の採用や活用、そ

して育成を通じて、間接的また長期的に企業を支える基

盤となります。300年を超す長寿企業である小野薬品

工業が、さらに発展するよう貢献したいと考えています。

な時こそ、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」

という高邁な企業理念を掲げ、研究開発型国際製薬

企業の実現をめざす当社の役割は重要だと感じていま

す。今後の研究開発に関する投資や、人財育成など

の中長期的戦略に立った事業計画を、引き続き着実

かつ果敢に実行していくことが大切だと考えています。

あらゆる病気と苦痛にチャレンジし、これを一つ一つ解

決していくことが、当社の企業価値向上につながるも

のと確信し、経営に参画していきたいと思います。

　今後も、微力ながら企業経営者としてのこれまでの

経験を活かし、顧客、社会、従業員、そして株主・投資

家というすべてのステークホルダーに、信頼され満足し

ていただける、透明で公正な経営に積極的に貢献させ

ていただき、社会的存在価値の向上のためのさまざま

な取り組みをサポートしてまいりたいと考えています。
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　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、取締役常務執行

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。

　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

度中に、当社のERM体制を国内外の子会社に拡大すべく、現在

取り組みを行っています。

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）およ

び取締役会へ報告します。

当社グループのリスクマネジメント

　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および向上を目的に、経営戦略本部長（取

締役常務執行役員）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。

BCP（事業継続計画）

　当社は、部分最適では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年度に導入しました。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

（1）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、推進します。

（2）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

　 ントを推進します。

（3）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

　 します。

（4）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ります。

Go v e r n an c e

〈ERMの基本方針〉

（2）リスクマネジメント推進会議

1.各本部長が各本部における「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します。

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

　います。

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します。

各本部における「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。

（3）「重大リスク」への対応

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。

（4）危機管理

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。

（5）リスクマネジメント教育

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。2019年度は、

リスク、リスクアセスメント、ERMに関する基本知識と当社の

ERM体制などについて、e-ラーニング教育を実施しました。また、

社員役員およびリーダー層に対して、ワークショップ形式の研修を

開始しました。今後も継続的にさまざまなリスクマネジメントに関す

る教育を推進していきます。

〈ERMの推進体制〉
（1）基本的な考え方

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/102#922
BCP体制

TOP I CS
新型コロナウイルス感染症への対応

　当社は、生命関連企業としての社会的使命を果たす

ため、関係会社や取引先とも連携し、医薬品の安定供

給を維持しており、当面の間、当社医薬品の生産・供給

体制に問題はありません。また、治療薬などの研究開発

に貢献すべく、経口蛋白分解酵素阻害剤「カモスタットメ

シル酸塩」を用いた臨床試験を開始するとともに、国内

外の医療機関・研究機関からの要請に応じ、臨床研究

用製剤を提供しています。

　また、感染拡大の防止を目的に、医療機関への訪問

は自粛していましたが、在宅勤務の環境下でも医療従事

者への情報提供、医薬品安全性情報の収集が実施で

きる体制へ移行しています。2020年6月以降は、影響の

少ない地域・医療機関から段階的に営業活動を再開し、

Webを活用した面会やリモート講演会の企画など、新た

な手段も取り入れながら情報提供活動に臨んでいます。

当社のリスクマネジメント体制

●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

リスクマネジメント
実施担当者

従業員等 従業員等 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

リスクマネジメント
実施担当者

リスクマネジメント部門責任者
（各本部長）

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
（取締役常務執行役員/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）
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　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、取締役常務執行

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。

　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

度中に、当社のERM体制を国内外の子会社に拡大すべく、現在

取り組みを行っています。

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）およ

び取締役会へ報告します。

当社グループのリスクマネジメント

　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および向上を目的に、経営戦略本部長（取

締役常務執行役員）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。

BCP（事業継続計画）

　当社は、部分最適では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年度に導入しました。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

（1）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、推進します。

（2）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

　 ントを推進します。

（3）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

　 します。

（4）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ります。

Go v e r n an c e

〈ERMの基本方針〉

（2）リスクマネジメント推進会議

1.各本部長が各本部における「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します。

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

　います。

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します。

各本部における「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。

（3）「重大リスク」への対応

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。

（4）危機管理

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。

（5）リスクマネジメント教育

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。2019年度は、

リスク、リスクアセスメント、ERMに関する基本知識と当社の

ERM体制などについて、e-ラーニング教育を実施しました。また、

社員役員およびリーダー層に対して、ワークショップ形式の研修を

開始しました。今後も継続的にさまざまなリスクマネジメントに関す

る教育を推進していきます。

〈ERMの推進体制〉
（1）基本的な考え方

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/102#922
BCP体制

TOP I CS
新型コロナウイルス感染症への対応

　当社は、生命関連企業としての社会的使命を果たす

ため、関係会社や取引先とも連携し、医薬品の安定供

給を維持しており、当面の間、当社医薬品の生産・供給

体制に問題はありません。また、治療薬などの研究開発

に貢献すべく、経口蛋白分解酵素阻害剤「カモスタットメ

シル酸塩」を用いた臨床試験を開始するとともに、国内

外の医療機関・研究機関からの要請に応じ、臨床研究

用製剤を提供しています。

　また、感染拡大の防止を目的に、医療機関への訪問

は自粛していましたが、在宅勤務の環境下でも医療従事

者への情報提供、医薬品安全性情報の収集が実施で

きる体制へ移行しています。2020年6月以降は、影響の

少ない地域・医療機関から段階的に営業活動を再開し、

Webを活用した面会やリモート講演会の企画など、新た

な手段も取り入れながら情報提供活動に臨んでいます。

当社のリスクマネジメント体制

●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

リスクマネジメント
実施担当者

従業員等 従業員等 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

リスクマネジメント
実施担当者

リスクマネジメント部門責任者
（各本部長）

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
（取締役常務執行役員/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）

ESG活動報告



決定・承認提案・報告

63 64

リスクマネジメント

ONO CORPORATE REPORT 2020 ONO CORPORATE REPORT 2020

　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、取締役常務執行

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。

　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

度中に、当社のERM体制を国内外の子会社に拡大すべく、現在

取り組みを行っています。

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）およ

び取締役会へ報告します。

当社グループのリスクマネジメント

　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および向上を目的に、経営戦略本部長（取

締役常務執行役員）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。

BCP（事業継続計画）

　当社は、部分最適では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年度に導入しました。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

（1）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、推進します。

（2）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

　 ントを推進します。

（3）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

　 します。

（4）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ります。

Go v e r n an c e

〈ERMの基本方針〉

（2）リスクマネジメント推進会議

1.各本部長が各本部における「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します。

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

　います。

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します。

各本部における「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。

（3）「重大リスク」への対応

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。

（4）危機管理

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。

（5）リスクマネジメント教育

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。2019年度は、

リスク、リスクアセスメント、ERMに関する基本知識と当社の

ERM体制などについて、e-ラーニング教育を実施しました。また、

社員役員およびリーダー層に対して、ワークショップ形式の研修を

開始しました。今後も継続的にさまざまなリスクマネジメントに関す

る教育を推進していきます。

〈ERMの推進体制〉
（1）基本的な考え方

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/102#922
BCP体制

TOP I CS
新型コロナウイルス感染症への対応

　当社は、生命関連企業としての社会的使命を果たす

ため、関係会社や取引先とも連携し、医薬品の安定供

給を維持しており、当面の間、当社医薬品の生産・供給

体制に問題はありません。また、治療薬などの研究開発

に貢献すべく、経口蛋白分解酵素阻害剤「カモスタットメ

シル酸塩」を用いた臨床試験を開始するとともに、国内

外の医療機関・研究機関からの要請に応じ、臨床研究

用製剤を提供しています。

　また、感染拡大の防止を目的に、医療機関への訪問

は自粛していましたが、在宅勤務の環境下でも医療従事

者への情報提供、医薬品安全性情報の収集が実施で

きる体制へ移行しています。2020年6月以降は、影響の

少ない地域・医療機関から段階的に営業活動を再開し、

Webを活用した面会やリモート講演会の企画など、新た

な手段も取り入れながら情報提供活動に臨んでいます。

当社のリスクマネジメント体制

●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

リスクマネジメント
実施担当者

従業員等 従業員等 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

リスクマネジメント
実施担当者

リスクマネジメント部門責任者
（各本部長）

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
（取締役常務執行役員/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）
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　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。

　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」〈Rep lacemen t（代替法の利用）、

Reduction（動物利用数の削減）、Ref 　inement（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（公益財団法人ヒューマンサイエンス振興

財団動物実験実施施設認証センター）による認証を取得してい

ます。

倫理的配慮

　当社は、持続的な社会の発展を実現するために、サプライチェー

ンにおけるすべての取引先の皆様と、健全なネットワークを構築す

ることが大切だと考えています。調達活動に関わるすべての従業員

が基本とする方針である「調達活動基本方針」と取引先の皆様に

ご協力いただきたい事項をまとめた「CSR調達ガイドライン」のもと、

CSR調達を推進しています。

　サプライチェーン上の重要な取引先のCSRの状況を客観的お

よび継続的に把握するため、EcoVadis社のCSR評価システムを

活用しています。この活用により、1年に1回以上という頻度で、取

引先のCSRマネジメントに関する信頼性の高い情報を得ることが

でき、取引先に対して適切な是正措置が提案できます。2019年度

の評価では、CSRリスク高の企業はありませんでした。また、CSR

調達に対する当社の考え方を理解していただき、パートナーシップを

強めることを目的として、取引先に対するCSR調達の説明会を実

施しています。

　今後もCSR調達を通じて、さらなる協力体制を整備し、当社と取

引先の皆様の企業価値の向上をめざしていきます。 

適正な調達活動

Go v e r n an c e

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/shishin.html
小野薬品行動規範

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/g_rinrishinsa.html
研究における人権配慮

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/g_animal.html
動物実験における倫理的配慮

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#940
小野薬品コンプライアンスプログラムポリシー

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#988
小野薬品コード・オブ・プラクティス

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/torikumi.html
医療機関等との関係の透明性に関する取り組み

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/kanjya.html
患者団体との関係の透明性に関する取り組み

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/management.html
公的研究費の運営・管理体制、調達方法

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#991
小野薬品税務グローバルポリシー

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#941
小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

　当社は、人々の生命にかか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」、さらにプロモーション活動などにかかわる製薬業界基準

を基にした「コード・オブ・プラクティス」から構成されています。

　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

　コンプライアンス推進のため、コンプライアンス担当役員を任

命するとともに、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・推進を行い、内部監査部門と連携して、

コンプライアンス推進体制

どの程度周知徹底されているかを確認しています。

　また、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、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。

　ハラスメントに関しては、管理職に対して毎年実施している研修

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。

　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

に体制の整備や規程の整備などを行うよう指導し、関連会社や取

引先に対しても同様のことを強く求めています。なお、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。

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/101#918
相談・通報体制

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#943
調達活動基本方針・ CSR調達ガイドライン

小野薬品
行動規範

企業活動の
基本指針

コンプライアンス
プログラムポリシー

コード・オブ・プラクティス

企業活動の
行動基準

行動基準の範囲を全役職員、対象を医療関係者・医療機関、
研究者、患者団体および卸売業者としたもの

公正競争規約

販売情報提供活動ガイドライン

プロモーションコード

　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。

　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、周知徹底を図っています。

　新薬の継続的な研究開発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常務執行役

員／経営戦略本部長の責任のもと、厳正な活動に努めています。

　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、明文化し

た「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。なお、グローバ

ルポリシー内で定められているファシリテーション・ペイメントの2019

年度実績は0件でした。

　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

公正かつ透明な事業活動

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。
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　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。

　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」〈Rep lacemen t（代替法の利用）、

Reduction（動物利用数の削減）、Ref 　inement（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（公益財団法人ヒューマンサイエンス振興

財団動物実験実施施設認証センター）による認証を取得してい

ます。

倫理的配慮

　当社は、持続的な社会の発展を実現するために、サプライチェー

ンにおけるすべての取引先の皆様と、健全なネットワークを構築す

ることが大切だと考えています。調達活動に関わるすべての従業員

が基本とする方針である「調達活動基本方針」と取引先の皆様に

ご協力いただきたい事項をまとめた「CSR調達ガイドライン」のもと、

CSR調達を推進しています。

　サプライチェーン上の重要な取引先のCSRの状況を客観的お

よび継続的に把握するため、EcoVadis社のCSR評価システムを

活用しています。この活用により、1年に1回以上という頻度で、取

引先のCSRマネジメントに関する信頼性の高い情報を得ることが

でき、取引先に対して適切な是正措置が提案できます。2019年度

の評価では、CSRリスク高の企業はありませんでした。また、CSR

調達に対する当社の考え方を理解していただき、パートナーシップを

強めることを目的として、取引先に対するCSR調達の説明会を実

施しています。

　今後もCSR調達を通じて、さらなる協力体制を整備し、当社と取

引先の皆様の企業価値の向上をめざしていきます。 

適正な調達活動

Go v e r n an c e

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/shishin.html
小野薬品行動規範

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/g_rinrishinsa.html
研究における人権配慮

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/g_animal.html
動物実験における倫理的配慮

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#940
小野薬品コンプライアンスプログラムポリシー

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#988
小野薬品コード・オブ・プラクティス

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/torikumi.html
医療機関等との関係の透明性に関する取り組み

https://www.ono.co.jp/jpnw/about/kanjya.html
患者団体との関係の透明性に関する取り組み

https://www.ono.co.jp/jpnw/rd/management.html
公的研究費の運営・管理体制、調達方法

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#991
小野薬品税務グローバルポリシー

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#941
小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

　当社は、人々の生命にかか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」、さらにプロモーション活動などにかかわる製薬業界基準

を基にした「コード・オブ・プラクティス」から構成されています。

　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

　コンプライアンス推進のため、コンプライアンス担当役員を任

命するとともに、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・推進を行い、内部監査部門と連携して、

コンプライアンス推進体制

どの程度周知徹底されているかを確認しています。

　また、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、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。

　ハラスメントに関しては、管理職に対して毎年実施している研修

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。

　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

に体制の整備や規程の整備などを行うよう指導し、関連会社や取

引先に対しても同様のことを強く求めています。なお、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。
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相談・通報体制
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調達活動基本方針・ CSR調達ガイドライン
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コード・オブ・プラクティス

企業活動の
行動基準

行動基準の範囲を全役職員、対象を医療関係者・医療機関、
研究者、患者団体および卸売業者としたもの

公正競争規約

販売情報提供活動ガイドライン

プロモーションコード

　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。

　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、周知徹底を図っています。

　新薬の継続的な研究開発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常務執行役

員／経営戦略本部長の責任のもと、厳正な活動に努めています。

　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、明文化し

た「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。なお、グローバ

ルポリシー内で定められているファシリテーション・ペイメントの2019

年度実績は0件でした。

　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

公正かつ透明な事業活動

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。
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　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。

　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」〈Rep lacemen t（代替法の利用）、

Reduction（動物利用数の削減）、Ref 　inement（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（公益財団法人ヒューマンサイエンス振興

財団動物実験実施施設認証センター）による認証を取得してい

ます。

倫理的配慮

　当社は、持続的な社会の発展を実現するために、サプライチェー

ンにおけるすべての取引先の皆様と、健全なネットワークを構築す

ることが大切だと考えています。調達活動に関わるすべての従業員

が基本とする方針である「調達活動基本方針」と取引先の皆様に

ご協力いただきたい事項をまとめた「CSR調達ガイドライン」のもと、

CSR調達を推進しています。

　サプライチェーン上の重要な取引先のCSRの状況を客観的お

よび継続的に把握するため、EcoVadis社のCSR評価システムを

活用しています。この活用により、1年に1回以上という頻度で、取

引先のCSRマネジメントに関する信頼性の高い情報を得ることが

でき、取引先に対して適切な是正措置が提案できます。2019年度

の評価では、CSRリスク高の企業はありませんでした。また、CSR

調達に対する当社の考え方を理解していただき、パートナーシップを

強めることを目的として、取引先に対するCSR調達の説明会を実

施しています。

　今後もCSR調達を通じて、さらなる協力体制を整備し、当社と取

引先の皆様の企業価値の向上をめざしていきます。 
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小野薬品税務グローバルポリシー

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#941
小野薬品贈収賄防止グローバルポリシー

　当社は、人々の生命にかか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」、さらにプロモーション活動などにかかわる製薬業界基準

を基にした「コード・オブ・プラクティス」から構成されています。

　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

　コンプライアンス推進のため、コンプライアンス担当役員を任

命するとともに、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・推進を行い、内部監査部門と連携して、

コンプライアンス推進体制

どの程度周知徹底されているかを確認しています。

　また、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、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。

　ハラスメントに関しては、管理職に対して毎年実施している研修

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。

　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

に体制の整備や規程の整備などを行うよう指導し、関連会社や取

引先に対しても同様のことを強く求めています。なお、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。

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/101#918
相談・通報体制

https://ono-csr.disclosure.site/ja/themes/116#943
調達活動基本方針・ CSR調達ガイドライン

小野薬品
行動規範

企業活動の
基本指針

コンプライアンス
プログラムポリシー

コード・オブ・プラクティス

企業活動の
行動基準

行動基準の範囲を全役職員、対象を医療関係者・医療機関、
研究者、患者団体および卸売業者としたもの

公正競争規約

販売情報提供活動ガイドライン

プロモーションコード

　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。

　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、周知徹底を図っています。

　新薬の継続的な研究開発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常務執行役

員／経営戦略本部長の責任のもと、厳正な活動に努めています。

　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、明文化し

た「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。なお、グローバ

ルポリシー内で定められているファシリテーション・ペイメントの2019

年度実績は0件でした。

　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

公正かつ透明な事業活動

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。

ESG活動報告




