
　当社は、企業理念および経営理念のより良い実現を目指

して、実効性の高いコーポレートガバナンス体制の構築を

継続して追求することを重要な経営課題として位置付けて

います。コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

と基本方針を「コーポレートガバナンスに関する基本方針」

としてまとめ、当社ウェブサイトに掲示しています。なお、当

社は、2021年6月に改訂されたコーポレートガバナンス・

コードに、適切に対応します。

コーポレートガバナンス体制
　当社は、取締役会と独立した立場で取締役の職務執行を

監査する目的で監査役会設置会社を選択しています。ま

た、執行役員制度を採用し、経営の監督と業務執行を分離

しています。

　取締役会は、独立社外取締役4名を含む9名（うち、女性

の取締役は１名、2022年7月1日現在）で構成しており（議

長：社長）、原則月１回開催し、経営に関する重要な事項に

ついて決議および報告を行っています。

　取締役会の諮問機関として委員の過半数と委員長を独

立社外取締役で構成する指名報酬委員会を設置し、必要

に応じて開催しています。

コーポレートガバナンスガバナンス

　また、取締役会の諮問機関としてすべての独立社外取締

役で構成するグループ会社間取引利益相反監督委員会を

設置し、必要に応じて開催しています。

　社長の意思決定のための諮問機関として、経営会議を原

則月2回開催し、取締役会の決定した基本方針に基づき、

経営上の重要な事項を審議しています。

　業務執行状況および業務執行に関わる重要事項につい

て社外役員を含む取締役および監査役ならびに執行役員

の間で適切に共有することを目的として経営連絡会を原則

月1回開催しています。

指名報酬委員会
　取締役および監査役の候補者の指名、取締役の報酬の

決定などに係る取締役会の機能の客観性・独立性を強化

する観点から、取締役会の諮問機関として指名報酬委員会

を設置し、必要に応じて開催しています。同委員会は次の

5名の委員で構成し、その過半数である4名を独立社外取締

役（2022年7月1日現在）とし、委員長は独立社外取締役

から選定しています。

コーポレートガバナンス体制図

コーポレートガバナンス

株 主 総 会
選任／解任選任／解任選任／解任

連携

連携

監査

監査 答申

諮問

選定／解職

連携

監査

監査

内部監査部
経営会議

経営連絡会

代表取締役

監査役会
監査役会計監査人

各業務担当部門
執行役員

取締役会
取締役

指名報酬
委員会

答申

諮問 グループ会社間取引
利益相反監督委員会

遠藤 信博（社外取締役）
碓井 稔（社外取締役）
藤本 康二（社外取締役）
野村 博（代表取締役社長）

新井 佐恵子（社外取締役）委員長

委員　
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グループ会社間取引利益相反監督委員会
　当社の親会社またはその子会社（当社およびその子会社を

除く）との重要な取引等について、その公正性および合理性を

確保し、当社の少数株主の利益保護に資するため、取締役会

の諮問機関として2020年4月1日付けでグループ会社間取引

利益相反監督委員会を設置し、必要に応じて開催しています。

同委員会はすべての独立社外取締役で構成し、委員長は委

員の互選により選定しています。

監査体制
　監査役会は、社外監査役3名を含む5名（うち、女性の監

査役は1名）で構成されており、原則月1回開催し、監査に関

する重要な事項について協議・決議を行うとともに、取締役

会付議事項の事前確認等も行っています。また、監査方針、

監査計画、監査役の職務の分担等を定めています。さらに、

監査役会は、会計監査人の評価基準を定め、これに基づき

会計監査人を適切に評価したうえで、株主総会へ上程する

会計監査人の選任ならびに解任および不再任に係る議案の

内容を決定しています。会計監査人として有限責任あずさ監

査法人と監査契約を締結し、会計監査を受けています。

　内部監査については、代表取締役社長直轄の内部監査部

を設置しており、内部統制の目的を達成するための基本的な

要素を、子会社を含めて、公正かつ独立の立場で監査してい

ます。また、内部監査部は、金融商品取引法に基づく財務報

告に係る内部統制についての整備状況および運用状況の評

価を行っています。

非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項

の業務以外の業務（非監査業務）を委託しておりません。

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール

ガバナンス改革の取り組みの変遷 （年度）

監督機能

実効性

方針

人材育成

202020152013 2021201620142008-2012

社外取締役（括弧内は総人数）

社外監査役（括弧内は総人数）

指名報酬委員会

グループ会社間取引利益相反監督委員会

取締役会実効性評価

コーポレートガバナンスに関する基本方針

行動宣言

コンプライアンス行動基準

将来の経営者を養成する「経営塾」を含む
選抜型教育研修SMP Academyの設立

社外役員の会合の定期開催

SMP Group Risk Management Policy

環境基本方針（制定施行2005年12月27日）

3名（5）

監査役設置会社

2017-2019

遠藤 信博（社外取締役）
新井 佐恵子（社外取締役）
碓井 稔（社外取締役）
藤本 康二（社外取締役）

※委員長は2022年8月以降に開催する同委員会において選定する予定
　です。

委員　

3名（8）2名（8） 4名（9）1名（8）

SMP Group Human Rights Policy（制定施行2022年3月1日）

ガバナンス
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取締役
　取締役は、取締役会の議論の活性化を図るために、必要

な情報を自ら積極的に入手して事前に十分な準備を行うと

ともに、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上

のための迅速・果断な意思決定に積極的に貢献しています。

また、株主に対する受託者責任を認識し、ステークホルダー

との適切な協働の意義を十分に理解したうえで、会社およ

び株主共同の利益のためにその職務を遂行しています。

　現在、社外取締役4名は、当社が定める独立性判断基準

を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判

断し、独立役員として指定しています。

コーポレートガバナンスガバナンス

　独立社外取締役は、独立性の高い社外取締役であるとの自

覚のもと、他の取締役とは異なる知見、経験および発想を生

かし、取締役会における意思決定および利益相反その他の監

督において期待される役割・責務を果たすよう努めています。

　独立社外取締役は、経営連絡会に積極的に出席し、当社事

業全般の把握に努めており、それを踏まえ、取締役会におい

ては、それぞれの専門的見地または会社経営者としての豊富

な経験と広い見識に基づき積極的に発言を行っています。

監査役
　各監査役は、監査役会が決定した監査方針、監査計画、

監査役の職務の分担等に従い、代表取締役と定期的に会

合を持ち、その他取締役および使用人から積極的な報告を

受け、会計監査人との連携、内部監査部門との連携、さらに

三様監査の連携の機会を定期的に持つなど、監査の実効

性を高めるための環境整備に努めています。また、取締役

会その他重要な会議に出席し、取締役による経営判断の適

（注）１．当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況
および報酬見積もりの算定根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証
を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしています。

 ２．当社と会計監査人との監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品
取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分でき
ないため、監査証明業務に係る報酬等の額はこれらの合計額で記載しています。

 ３．海外に所在する重要な子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を
受けています。

公認会計士法（昭和23年法律第103号）
第2条第1項の業務（監査証明業務）の対価

支払額

120百万円

120百万円当社および当社子会社が支払うべき
金銭その他の財産上の利益の合計額

会計監査報酬等の額 （2021年度）

社外取締役の構成比 （2022年7月1日現在）

社外4名
（うち1名は女性）

社内5名

取締役会

監査役会

指名報酬委員会

グループ会社間
取引利益相反
監督委員会

経営会議

経営連絡会

取締役会等の開催状況 （2021年度）

会議体 開催頻度構成 内容

取締役 9名
（独立社外取締役4名を含む）

経営に関する重要な事項について決議および報告
2021年度は22回開催

監査に関する重要な事項について協議または決議
2021年度は13回開催

取締役および監査役の候補者の指名、取締役の報酬等に
関する事項を審議
2021年度は12回開催

少数株主の利益保護の観点から親会社グループとの
重要な取引等について審議
2021年度は1回開催

社長の意思決定のための諮問機関として、取締役会の決定
した基本方針に基づき、経営上の重要な事項を審議
2021年度は29回開催

取締役、監査役、執行役員等の間で業務執行状況および
業務執行に関わる重要事項の共有
2021年度は11回開催

原則月1回開催

原則月1回開催

必要に応じて開催

必要に応じて開催

原則月2回開催

原則月1回開催

監査役 5名
（社外監査役3名を含む）

取締役 6名
（独立社外取締役4名を含む）

取締役 4名
（独立社外取締役4名のみで構成）

取締役、執行役員 13名

取締役、監査役、執行役員等26名
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法性・妥当性を確認するとともに、取締役および使用人等

から職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説

明を求め、また、主要事業所への往査やリモート会議の実

施、重要な決裁書類等を閲覧すること等により、内部統制

システムの運用状況を監査しています。子会社については、

海外子会社への往査やリモート会議を実施し、国内外子会

社の代表取締役等との面談を行うほか、国内子会社の監

査役とも適宜会合を持ち、情報入手に努めることにより、内

部統制システムの運用状況を監査しています。

　社外監査役3名は、当社が定める独立性判断基準を充足

し、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断して

おり、そのうち2名を独立役員として指定しています。

 

役員報酬
　当社は、取締役および監査役の候補者の指名、取締役の

報酬の決定などに係る取締役会の機能の客観性・独立性

を強化する観点から、取締役会の諮問機関として指名報酬

委員会を設置しています。また、取締役報酬制度として、取

締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方針を次

のとおり定めており、当該方針は、指名報酬委員会が取締

役会の諮問に基づき審議を行い、その答申を得たうえ、取

締役会が決定しています。

１）報酬等の体系
　取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、基本報酬と業績

連動型報酬（賞与）で構成し、当社グループの持続的な成

長と企業価値の向上に向けたインセンティブとなるよう設

定しています。また、基本報酬の一部は、当社株式の取得

を目的に当社役員持株会へ拠出するべき報酬であり、当社

役員持株会を通じて取得した株式は、在任期間中および退

任後1年間は継続して保有することで、中長期的な企業価

値向上への貢献意欲を高めるとともに株主との価値共有

を進めています。

　社外取締役の報酬は、基本報酬と業績非連動型報酬（賞

与）で構成し、監督機能および独立性確保の観点から業績

と連動しない設定としています。

　基本報酬、業績連動型報酬（賞与）および業績非連動型

報酬（賞与）は、代表取締役等の役位に応じた基準額を定め

ており、取締役（社外取締役を除く。）の基本報酬と業績連

動型報酬（賞与）の基準額の割合は、報酬の総額（下記2）の

業績連動要素および個人業績がすべて標準となった場合）

に対し、基本報酬が7割、業績連動型報酬（賞与）が3割と

なる設定としています。なお、報酬等の総額は、株主総会で

承認されている年額7億円を超えないものとしています。

２）業績連動型報酬（賞与）の支給額の算定方法
　取締役（社外取締役を除く。）の業績連動型報酬（賞与）

の支給額は、基準額に対し、業績連動要素および個人業績

に基づき、基準額の0～200％の範囲で算定しています。

KPI

●グループ会社の適切な管理・監督
　2021年度の進捗　　　
　　米国子会社を含む各子会社の取締役の一部（国内
子会社と中国子会社については監査役の一部も）に当
社の役員、従業員が就任し、経営監督を実施

●改訂コーポレートガバナンス・コードへの適切な対応
　2021年度の進捗
　　・コーポレートガバナンスに関する基本方針、取締役

会規則および指名報酬委員会規則を適切に改定
（2021年12月1日）

　　・取締役および監査役のスキルセット、スキルマトリッ
クスなどの改訂コーポレートガバナンス・コードに
基づく新たな開示事項を公開（2021年12月3日）

　　・気候変動対応に関するTCFD提言に則った開示

●取締役会実効性評価の実施と評価結果に基づく
　重点課題への取り組み
　2021年度の進捗
　　・2020年度の取締役会に対する取締役・監査役による

評価を実施し、その結果をもとに2021年5月の取締
役会において、2020年度の取締役会の実効性は概ね
確保できていることを確認

　　・2021年度の重点課題として、①リスクマネジメントに関
する議論のさらなる充実化、②議題数および審議時間の
適切化、③トレーニングの充実化への取り組みを実施

●少数株主保護に配慮した適切なグループ会社間取引の実施
　2021年度の進捗　　　
　　グループ会社間取引利益相反監督委員会を1回開催（委

員長選定およびグループ会社との取引に関する情報共有）

マテリアリティコーポレートガバナンス

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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　業績連動要素は、当社グループにおける会社の経常的な

収益性を示す利益指標として設定し、当社独自の業績管理

指標としている「コア営業利益」、当社グループの事業活動

の基盤であり持続的成長にとって重要な「研究開発業績」

および研究開発等への投資資金となる「営業キャッシュフ

ロー」を指標とし、目標の達成度合いに基づき、指名報酬

委員会において評価を行っています。また、個人業績は、

各取締役（社外取締役を除く。）の業績目標の達成度合い

に基づき、指名報酬委員会において評価を行っています。

3）報酬等の決定方法
　取締役の個人別の報酬等の内容は、指名報酬委員会が

取締役会の諮問に基づき審議を行い、その答申を得たう

え、取締役会が決定しています。また、取締役会が当該報

酬等の内容の決定を代表取締役社長に委任することを決

定した場合、代表取締役社長は、指名報酬委員会の取締役

会への答申を尊重したうえ決定することとしています。

2021年度に係る当該報酬等の内容については、業務全体

を統括し取締役（社外取締役を除く。）全員の職務執行を把

握している代表取締役社長が、取締役会から委任を受けて

決定しており、指名報酬委員会は、当該報酬等の内容が取

締役報酬制度に従ったものであることを確認しています。

このことから、取締役会は、当該報酬等の内容の決定が当

該方針に沿うものであると判断しています。

取締役・監査役のスキルセットおよびスキルマトリックス
　当社は、「人々の健康で豊かな生活のために、研究開発を

基盤とした新たな価値の創造により、広く社会に貢献する」

という企業理念を掲げています。この企業理念の実践を

コーポレートガバナンスガバナンス

「CSR経営」と定義し、当社の強みを生かしてCSR経営の

重要課題（マテリアリティ）に取り組むことにより、社会課題

の解決と企業価値の向上を目指しています。

　具体的には、中期経営計画2022のもと、精神神経領域、

がん領域、再生・細胞医薬分野を重点3領域とし、医薬品以

外のヘルスケア領域での貢献も加えて、2033年に「グロー

バル・スペシャライズド・プレーヤー」の地位を確立すること

を目指して、「成長エンジンの確立」と「柔軟で効率的な組織

基盤づくり」により事業基盤の再構築に取り組んでいます。

　これらの実現に向けて、取締役会がその機能を十分に発

揮し実効性を確保するために、当社の取締役会および監査

役会は、全体として、多様性を有し、以下の知識・経験・能

力をバランス良く備えるものとします。

①　国内外の企業経営・組織運営の責任者としての豊富

な知識・経験・能力

②　異業種の豊富な知識・経験・能力

③　新規事業の創出・育成またはビジネスディベロップ

メントに関する豊富な知識・経験・能力

④　デジタル技術・データ利活用に関する豊富な知識・

経験・能力

⑤　ヘルスケア産業に関する専門的な知識・経験・能力

⑥　財務・会計・税務に関する専門的な知識・経験・能力

⑦　法律・コンプライアンス・リスクマネジメントに関する

専門的な知識・経験・能力

　なお、取締役会および監査役会が全体として備えるべき

知識・経験・能力は、外部環境、当社の状況等の変化に応

じて適宜見直しを行うものとします。

5名
2名
8名

報酬等の総額
基本報酬 業績連動型報酬

（賞与）
業績非連動型報酬
（賞与）

報酬等の種類別総額

343百万円
53百万円
85百万円

316百万円
53百万円
81百万円

- -
-27百万円

- 4百万円

取締役（社外取締役を除く）
監査役（社外監査役を除く）
社外取締役および社外監査役

役員区分 人数

（注） 1．2021年6月24日開催の第 201期定時株主総会の決議による取締役の報酬等の額は、年額7億円以内であり、当該決議における取締役の員数は、9名です。
 2．2005年6月29日開催の第185期定時株主総会の決議による監査役の報酬等の額は、年額１億円以内であり、当該決議における監査役の員数は4名です。
 3．取締役９名の報酬等の総額は392百万円、監査役6名の報酬等の総額は89百万円です。
 4．社外取締役および社外監査役には、2021年6月24日開催の第201期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役１名を含んでいます。
 5．報酬等の額には、当期に係る賞与として取締役（社外取締役を除く。）に支給予定の27百万円および社外取締役に支給予定の4百万円を含んでいます。

役員報酬額 （2021年度）
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取締役および監査役のスキルマトリックス

※１　社内取締役および常勤監査役については、各人がこれまでの経歴等によって培った知識・経験・能力を●で示し、社外取締役および社外監査役については、各人の専門性や経歴等
を踏まえて期待する知識・経験・能力を●で示しています。各役員に表示する●は、最大4つまでとしており、各役員が有するすべての知識・経験・能力を表したものではありません。

※2　国内外の企業経営・組織運営の責任者としての豊富な知識・経験・能力として、ガバナンス、サステナビリティ、事業戦略、グローバル事業運営などを含む総合的な知識・経験・能
力を備えることが必要と考えています。

※3　ヘルスケア産業とは異なる視座を持つため、異業種の豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。
※4　新規事業の展開に寄与するため、新規事業の創出・育成またはビジネスディベロップメントに関する豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。
※5　デジタル技術やデータ利活用による新たな価値の創造に寄与するため、これらに関する豊富な知識・経験・能力を備えることが必要と考えています。

氏名／役位

国内外の
企業経営・
組織運営
※2

デジタル
技術・
データ利
活用※５

財務・
会計・
税務

主な経歴・
専門性等

ヘルスケア産業

医学・
薬学・
行政

企画・
マーケティ
ング等

研究
開発

異業種
※３

新規事業の創出・
育成／ビジネス
ディベロップメント
※４

事業戦略・経営管理・
人事・経理財務・開発
部門の責任者、海外
子会社の要職

事業戦略、再生・細胞
医薬事業、研究部門
の責任者

信頼性保証・技術
研究・生産の責任
者、事業戦略・ＩＴ
システム・研究部門
の要職、海外子会
社の要職

事業戦略・事業開
発・デジタル革新・
法務・知的財産・IT
システム・フロン
ティア事業の要職、
海外子会社の要職

事業戦略・事業開
発・海外事業推進・
研究部門の要職

企業経営者、公認
会計士

経済産業省・内閣
官房の要職

人事・海外事業・内
部監査部門の要職

弁護士

薬学者

財務省・内閣官房
の要職、弁護士

事業開発・研究開
発・信頼性保証部
門の要職

企業経営者

企業経営者

法律・コン
プライアン
ス・リスクマ
ネジメント

野村 博 代表取締役
社長

木村 徹 代表取締役

池田 善治 取締役

馬場 博之

大江 善則

取締役

常勤監査役

西中 重行

新井 佐恵子

遠藤 信博

碓井 稔

藤本 康二

沓内 敬

射手矢 好雄

望月 眞弓

道盛 大志郎

取締役

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外取締役

常勤監査役

社外監査役

社外監査役

社外監査役

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

● ●

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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コーポレートガバナンスガバナンス

望月 眞弓 監査役就任後に開催された取締役会17回のうち11回および監査役会10回の
うち8回に出席し、主に薬学者としての専門的見地から発言を行っています。

新井 佐恵子

当期開催の取締役会22回のすべてに出席し、主に企業経営者としての豊富な
経験に基づき、また、公認会計士としての専門的見地から発言を行っています。
また、当期開催の指名報酬委員会12回のすべてに出席し、独立した客観的な
立場から発言を行っており、当期開催のグループ会社間取引利益相反監督委
員会1回に出席し、少数株主の利益保護の観点から発言を行っています。

遠藤 信博

当期開催の取締役会22回のうち20回に出席し、主に企業経営者としての豊富
な経験と広い見識に基づき、発言を行っています。また、当期開催の指名報酬
委員会12回のうち11回に出席し、独立した客観的な立場から発言を行ってお
り、当期開催のグループ会社間取引利益相反監督委員会1回に出席し、少数株
主の利益保護の観点から発言を行っています。

碓井 稔

取締役就任後に開催された取締役会17回のすべてに出席し、主に企業経営者と
しての豊富な経験と広い見識に基づき、発言を行っています。また、取締役就任後
に開催された指名報酬委員会9回のすべてに出席し、独立した客観的な立場から
発言を行っており、取締役就任後に開催されたグループ会社間取引利益相反監督
委員会１回に出席し、少数株主の利益保護の観点から発言を行っています。

藤井 順輔 当期開催の取締役会22回および監査役会13回のすべてに出席し、主に企業
経営者としての豊富な経験と広い見識に基づき、発言を行っています。

射手矢 好雄 当期開催の取締役会22回および監査役会13回のすべてに出席し、主に弁
護士としての専門的見地から発言を行っています。

跡見 裕

当期開催の取締役会22回のすべてに出席し、主に医学者としての専門的見地
から発言を行っています。また、当期開催の指名報酬委員会12回のすべてに
出席し、独立した客観的な立場から発言を行っており、当期開催のグループ会
社間取引利益相反監督委員会1回に出席し、少数株主の利益保護の観点から
発言を行っています。

社外取締役

社外監査役

社外取締役

社外監査役 薬学者としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただく
ため、選任しています。

道盛 大志郎 財務省および内閣官房における要職を歴任し、財政政策の立案や推進を通じて培われた財務・会計に関する専門的知識およ
び弁護士としての専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただくため、選任しています。

新井 佐恵子
複数の企業の経営に携わるなど企業経営者としての豊富な経験および公認会計士としての専門的知識を有して
います。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの経験や専門的知識を経営に反映していた
だくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。

遠藤 信博
ICT事業等をグローバルに展開する企業における長年にわたる経営者としての経歴を通じて培われた幅広い見識と豊
富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの見識や経験を経営に反映して
いただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。

碓井 稔

情報関連機器等の商品や関連するサービスをグローバルに提供する企業における長年にわたる経営者としての
経歴を通じて培われた幅広い見識と豊富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に
向けて、これらの見識や経験を経営に反映していただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から
経営を監督いただくことを期待して、選任しています。

藤本 康二
経済産業省および内閣官房における要職を歴任し、ヘルスケア産業政策の立案や推進を通じて培われた幅広い見識と
豊富な経験を有しています。当社グループの持続的成長と企業価値向上に向けて、これらの見識や経験を経営に反映し
ていただくとともに、社外取締役として独立した客観的な立場から経営を監督いただくことを期待して、選任しています。

射手矢 好雄 弁護士としての豊富な経験および専門的知識を有しています。これらを当社グループの監査に反映していただく
ため、選任しています。

望月 眞弓

選任理由

社外役員の主な活動状況 （2021年度）

区分 氏名 出席回数／開催回数（出席率）主な活動状況

社外取締役および社外監査役の選任理由

区分 氏名

取締役会：22回／22回（100％）
指名報酬委員会：12回／12回
（100%）
グループ会社間取引利益相反監督
委員会：１回／１回（100%）

取締役会：22回／22回（100％）
指名報酬委員会：12回／12回
（100%）
グループ会社間取引利益相反監督
委員会：１回／１回（100%）

取締役会：20回／22回（91％）
指名報酬委員会：11回／12回
（92%）
グループ会社間取引利益相反監督
委員会：１回／１回（100%）

取締役会：17回／17回（100％）
指名報酬委員会：9回／9回
（100%）
グループ会社間取引利益相反監督
委員会：１回／１回（100%）

取締役会：22回／22回（100％）
監査役会：13回／13回（100％）

取締役会：22回／22回（100％）
監査役会：13回／13回（100％）

取締役会：11回／17回（65％）
監査役会：8回／10回（80％）
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取締役会の実効性評価
　当社は、2015年度から、毎年、取締役会の実効性評価を

年1回実施しています。2021年度は、2018年度に続き、2回

目の外部評価を実施しました。

1)実効性評価の目的および評価方法・プロセス
　当社は、当社のコーポレートガバナンスを強化するため、

取締役会の実効性を高めること、具体的には当社の「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」に定める当社の取

締役会の役割や責任等のあるべき姿と現状との違いを認

識し、定期的に課題抽出と改善活動を繰り返し、取締役会

の機能を継続的に向上させていくことを目的として実効性

評価を実施しています。2021年度は、2022年1月から2月

にかけて、取締役および監査役全員に対してアンケートを

実施したうえで、同年3月に外部評価者（外部弁護士）によ

る社外役員および代表取締役（合計10名）に対するインタ

ビューを行い、同年4月の取締役会において、アンケートの

結果および外部評価者のインタビューの概要の報告をもと

に意見交換を行い、その後、同年5月の取締役会において、

外部評価者から評価結果の報告を受けました。

2)評価項目
　アンケート（無記名式）は、項目ごとに4段階の定量的評

価による回答のほか、自由記入欄において自由に意見の回

答ができる方式により実施しています。2021年度は、2021

年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえてア

ンケートの評価項目を一部見直しました。アンケートの大

項目は以下のとおりです。

①　取締役会の構成

②　取締役会の役割・責務

③　取締役会の運営状況

④　指名報酬委員会の機能

⑤　社外役員への支援体制

⑥　独立社外取締役の役割・責務

⑦　監査役の役割・責務/取締役会における監査役の指摘等への対応

⑧　ステークホルダーとの関係/サステナビリティ課題の検討

⑨　関連当事者間の取引

⑩　政策保有株式の検証　

⑪　トレーニングの提供

⑫　昨年度抽出した課題への取り組み

3)自己評価の結果
　アンケートの結果の定量的な分析（過去の評価結果の数

値との比較分析を含む。）および自由記入欄に記載された

すべての意見の報告をもとに、2022年4月の取締役会にお

いて意見交換を行った結果、2021年度の取締役会の運営

に関して指摘すべき重大な問題はなく、その実効性は概ね

確保できていることが確認されました。また、2021年度の

重点課題（①リスクマネジメントに関する議論のさらなる充

実化、②議題数および審議時間の適切化、③トレーニング

の充実化）に対する取り組みについても、適切な進捗が認

められるとの認識で一致しました。

4)外部評価の結果
　2022年5月の取締役会において、外部評価者からは、

2021年度の取締役会の実効性（重点課題に対する取り組

み状況を含む。）について、取締役会関係資料その他の書類

のレビュー、アンケートの結果の分析、インタビューの実施

および2022年4月の取締役会における審議の観察に基づ

く検討の結果、当社取締役会は全体としてその実効性が確

保できていると考える旨の評価結果が報告されました。さ

らに、外部評価者から、実効性のさらなる向上に向けて検

討が望ましい事項の提言等を受けました。

5)2022年度の重点課題
　2021年度の取締役会の実効性評価の結果として、以下

の課題を2022年度の重点課題として抽出しました。

①重要案件に関するより効率的・効果的なモニタリングに

　よる実効的な経営の監督

②中長期的な課題についての建設的な議論

③サステナビリティを巡る課題についての議論の深化

当社取締役会は、これらの課題に取り組みながら、取締役

会の機能のさらなる向上を図っていきます。

親会社との関係
　住友化学株式会社は、当社の議決権の51.78%（2022年

3月31日現在）を有する親会社です。

　当社のコーポレートガバナンス基本方針には、住友化学

のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保

する旨を定めています。事業上の重要事項（合併、増減資、

重要な設備投資、投融資など）の実施にあたっては、住友化

学へ事前連絡することとなっていますが、事業活動を行う

うえでの親会社からの制約（親会社による事前承認など）

はなく、一定の独立性が確保されています。

　当社が親会社と重要な取引等を行う場合には、その公正

性および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席

する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の

重要性に応じて適切に監督しています。また、親会社グルー

プとの重要な取引等については、取締役会の諮問機関とし

て設置した、すべての独立社外取締役によって構成される

グループ会社間取引利益相反監督委員会において、少数株

主の利益保護の観点から審議を行うこととしています。

　なお、当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入

するなどしていますが、これらの取引に際しては、一般的な

市場価格を参考に、双方協議のうえ合理的にその価格を決

定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更で

きる事項を含んだ契約を締結しています。

　事業上では、当社が1990年代から研究活動に取り組む

再生医療分野において、ヒトES細胞を用いた基盤研究や

理化学研究所との眼科領域における共同研究等で得た住

友化学の多くの有用な知見や知的財産を当社が活用する

ことにより、再生・細胞医薬事業でのシナジーを出せること

に期待しています。また、2020年9月に、当社と住友化学

は、再生・細胞医薬分野の製法開発、製造などの受託事業

を行う合弁会社S-RACMO株式会社を設立し、事業を開始

しています。

子会社の経営とガバナンス
　グループ全体での企業価値の最大化に向け、当社グルー

プ会社の企業運営を適切に行うために、運営管理に関する

社則を定めています。グループ会社ごとに管理する部門お

よびそれを統括する部門を設定し、グループ会社の経営・

業務執行状況の把握に努めるとともに、事業遂行のための

適切な支援を行っています。

　特に海外では経営理念やグローバル戦略をグループ会

社と共有しつつ買収した会社の強みを生かした企業運営

を行っています。米国の子会社を含む子会社の重要な意思

決定事項については、当該子会社における取締役会やその

他の意思決定機関の機能を明確にさせるとともに、当社グ

ループ全体への影響を勘案して、適時適切に当社への事前

相談、事後報告等を行うよう義務付けることによって、当社

グループ全体でのガバナンスの充実を図っており、今後も

グループガバナンス体制を強化し、グループ一体となって

持続可能な成長を目指します。なお、上場子会社の少数株

主の利益保護についても配慮するよう努めています。

政策保有株式
　当社は、持続的な成長に向けて、企業提携、重要な取引

先との取引関係の構築・維持その他事業上の必要性のある

場合を除き、他社の株式を保有しないこととしています。こ

の方針に加えて、毎年取締役会において、当社が保有する

個別の政策保有株式について、保有目的、取引状況、含み

損益等を評価軸として、保有継続の合理性を確認していま

す。その結果、保有の合理性が認められない株式について

は売却を進めており、2022年5月末現在の上場株式の保

有銘柄数は19社です。

　政策保有株式の議決権行使に関して、政策保有株式の

発行会社の企業価値向上、ひいては当社の企業価値向上

に資する提案であるか否かの観点から議案を検討し、適切

に対応しています。具体的には、M&Aに関する議案や重大

な不祥事が発生した後最初に開催される株主総会の全議

案などについては、特に慎重に判断することとしています。

議決権行使の円滑化のための取り組み
　当社は株主の権利が実質的に確保されるように適切に

対応し、株主による議決権の行使その他の株主の権利の行

使が適切に行えるよう、株主総会招集通知を株主総会開催

日の約3週間前に発送しており、発送日の約3営業日前に当

社ウェブサイトに掲載しています。外国人株主への対応とし

ては、株主総会招集通知などを英訳し、日本語版と同時に

当社ウェブサイトに掲載しています。議決権行使の方法とし

ては、書面に加え、「議決権電子行使プラットフォーム」およ

び「スマート行使」を含めた電磁的方法を採用しています。

　株主総会において映像とナレーションを活用した事業報

告等を行うなど、活性化のための取り組みを実施していま

す。株主総会議案の議決結果については、臨時報告書を提

出するとともに、当社のウェブサイトにその内容を開示して

います。また、株主総会での事業報告、社長プレゼンテー

ションおよび質疑応答（要旨）を当社のウェブサイトに掲載

しています。

情報開示
　当社は、社会から信頼されるためには、企業としての透明

性が重要であるとの認識のもと、情報開示の方針（ディスク

ロージャーポリシー）、情報開示の基準や手続きを定めた

「情報開示規準※」に基づき、さまざまなステークホルダー

に対して、会社情報を適時・適切・公正に開示しています。

　東京証券取引所の適時開示に関する諸規則に定める決

定事実・発生事実・決算情報など適時開示が要請される情

報については、迅速に証券取引所の提供する適時開示情報

伝達システム（TDnet）を通じて開示するとともに、当社の

ウェブサイトにも掲載しています。また、英語での情報開示

も行っています。

　適時開示が要請されない情報についても、株主をはじめ

とするステークホルダーが当社を正しく理解するために必

要な情報についてはニュースリリースや当社ウェブサイト

などを通じて、積極的に開示しています。
※情報開示の方針および基準等については、当社ウェブサイトに掲載しています。

内部統制システムの整備
　会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整

備の基本方針について、取締役会で決議しています。基本

方針に基づく取り組み状況を毎年3月開催の取締役会にお

いて報告するとともに、必要に応じて基本方針の改定を

行っており、内部統制システムの整備に努めています。

財務報告に係る内部統制
　財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法

によって求められる内部統制の基本的枠組みに準拠した

内部統制体制の充実に努めています。

　具体的には、当社および主要連結子会社における全社的

な内部統制の仕組みや財務に重要な影響がある業務プロ

セスを対象にして、毎年、経営者が内部統制の仕組みの

整備状況とその運用状況を評価して、内部統制の有効性を

確認しています。
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取締役会の実効性評価
　当社は、2015年度から、毎年、取締役会の実効性評価を

年1回実施しています。2021年度は、2018年度に続き、2回

目の外部評価を実施しました。

1)実効性評価の目的および評価方法・プロセス
　当社は、当社のコーポレートガバナンスを強化するため、

取締役会の実効性を高めること、具体的には当社の「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」に定める当社の取

締役会の役割や責任等のあるべき姿と現状との違いを認

識し、定期的に課題抽出と改善活動を繰り返し、取締役会

の機能を継続的に向上させていくことを目的として実効性

評価を実施しています。2021年度は、2022年1月から2月

にかけて、取締役および監査役全員に対してアンケートを

実施したうえで、同年3月に外部評価者（外部弁護士）によ

る社外役員および代表取締役（合計10名）に対するインタ

ビューを行い、同年4月の取締役会において、アンケートの

結果および外部評価者のインタビューの概要の報告をもと

に意見交換を行い、その後、同年5月の取締役会において、

外部評価者から評価結果の報告を受けました。

2)評価項目
　アンケート（無記名式）は、項目ごとに4段階の定量的評

価による回答のほか、自由記入欄において自由に意見の回

答ができる方式により実施しています。2021年度は、2021

年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえてア

ンケートの評価項目を一部見直しました。アンケートの大

項目は以下のとおりです。

①　取締役会の構成

②　取締役会の役割・責務

③　取締役会の運営状況

④　指名報酬委員会の機能

⑤　社外役員への支援体制

⑥　独立社外取締役の役割・責務

⑦　監査役の役割・責務/取締役会における監査役の指摘等への対応

⑧　ステークホルダーとの関係/サステナビリティ課題の検討

⑨　関連当事者間の取引

⑩　政策保有株式の検証　

⑪　トレーニングの提供

⑫　昨年度抽出した課題への取り組み

3)自己評価の結果
　アンケートの結果の定量的な分析（過去の評価結果の数

値との比較分析を含む。）および自由記入欄に記載された

すべての意見の報告をもとに、2022年4月の取締役会にお

いて意見交換を行った結果、2021年度の取締役会の運営

に関して指摘すべき重大な問題はなく、その実効性は概ね

確保できていることが確認されました。また、2021年度の

重点課題（①リスクマネジメントに関する議論のさらなる充

実化、②議題数および審議時間の適切化、③トレーニング

の充実化）に対する取り組みについても、適切な進捗が認

められるとの認識で一致しました。

4)外部評価の結果
　2022年5月の取締役会において、外部評価者からは、

2021年度の取締役会の実効性（重点課題に対する取り組

み状況を含む。）について、取締役会関係資料その他の書類

のレビュー、アンケートの結果の分析、インタビューの実施

および2022年4月の取締役会における審議の観察に基づ

く検討の結果、当社取締役会は全体としてその実効性が確

保できていると考える旨の評価結果が報告されました。さ

らに、外部評価者から、実効性のさらなる向上に向けて検

討が望ましい事項の提言等を受けました。

5)2022年度の重点課題
　2021年度の取締役会の実効性評価の結果として、以下

の課題を2022年度の重点課題として抽出しました。

①重要案件に関するより効率的・効果的なモニタリングに

　よる実効的な経営の監督

②中長期的な課題についての建設的な議論

③サステナビリティを巡る課題についての議論の深化

当社取締役会は、これらの課題に取り組みながら、取締役

会の機能のさらなる向上を図っていきます。

親会社との関係
　住友化学株式会社は、当社の議決権の51.78%（2022年

3月31日現在）を有する親会社です。

　当社のコーポレートガバナンス基本方針には、住友化学

のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保

する旨を定めています。事業上の重要事項（合併、増減資、

重要な設備投資、投融資など）の実施にあたっては、住友化

学へ事前連絡することとなっていますが、事業活動を行う

うえでの親会社からの制約（親会社による事前承認など）

はなく、一定の独立性が確保されています。

　当社が親会社と重要な取引等を行う場合には、その公正

性および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席

する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の

重要性に応じて適切に監督しています。また、親会社グルー

プとの重要な取引等については、取締役会の諮問機関とし

て設置した、すべての独立社外取締役によって構成される

グループ会社間取引利益相反監督委員会において、少数株

主の利益保護の観点から審議を行うこととしています。

　なお、当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入

するなどしていますが、これらの取引に際しては、一般的な

市場価格を参考に、双方協議のうえ合理的にその価格を決

定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更で

きる事項を含んだ契約を締結しています。

　事業上では、当社が1990年代から研究活動に取り組む

再生医療分野において、ヒトES細胞を用いた基盤研究や

理化学研究所との眼科領域における共同研究等で得た住

友化学の多くの有用な知見や知的財産を当社が活用する

ことにより、再生・細胞医薬事業でのシナジーを出せること

に期待しています。また、2020年9月に、当社と住友化学

は、再生・細胞医薬分野の製法開発、製造などの受託事業

を行う合弁会社S-RACMO株式会社を設立し、事業を開始

しています。

子会社の経営とガバナンス
　グループ全体での企業価値の最大化に向け、当社グルー

プ会社の企業運営を適切に行うために、運営管理に関する

社則を定めています。グループ会社ごとに管理する部門お

よびそれを統括する部門を設定し、グループ会社の経営・

業務執行状況の把握に努めるとともに、事業遂行のための

適切な支援を行っています。

　特に海外では経営理念やグローバル戦略をグループ会

社と共有しつつ買収した会社の強みを生かした企業運営

を行っています。米国の子会社を含む子会社の重要な意思

決定事項については、当該子会社における取締役会やその

他の意思決定機関の機能を明確にさせるとともに、当社グ

ループ全体への影響を勘案して、適時適切に当社への事前

相談、事後報告等を行うよう義務付けることによって、当社

グループ全体でのガバナンスの充実を図っており、今後も

グループガバナンス体制を強化し、グループ一体となって

持続可能な成長を目指します。なお、上場子会社の少数株

主の利益保護についても配慮するよう努めています。

政策保有株式
　当社は、持続的な成長に向けて、企業提携、重要な取引

先との取引関係の構築・維持その他事業上の必要性のある

場合を除き、他社の株式を保有しないこととしています。こ

の方針に加えて、毎年取締役会において、当社が保有する

個別の政策保有株式について、保有目的、取引状況、含み

損益等を評価軸として、保有継続の合理性を確認していま

す。その結果、保有の合理性が認められない株式について

は売却を進めており、2022年5月末現在の上場株式の保

有銘柄数は19社です。

　政策保有株式の議決権行使に関して、政策保有株式の

発行会社の企業価値向上、ひいては当社の企業価値向上

に資する提案であるか否かの観点から議案を検討し、適切

に対応しています。具体的には、M&Aに関する議案や重大

な不祥事が発生した後最初に開催される株主総会の全議

案などについては、特に慎重に判断することとしています。

議決権行使の円滑化のための取り組み
　当社は株主の権利が実質的に確保されるように適切に

対応し、株主による議決権の行使その他の株主の権利の行

使が適切に行えるよう、株主総会招集通知を株主総会開催

日の約3週間前に発送しており、発送日の約3営業日前に当

社ウェブサイトに掲載しています。外国人株主への対応とし

ては、株主総会招集通知などを英訳し、日本語版と同時に

当社ウェブサイトに掲載しています。議決権行使の方法とし

ては、書面に加え、「議決権電子行使プラットフォーム」およ

び「スマート行使」を含めた電磁的方法を採用しています。

　株主総会において映像とナレーションを活用した事業報

告等を行うなど、活性化のための取り組みを実施していま

す。株主総会議案の議決結果については、臨時報告書を提

出するとともに、当社のウェブサイトにその内容を開示して

います。また、株主総会での事業報告、社長プレゼンテー

ションおよび質疑応答（要旨）を当社のウェブサイトに掲載

しています。

情報開示
　当社は、社会から信頼されるためには、企業としての透明

性が重要であるとの認識のもと、情報開示の方針（ディスク

ロージャーポリシー）、情報開示の基準や手続きを定めた

「情報開示規準※」に基づき、さまざまなステークホルダー

に対して、会社情報を適時・適切・公正に開示しています。

　東京証券取引所の適時開示に関する諸規則に定める決

定事実・発生事実・決算情報など適時開示が要請される情

報については、迅速に証券取引所の提供する適時開示情報

伝達システム（TDnet）を通じて開示するとともに、当社の

ウェブサイトにも掲載しています。また、英語での情報開示

も行っています。

　適時開示が要請されない情報についても、株主をはじめ

とするステークホルダーが当社を正しく理解するために必

要な情報についてはニュースリリースや当社ウェブサイト

などを通じて、積極的に開示しています。
※情報開示の方針および基準等については、当社ウェブサイトに掲載しています。

内部統制システムの整備
　会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整

備の基本方針について、取締役会で決議しています。基本

方針に基づく取り組み状況を毎年3月開催の取締役会にお

いて報告するとともに、必要に応じて基本方針の改定を

行っており、内部統制システムの整備に努めています。

財務報告に係る内部統制
　財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法

によって求められる内部統制の基本的枠組みに準拠した

内部統制体制の充実に努めています。

　具体的には、当社および主要連結子会社における全社的

な内部統制の仕組みや財務に重要な影響がある業務プロ

セスを対象にして、毎年、経営者が内部統制の仕組みの

整備状況とその運用状況を評価して、内部統制の有効性を

確認しています。
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取締役会の実効性評価
　当社は、2015年度から、毎年、取締役会の実効性評価を

年1回実施しています。2021年度は、2018年度に続き、2回

目の外部評価を実施しました。

1)実効性評価の目的および評価方法・プロセス
　当社は、当社のコーポレートガバナンスを強化するため、

取締役会の実効性を高めること、具体的には当社の「コー

ポレートガバナンスに関する基本方針」に定める当社の取

締役会の役割や責任等のあるべき姿と現状との違いを認

識し、定期的に課題抽出と改善活動を繰り返し、取締役会

の機能を継続的に向上させていくことを目的として実効性

評価を実施しています。2021年度は、2022年1月から2月

にかけて、取締役および監査役全員に対してアンケートを

実施したうえで、同年3月に外部評価者（外部弁護士）によ

る社外役員および代表取締役（合計10名）に対するインタ

ビューを行い、同年4月の取締役会において、アンケートの

結果および外部評価者のインタビューの概要の報告をもと

に意見交換を行い、その後、同年5月の取締役会において、

外部評価者から評価結果の報告を受けました。

2)評価項目
　アンケート（無記名式）は、項目ごとに4段階の定量的評

価による回答のほか、自由記入欄において自由に意見の回

答ができる方式により実施しています。2021年度は、2021

年6月のコーポレートガバナンス・コード改訂を踏まえてア

ンケートの評価項目を一部見直しました。アンケートの大

項目は以下のとおりです。

①　取締役会の構成

②　取締役会の役割・責務

③　取締役会の運営状況

④　指名報酬委員会の機能

⑤　社外役員への支援体制

⑥　独立社外取締役の役割・責務

⑦　監査役の役割・責務/取締役会における監査役の指摘等への対応

⑧　ステークホルダーとの関係/サステナビリティ課題の検討

⑨　関連当事者間の取引

⑩　政策保有株式の検証　

⑪　トレーニングの提供

⑫　昨年度抽出した課題への取り組み

3)自己評価の結果
　アンケートの結果の定量的な分析（過去の評価結果の数

値との比較分析を含む。）および自由記入欄に記載された

すべての意見の報告をもとに、2022年4月の取締役会にお

いて意見交換を行った結果、2021年度の取締役会の運営

に関して指摘すべき重大な問題はなく、その実効性は概ね

確保できていることが確認されました。また、2021年度の

重点課題（①リスクマネジメントに関する議論のさらなる充

実化、②議題数および審議時間の適切化、③トレーニング

の充実化）に対する取り組みについても、適切な進捗が認

められるとの認識で一致しました。

4)外部評価の結果
　2022年5月の取締役会において、外部評価者からは、

2021年度の取締役会の実効性（重点課題に対する取り組

み状況を含む。）について、取締役会関係資料その他の書類

のレビュー、アンケートの結果の分析、インタビューの実施

および2022年4月の取締役会における審議の観察に基づ

く検討の結果、当社取締役会は全体としてその実効性が確

保できていると考える旨の評価結果が報告されました。さ

らに、外部評価者から、実効性のさらなる向上に向けて検

討が望ましい事項の提言等を受けました。

5)2022年度の重点課題
　2021年度の取締役会の実効性評価の結果として、以下

の課題を2022年度の重点課題として抽出しました。

①重要案件に関するより効率的・効果的なモニタリングに

　よる実効的な経営の監督

②中長期的な課題についての建設的な議論

③サステナビリティを巡る課題についての議論の深化

当社取締役会は、これらの課題に取り組みながら、取締役

会の機能のさらなる向上を図っていきます。

親会社との関係
　住友化学株式会社は、当社の議決権の51.78%（2022年

3月31日現在）を有する親会社です。

　当社のコーポレートガバナンス基本方針には、住友化学

のグループ運営の方針を尊重しつつ、当社の独立性を確保

する旨を定めています。事業上の重要事項（合併、増減資、

重要な設備投資、投融資など）の実施にあたっては、住友化

学へ事前連絡することとなっていますが、事業活動を行う

うえでの親会社からの制約（親会社による事前承認など）

はなく、一定の独立性が確保されています。

　当社が親会社と重要な取引等を行う場合には、その公正

性および合理性を確保するために、独立社外取締役が出席

する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の

重要性に応じて適切に監督しています。また、親会社グルー

プとの重要な取引等については、取締役会の諮問機関とし

て設置した、すべての独立社外取締役によって構成される

グループ会社間取引利益相反監督委員会において、少数株

主の利益保護の観点から審議を行うこととしています。

　なお、当社は、親会社から土地を賃借し、また原料を購入

するなどしていますが、これらの取引に際しては、一般的な

市場価格を参考に、双方協議のうえ合理的にその価格を決

定しており、市場等の変動があった場合には価格を変更で

きる事項を含んだ契約を締結しています。

　事業上では、当社が1990年代から研究活動に取り組む

再生医療分野において、ヒトES細胞を用いた基盤研究や

理化学研究所との眼科領域における共同研究等で得た住

友化学の多くの有用な知見や知的財産を当社が活用する

ことにより、再生・細胞医薬事業でのシナジーを出せること

に期待しています。また、2020年9月に、当社と住友化学

は、再生・細胞医薬分野の製法開発、製造などの受託事業

を行う合弁会社S-RACMO株式会社を設立し、事業を開始

しています。

子会社の経営とガバナンス
　グループ全体での企業価値の最大化に向け、当社グルー

プ会社の企業運営を適切に行うために、運営管理に関する

社則を定めています。グループ会社ごとに管理する部門お

よびそれを統括する部門を設定し、グループ会社の経営・

業務執行状況の把握に努めるとともに、事業遂行のための

適切な支援を行っています。

　特に海外では経営理念やグローバル戦略をグループ会

社と共有しつつ買収した会社の強みを生かした企業運営

を行っています。米国の子会社を含む子会社の重要な意思

決定事項については、当該子会社における取締役会やその

他の意思決定機関の機能を明確にさせるとともに、当社グ

ループ全体への影響を勘案して、適時適切に当社への事前

相談、事後報告等を行うよう義務付けることによって、当社

グループ全体でのガバナンスの充実を図っており、今後も

グループガバナンス体制を強化し、グループ一体となって

持続可能な成長を目指します。なお、上場子会社の少数株

主の利益保護についても配慮するよう努めています。

政策保有株式
　当社は、持続的な成長に向けて、企業提携、重要な取引

先との取引関係の構築・維持その他事業上の必要性のある

場合を除き、他社の株式を保有しないこととしています。こ

の方針に加えて、毎年取締役会において、当社が保有する

個別の政策保有株式について、保有目的、取引状況、含み

損益等を評価軸として、保有継続の合理性を確認していま

す。その結果、保有の合理性が認められない株式について

は売却を進めており、2022年5月末現在の上場株式の保

有銘柄数は19社です。

　政策保有株式の議決権行使に関して、政策保有株式の

発行会社の企業価値向上、ひいては当社の企業価値向上

に資する提案であるか否かの観点から議案を検討し、適切

に対応しています。具体的には、M&Aに関する議案や重大

な不祥事が発生した後最初に開催される株主総会の全議

案などについては、特に慎重に判断することとしています。

議決権行使の円滑化のための取り組み
　当社は株主の権利が実質的に確保されるように適切に

対応し、株主による議決権の行使その他の株主の権利の行

使が適切に行えるよう、株主総会招集通知を株主総会開催

日の約3週間前に発送しており、発送日の約3営業日前に当

社ウェブサイトに掲載しています。外国人株主への対応とし

ては、株主総会招集通知などを英訳し、日本語版と同時に

当社ウェブサイトに掲載しています。議決権行使の方法とし

ては、書面に加え、「議決権電子行使プラットフォーム」およ

び「スマート行使」を含めた電磁的方法を採用しています。

　株主総会において映像とナレーションを活用した事業報

告等を行うなど、活性化のための取り組みを実施していま

す。株主総会議案の議決結果については、臨時報告書を提

出するとともに、当社のウェブサイトにその内容を開示して

います。また、株主総会での事業報告、社長プレゼンテー

ションおよび質疑応答（要旨）を当社のウェブサイトに掲載

しています。

情報開示
　当社は、社会から信頼されるためには、企業としての透明

性が重要であるとの認識のもと、情報開示の方針（ディスク

ロージャーポリシー）、情報開示の基準や手続きを定めた

「情報開示規準※」に基づき、さまざまなステークホルダー

に対して、会社情報を適時・適切・公正に開示しています。

　東京証券取引所の適時開示に関する諸規則に定める決

定事実・発生事実・決算情報など適時開示が要請される情

報については、迅速に証券取引所の提供する適時開示情報

伝達システム（TDnet）を通じて開示するとともに、当社の

ウェブサイトにも掲載しています。また、英語での情報開示

も行っています。

　適時開示が要請されない情報についても、株主をはじめ

とするステークホルダーが当社を正しく理解するために必

要な情報についてはニュースリリースや当社ウェブサイト

などを通じて、積極的に開示しています。
※情報開示の方針および基準等については、当社ウェブサイトに掲載しています。

内部統制システムの整備
　会社法に基づき、業務の適正を確保するための体制の整

備の基本方針について、取締役会で決議しています。基本

方針に基づく取り組み状況を毎年3月開催の取締役会にお

いて報告するとともに、必要に応じて基本方針の改定を

行っており、内部統制システムの整備に努めています。

財務報告に係る内部統制
　財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法

によって求められる内部統制の基本的枠組みに準拠した

内部統制体制の充実に努めています。

　具体的には、当社および主要連結子会社における全社的

な内部統制の仕組みや財務に重要な影響がある業務プロ

セスを対象にして、毎年、経営者が内部統制の仕組みの

整備状況とその運用状況を評価して、内部統制の有効性を

確認しています。

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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コーポレートガバナンスガバナンス

社外取締役メッセージ

取締役会では、事業計画の実効性を高めるために活発な議論がなされています。2021年
度は外部の専門家に評価を依頼し、今後もきめ細かく対策を講じてまいります。
2020年2月から開始された「プロジェクトCHANTO」は、グループ全体に浸透してきており、

グローバル・スペシャライズド・プレーヤーを目指す従業員の育成や成果を創出する企業文化
を醸成すると同時に、ガバナンスやコンプライアンスを強化する行動指針に繋がっています。
指名報酬委員会は、取締役会などで透明性に関する活発な議論を行い、年々透明性が
高まっています。2021年は取締役に必要なスキルや報酬制度を見直し、重要なKPIが報酬
制度に連動され、業績連動報酬割合が増大する改定を行いました。後継者計画に関しても
議論を展開しています。
独立社外取締役から構成されるグループ会社間取引利益相反監督委員会については、
経営に関して親会社からの独立性が保たれており、少数株主の利益保護を図る機能を持っ
ています。
2023年2月に「ラツーダ」が米国での独占販売期間終了を迎えるにあたり、Roivant社

との提携における収益性を高めていくこと、研究開発や新規事業開発にグループ総力を
挙げて取り組むこと、サプライチェーン全体にわたりSDGsを達成していくこと、および株主
の皆様との対話をさらに深めていくことが課題と捉えています。
今後も社外取締役として、企業価値を高めるために専門家の経験や知見をもとに株主様

や患者様の視点から、中長期的なリスクを想定し監督・助言を行っていきます。

新井 佐恵子

私は、社外取締役の観点から、企業のガバナンス上のリスクを中心に第三者的視点で
助言・監督を行っています。
当社は、社外取締役に対して社内の経営状況説明の会議に出席を許可し、事業状況の
理解を促し、リアルタイムでの経営状況の理解を深めることで、リスクになりうる観点の議論
を活性化させています。長い歴史の中で作られた社内で当然と思われているプロセスなど文
化に潜んでいることも多いガバナンス上のリスクを第三者的な視点で助言、議論しています。
当社の研究レベルは高く、経済安全保障の視点からの監督も重要で、サイバーセキュリ

ティおよびデータの管理などについても、リスク管理の観点から議論を実施しています。
取締役会では、議案の十分な事前説明があるため、社外取締役および監査役の方々の積極

的な議論が交わされており、健全で質の高い取締役会が遂行されていると実感しています。
開発期間の長い製薬会社として、ビジョンの設定、遂行、中期計画は、最も重要な討議項目

であり、時間をかけて議論を行います。また開発環境として、ICTの劇的な進化のもと、データ
を価値源泉とした価値創造が行われるようになってきており、重要な開発要素です。長期の
研究開発もこの視点から積極的にトライアルされているかを含め、議論を重ねていきます。

遠藤 信博
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2022年の株主総会において、社外取締役に選任されました。私は、行政官として
ICT、資源エネルギー、国際経済・貿易等の多様な分野での政策立案等を経て、ヘルス
ケア産業の振興に長期間携わった経験を持っています。
近年、科学技術の進歩や社会の変化を受け、ヘルスケア分野でも次世代の方向性が
模索されており、医学、薬学、そして関係する各国の行政も変わりつつあります。当社が
こうした各方面の変化と適切に調和し、次世代の礎となる革新的な価値の創造を果た
すために、私の経験を生かしながら、少数株主の利益の保護に配慮しつつ、社外取締役
としての監督・提言を行います。
ESG投資の活発化やサステナビリティという考え方は、文明の進歩を可能にした会計

や資本制等の仕組みに未来に向けた変容を促すものです。これらの考えを具体的に企業
活動に内在化させる真摯な努力は、人々の健康に関わる新しい価値創造という当社の
企業理念と親和性が高いものであり、車の両輪として新しい次元での当社の成長と企業
価値の最大化へ繋がると思います。私は、独立社外取締役として当社がヘルスケアの未来
をひらく企業となり、株主・投資家の皆様、そして社員はもとより当社の活動に関わるさま
ざまな方々が、その関わりを通じてよりよい想いを共有していただけるよう貢献していき
ます。

取締役会のガバナンスへの評価は、定型的・管理的なことに関しては良く機能しています
が、米国で「ラツーダ」の独占販売期間終了を迎え、大きな課題を抱えています。M＆A
による新たなパイプラインの獲得や資源の早期戦力化への監督は当然のこととして、最先
端の技術進化を俯瞰し、自社の強みや弱みをしっかりと認識した上で長期視点に立った
ビジネスモデルに関する戦略、その実現を担保する組織風土やマネジメントの在り方に関
する議論がもっと必要だと考えています。
企業価値の持続的な向上に貢献するためにも、研究開発活動に関するウエイトは非
常に高いと認識しています。デジタル技術の活用や開発テーマのポートフォリオ管理、
ビジネスモデルの革新に重点を置き、監督・助言を行います。また、後継者の育成・選定
にはしっかりと責任を果たしていきたいと考えます。
指名報酬委員会については、短期・中長期のそれぞれに対する貢献を適切に反映できる
仕組みに変更できたと感じている一方で、長期視点では業績のインセンティブを強化
するという意味で将来的には株式取得部分を増やしていくことも検討していきたいと
考えます。また社外取締役を含めた360度評価など、評価の客観性を高める仕組みを
進化させていくことが必要だと実感しています。指名に関しては次の経営層、特にCEOの
育成と選定の仕組みを一層充実させる必要があります。

藤本 康二

碓井 稔
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道盛 大志郎

社外監査役メッセージ

望月 眞弓

薬学をバックグラウンドに製薬企業、病院、大学、新薬審査における経験を生かすこ
とを考えて監査に努めています。
社内の各部門の会議や新たな研究への取り組みの報告会などを通じて、当社が中長
期的な視座で様々な事業に真摯に取り組んでいることを確認しています。医薬品産業は
投資が利益に結びつくまでに多くの時間を要します。また、その使用が人命に直結する
ことから研究開発だけでなく、確かな品質の製品を安定供給するという体制も重要で
す。当社には、バックアップ部門も含めて全ての事業について、独自にKPIを設定し、適
切に評価する姿勢があることは高く評価できる点です。当社は企業文化としてちゃんと
やりきる力「CHANTO」を根付かせてきており、全ての部門でその精神が貫かれている
ことが感じられます。
監査に当たっては、常勤監査役からの詳細な情報提供をいただき、さらに内部監査部

とも定期的に意見交換をさせていただきながら、社外監査役としての役割を果たしてい
きます。

　2022年の株主総会において、社外監査役に選任されました。
　医薬品業界は、今、激動の中にいます。医薬品の開発に必要な費用も時間も膨大にな
る一方で、成功確率は大きく下がりました。高齢化に伴って医療費は増大し、公的負担の
引き締め圧力はかつてなく強まっています。こうした中では、当社の意思決定はこれまで
になく難しくならざるを得ません。
　私は、36年間、財務省（旧大蔵省）を中心に勤務した後、6年間弁護士として活動してき
ました。公務員時代は、巡りあわせで、金融危機、大蔵省分割、消えた年金、東日本大震
災などの難題に取り組みました。成功体験ばかりではありませんが、合法性、適正性はも
ちろん、こうした経験も糧にした監査ができたら、と考えています。
　当社のガバナンスやコンプライアンスが適切に行われ、成長力が高められるよう、微力
ではありますが、精一杯努めていきます。

射手矢 好雄

私は、法律家として、取締役の業務執行においての適法性を客観的に判断するように
しています。また、国際関係を専門とする弁護士として、グローバル化を進める当社の海
外展開を注視するようにしています。特に当社は海外案件を中心とするプロジェクトが
数多くあります。私はその妥当性と適法性をチェックするようにしています。
取締役会での議論や実効性については、幅広いテーマで網羅的な議論が活発に行わ

れており、ガバナンスが効いていると認識しています。また、内部監査部との連携という
点では、社外監査役と内部監査部が直接意見交換をする場を設置することで、当社の
業務内容が理解できるように工夫されており、支援や対応を高く評価しています。
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事故に対する予防活動を継続的に実施しています。また、

CSIRTでは定期的にサイバー攻撃の発生を想定した対応

訓練を実施しています。

コンプライアンス
当社は、「行動宣言」で「法令を遵守し、高い倫理観を持っ

て透明かつ公正な企業活動を行う」ことを社内外に宣言し

ています。この宣言をさらに具体化し、コンプライアンスの

実践をより確実なものにするため、「コンプライアンス行動

基準」を制定し、事業活動における具体的な行動の規範と

しています。

当社は、当社および国内外におけるグループ会社のコン

プライアンスに関する事項を統括するコンプライアンス

担当執行役員を設置しています。また、当社のコンプライア

ンス委員会に加えて国内グループ会社コンプライアンス

委員会および海外グループ会社コンプライアンス委員会を

それぞれ設置しています。コンプライアンス担当執行役員

は、各委員会の委員長を務めるとともに、各委員会の活動

状況を取締役会に報告しています。

当社は、当社の役職員等が、コンプライアンス違反また

はそのおそれがある行為について通報等（公益通報を含

む。）をするための窓口として、コンプライアンス・ホットラ

インを社内外に設置し、適切に運用しています。また、

グループ会社にも各社のコンプライアンス・ホットラインを

設置させるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライ

ンを利用できるようにしています。

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断すべく、

事業に係る契約締結の際、反社会的勢力であること等が判

明した場合に契約を解除できる旨の特約を定めています。

また、事業活動における腐敗行為防止の観点から、腐敗

行為防止規程を制定するとともに、対価の授受を伴う新規

の取引契約に腐敗防止条項を規定しています。

リスクマネジメント
当社グループとしてのリスクマネジメントに関する基本

的な考え方を定めた「SMP Group Risk Management 

Policy」を制定し、当社がグループのリスクマネジメントを

適切に推進する体制を構築しています。この推進体制では、

リスクの特性に応じて、グループ横断的に取り組むリスク

（グループ横断リスク）と各社が自らの責任において取り組

むリスク（業務活動リスク）に分類しています。それぞれの

リスクについて、当社が各社から報告を受けることによっ

て、グループ全体のリスクマネジメントを当社が把握し、

必要に応じて、指導・助言等の対応を行っています。

当社では、事業活動に影響を及ぼすリスクに対応する

ため「リスクマネジメント規則」を制定し、社長がリスクマネ

ジメントを統括することを明確にするとともに、リスクごと

にリスクマネジメントを推進する体制を整備しています。

各推進体制の運用状況については、定期的に取締役会に

報告しています。具体的な取り組みの一つとして、年度ごと

に国内外のグループ会社を含めた全部門にリスクアセス

メントを実施し、その結果を踏まえた対策の策定・実施・

評価を行い、全社各部門が課題解決に向け計画的に取り

リスクマネジメント・コンプライアンス 組んでいます。

事業継続計画（BCP）の再構築
当社の社会的使命である医薬品の安定供給という観点

から、大規模災害の発生や新規感染症の大流行（パンデ

ミック）などのBCP事象を想定した事業継続計画（BCP）を

策定しています。

近年、台風や集中豪雨など地震以外の自然災害も多く

発生しています。そのような中、多様な災害や想定外の

事態に対応した実効性のあるBCP再構築と持続的な事業

継続計画マネジメント（BCM）を確立し、当社のリスク管理

の強化を図ることを目的として、実効性のあるBCPへの

転換およびマネジメントサイクルの確立を進めています。

大分工場はその地盤から地震による揺れ、液状化の可能

性、津波による浸水や河川氾濫による浸水のリスクがある

ことから、BCPの再構築を優先的に進めており、2021年

度末に完成しました。

初動対応計画
これまでの災害対策統括本部で担っていた、情報収集機

能や広報機能等を切り離し、災害発生後速やかに情報収集

を開始し、被害状況を取りまとめ、災害対策本部の設置

➡ 品質・安全性のリスク管理についてはP.16、P.113をご覧ください。

リスクマネジメント体制図

グループ横断リスク 業務活動リスク

業務活動リスク情報管理品質・安全性コンプライアンス

社　長

可否の進言や本部設置後の情報収集を行うCMT（Crisis 

Management Team）※を立ち上げました。

CMTでは、迅速かつ的確な初動対応力向上を目的に、

定期的なリモートCMT訓練等を実施しています。現在は、

CMTと事業所（現地災害対策本部）や災害対策統括本部と

の連携訓練を実施し、災害発生時の危機管理対応力向上

の強化を図っています。

※CMT（Crisis Management Team）は、災害発生後速やかに参集して情報収集を
開始、被害状況を取りまとめて災害対策統括本部の設置可否の進言を行う。

　災害対策統括本部設置後も引き続き情報収集、取りまとめ等を実施する。

情報管理
当社は、企業活動において大切な資産である情報を活用

し、確実に保護することが重要であると考えています。記録

と情報管理に関するグローバルポリシー、情報管理、IT

セキュリティ等に関する各種規則を定め、適切なリスク

管理を行っています。

機密情報および内部情報の管理
当社は、社内規則に基づき、重要度に応じて適切に保有

情報を管理しています。また、すべての情報を統括する情報

管理担当執行役員、情報管理委員会等の管理体制を整備

しています。さらに、インサイダー取引の未然防止を図る

ため、社内規則において役職員が遵守すべき基本的事項を

定めています。また、役職員への教育研修も定期的に実施

し、意識の向上を図っています。

個人情報の管理
当社は、個人情報保護方針を定め、社内規則に基づき、

事業活動を通じて得た医療関係者、製品使用者、取引先、

株主、従業員等の個人情報を適切に取り扱い、保護してい

ます。また、個人情報管理担当執行役員、個人情報相談窓

口等の管理体制を構築し、役職員に対し教育研修を実施

するなど、個人情報保護の推進に取り組んでいます。

情報セキュリティ
社会環境の変化や情報技術の進歩に合わせた技術的な

対策、規程、手順類の見直しと遵守状況のモニタリングを

続けるとともに、役職員に対する情報セキュリティ教育を

定期的に実施し、意識の向上を図っています。またグルー

プ会社や取引先におけるセキュリティリスクへの対応にも

取り組んでいます。

さらに、不正侵入の防止、検知や事故が発生した際、迅速

に対応するための体制（CSIRT:Computer Security Incident 

Response Team）を構築するとともに、情報セキュリティ

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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事故に対する予防活動を継続的に実施しています。また、

CSIRTでは定期的にサイバー攻撃の発生を想定した対応

訓練を実施しています。

コンプライアンス
当社は、「行動宣言」で「法令を遵守し、高い倫理観を持っ

て透明かつ公正な企業活動を行う」ことを社内外に宣言し

ています。この宣言をさらに具体化し、コンプライアンスの

実践をより確実なものにするため、「コンプライアンス行動

基準」を制定し、事業活動における具体的な行動の規範と

しています。

当社は、当社および国内外におけるグループ会社のコン

プライアンスに関する事項を統括するコンプライアンス

担当執行役員を設置しています。また、当社のコンプライア

ンス委員会に加えて国内グループ会社コンプライアンス

委員会および海外グループ会社コンプライアンス委員会を

それぞれ設置しています。コンプライアンス担当執行役員

は、各委員会の委員長を務めるとともに、各委員会の活動

状況を取締役会に報告しています。

当社は、当社の役職員等が、コンプライアンス違反また

はそのおそれがある行為について通報等（公益通報を含

む。）をするための窓口として、コンプライアンス・ホットラ

インを社内外に設置し、適切に運用しています。また、

グループ会社にも各社のコンプライアンス・ホットラインを

設置させるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライ

ンを利用できるようにしています。

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断すべく、

事業に係る契約締結の際、反社会的勢力であること等が判

明した場合に契約を解除できる旨の特約を定めています。

また、事業活動における腐敗行為防止の観点から、腐敗

行為防止規程を制定するとともに、対価の授受を伴う新規

の取引契約に腐敗防止条項を規定しています。

リスクマネジメント
当社グループとしてのリスクマネジメントに関する基本

的な考え方を定めた「SMP Group Risk Management 

Policy」を制定し、当社がグループのリスクマネジメントを

適切に推進する体制を構築しています。この推進体制では、

リスクの特性に応じて、グループ横断的に取り組むリスク

（グループ横断リスク）と各社が自らの責任において取り組

むリスク（業務活動リスク）に分類しています。それぞれの

リスクについて、当社が各社から報告を受けることによっ

て、グループ全体のリスクマネジメントを当社が把握し、

必要に応じて、指導・助言等の対応を行っています。

当社では、事業活動に影響を及ぼすリスクに対応する

ため「リスクマネジメント規則」を制定し、社長がリスクマネ

ジメントを統括することを明確にするとともに、リスクごと

にリスクマネジメントを推進する体制を整備しています。

各推進体制の運用状況については、定期的に取締役会に

報告しています。具体的な取り組みの一つとして、年度ごと

に国内外のグループ会社を含めた全部門にリスクアセス

メントを実施し、その結果を踏まえた対策の策定・実施・

評価を行い、全社各部門が課題解決に向け計画的に取り

組んでいます。

事業継続計画（BCP）の再構築
当社の社会的使命である医薬品の安定供給という観点

から、大規模災害の発生や新規感染症の大流行（パンデ

ミック）などのBCP事象を想定した事業継続計画（BCP）を

策定しています。

近年、台風や集中豪雨など地震以外の自然災害も多く

発生しています。そのような中、多様な災害や想定外の

事態に対応した実効性のあるBCP再構築と持続的な事業

継続計画マネジメント（BCM）を確立し、当社のリスク管理

の強化を図ることを目的として、実効性のあるBCPへの

転換およびマネジメントサイクルの確立を進めています。

大分工場はその地盤から地震による揺れ、液状化の可能

性、津波による浸水や河川氾濫による浸水のリスクがある

ことから、BCPの再構築を優先的に進めており、2021年

度末に完成しました。

初動対応計画
これまでの災害対策統括本部で担っていた、情報収集機

能や広報機能等を切り離し、災害発生後速やかに情報収集

を開始し、被害状況を取りまとめ、災害対策本部の設置

可否の進言や本部設置後の情報収集を行うCMT（Crisis 

Management Team）※を立ち上げました。

CMTでは、迅速かつ的確な初動対応力向上を目的に、

定期的なリモートCMT訓練等を実施しています。現在は、

CMTと事業所（現地災害対策本部）や災害対策統括本部と

の連携訓練を実施し、災害発生時の危機管理対応力向上

の強化を図っています。

※CMT（Crisis Management Team）は、災害発生後速やかに参集して情報収集を
開始、被害状況を取りまとめて災害対策統括本部の設置可否の進言を行う。

　災害対策統括本部設置後も引き続き情報収集、取りまとめ等を実施する。

情報管理
当社は、企業活動において大切な資産である情報を活用

し、確実に保護することが重要であると考えています。記録

と情報管理に関するグローバルポリシー、情報管理、IT

セキュリティ等に関する各種規則を定め、適切なリスク

管理を行っています。

機密情報および内部情報の管理
当社は、社内規則に基づき、重要度に応じて適切に保有

情報を管理しています。また、すべての情報を統括する情報

管理担当執行役員、情報管理委員会等の管理体制を整備

しています。さらに、インサイダー取引の未然防止を図る

ため、社内規則において役職員が遵守すべき基本的事項を

定めています。また、役職員への教育研修も定期的に実施

し、意識の向上を図っています。

個人情報の管理
当社は、個人情報保護方針を定め、社内規則に基づき、

事業活動を通じて得た医療関係者、製品使用者、取引先、

株主、従業員等の個人情報を適切に取り扱い、保護してい

ます。また、個人情報管理担当執行役員、個人情報相談窓

口等の管理体制を構築し、役職員に対し教育研修を実施

するなど、個人情報保護の推進に取り組んでいます。

情報セキュリティ
社会環境の変化や情報技術の進歩に合わせた技術的な

対策、規程、手順類の見直しと遵守状況のモニタリングを

続けるとともに、役職員に対する情報セキュリティ教育を

定期的に実施し、意識の向上を図っています。またグルー

プ会社や取引先におけるセキュリティリスクへの対応にも

取り組んでいます。

さらに、不正侵入の防止、検知や事故が発生した際、迅速

に対応するための体制（CSIRT:Computer Security Incident 

Response Team）を構築するとともに、情報セキュリティ

CMT体制図

社　長

事務局

社外情報収集班 安否確認班

地　域 各拠点（現地対策本部）

社　員

CMT

社外への広報・連絡
担当部門

災害対策統括本部 コーポレートガバナンス担当役員
コーポレートガバナンス、人事、コーポレートコミュニケーション、
経営企画など各部門の部長

リーダー、サブリーダー

社内情報収集班

93 住友ファーマ株式会社  統合報告書2022



事故に対する予防活動を継続的に実施しています。また、

CSIRTでは定期的にサイバー攻撃の発生を想定した対応

訓練を実施しています。

コンプライアンス
当社は、「行動宣言」で「法令を遵守し、高い倫理観を持っ

て透明かつ公正な企業活動を行う」ことを社内外に宣言し

ています。この宣言をさらに具体化し、コンプライアンスの

実践をより確実なものにするため、「コンプライアンス行動

基準」を制定し、事業活動における具体的な行動の規範と

しています。

当社は、当社および国内外におけるグループ会社のコン

プライアンスに関する事項を統括するコンプライアンス

担当執行役員を設置しています。また、当社のコンプライア

ンス委員会に加えて国内グループ会社コンプライアンス

委員会および海外グループ会社コンプライアンス委員会を

それぞれ設置しています。コンプライアンス担当執行役員

は、各委員会の委員長を務めるとともに、各委員会の活動

状況を取締役会に報告しています。

当社は、当社の役職員等が、コンプライアンス違反また

はそのおそれがある行為について通報等（公益通報を含

む。）をするための窓口として、コンプライアンス・ホットラ

インを社内外に設置し、適切に運用しています。また、

グループ会社にも各社のコンプライアンス・ホットラインを

設置させるとともに、当社のコンプライアンス・ホットライ

ンを利用できるようにしています。

当社は、反社会的勢力との一切の関係を遮断すべく、

事業に係る契約締結の際、反社会的勢力であること等が判

明した場合に契約を解除できる旨の特約を定めています。

また、事業活動における腐敗行為防止の観点から、腐敗

行為防止規程を制定するとともに、対価の授受を伴う新規

の取引契約に腐敗防止条項を規定しています。

リスクマネジメント
当社グループとしてのリスクマネジメントに関する基本

的な考え方を定めた「SMP Group Risk Management 

Policy」を制定し、当社がグループのリスクマネジメントを

適切に推進する体制を構築しています。この推進体制では、

リスクの特性に応じて、グループ横断的に取り組むリスク

（グループ横断リスク）と各社が自らの責任において取り組

むリスク（業務活動リスク）に分類しています。それぞれの

リスクについて、当社が各社から報告を受けることによっ

て、グループ全体のリスクマネジメントを当社が把握し、

必要に応じて、指導・助言等の対応を行っています。

当社では、事業活動に影響を及ぼすリスクに対応する

ため「リスクマネジメント規則」を制定し、社長がリスクマネ

ジメントを統括することを明確にするとともに、リスクごと

にリスクマネジメントを推進する体制を整備しています。

各推進体制の運用状況については、定期的に取締役会に

報告しています。具体的な取り組みの一つとして、年度ごと

に国内外のグループ会社を含めた全部門にリスクアセス

メントを実施し、その結果を踏まえた対策の策定・実施・

評価を行い、全社各部門が課題解決に向け計画的に取り

組んでいます。

事業継続計画（BCP）の再構築
当社の社会的使命である医薬品の安定供給という観点

から、大規模災害の発生や新規感染症の大流行（パンデ

ミック）などのBCP事象を想定した事業継続計画（BCP）を

策定しています。

近年、台風や集中豪雨など地震以外の自然災害も多く

発生しています。そのような中、多様な災害や想定外の

事態に対応した実効性のあるBCP再構築と持続的な事業

継続計画マネジメント（BCM）を確立し、当社のリスク管理

の強化を図ることを目的として、実効性のあるBCPへの

転換およびマネジメントサイクルの確立を進めています。

大分工場はその地盤から地震による揺れ、液状化の可能

性、津波による浸水や河川氾濫による浸水のリスクがある

ことから、BCPの再構築を優先的に進めており、2021年

度末に完成しました。

初動対応計画
これまでの災害対策統括本部で担っていた、情報収集機

能や広報機能等を切り離し、災害発生後速やかに情報収集

を開始し、被害状況を取りまとめ、災害対策本部の設置

可否の進言や本部設置後の情報収集を行うCMT（Crisis 

Management Team）※を立ち上げました。

CMTでは、迅速かつ的確な初動対応力向上を目的に、

定期的なリモートCMT訓練等を実施しています。現在は、

CMTと事業所（現地災害対策本部）や災害対策統括本部と

の連携訓練を実施し、災害発生時の危機管理対応力向上

の強化を図っています。

※CMT（Crisis Management Team）は、災害発生後速やかに参集して情報収集を
開始、被害状況を取りまとめて災害対策統括本部の設置可否の進言を行う。

　災害対策統括本部設置後も引き続き情報収集、取りまとめ等を実施する。

情報管理
当社は、企業活動において大切な資産である情報を活用

し、確実に保護することが重要であると考えています。記録

と情報管理に関するグローバルポリシー、情報管理、IT

セキュリティ等に関する各種規則を定め、適切なリスク

管理を行っています。

機密情報および内部情報の管理
当社は、社内規則に基づき、重要度に応じて適切に保有

情報を管理しています。また、すべての情報を統括する情報

管理担当執行役員、情報管理委員会等の管理体制を整備

しています。さらに、インサイダー取引の未然防止を図る

ため、社内規則において役職員が遵守すべき基本的事項を

定めています。また、役職員への教育研修も定期的に実施

し、意識の向上を図っています。

個人情報の管理
当社は、個人情報保護方針を定め、社内規則に基づき、

事業活動を通じて得た医療関係者、製品使用者、取引先、

株主、従業員等の個人情報を適切に取り扱い、保護してい

ます。また、個人情報管理担当執行役員、個人情報相談窓

口等の管理体制を構築し、役職員に対し教育研修を実施

するなど、個人情報保護の推進に取り組んでいます。

情報セキュリティ
社会環境の変化や情報技術の進歩に合わせた技術的な

対策、規程、手順類の見直しと遵守状況のモニタリングを

続けるとともに、役職員に対する情報セキュリティ教育を

定期的に実施し、意識の向上を図っています。またグルー

プ会社や取引先におけるセキュリティリスクへの対応にも

取り組んでいます。

さらに、不正侵入の防止、検知や事故が発生した際、迅速

に対応するための体制（CSIRT:Computer Security Incident 

Response Team）を構築するとともに、情報セキュリティ

●リスクアセスメントの実施および評価結果に基づく　　　
　適切な対策の検討・実施
　2021年度の進捗　　　
　　国内外のグループ会社を含め、リスクアセスメントを
行い、評価結果に基づいた対策を実施

●事業継続マネジメント（BCM)、事業継続計画（BCP）の　
　再構築および教育訓練
　2021年度の進捗　　　
　　2020年度に作成した全社BCP（基本計画）をもとに、
部門・拠点別にBCPを作成

●適切な情報管理に向けた教育研修の実施
　2021年度の進捗　　　
　　・新入社員対象の情報管理・個人情報管理に関する教育

研修の実施
　　・全役職員対象の情報管理および改正個人情報保護法

に関する教育研修（e-learning)の実施

●重大な情報漏えい等の発生件数
　2021年度の進捗　0件

KPI

マテリアリティリスクマネジメント

●重大なコンプライアンス違反件数
　2021年度の進捗　0件

●コンプライアンス教育研修の実施
　2021年度の進捗
　・部門長向けの新たなコンプライアンス研修の実施　
　・キャリア入社を含む新入社員研修の実施　　　　　
　・「情報管理」などの全社向けテーマ別研修の実施

●コンプライアンス徹底のための取り組み（コンプライアンス
リスクの洗い出し・対応策の検討）の実施率
　2021年度の進捗　100％

●コンプライアンス意識調査の実施
　2021年度の進捗　　　
　　コンプライアンスに関する意識や風土に関する意識

調査の実施（回答率：92.5%）

●内部通報制度の認知度　理解度／通報件数
　2021年度の進捗　理解度：93％／通報件数：19件

KPI

マテリアリティコンプライアンス

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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コーポレートガバナンスガバナンス

ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
　当社は、「行動宣言」において、「行動宣言７．社会との

調和を図ります」を掲げており、企業市民としての高い意識

醸成に取り組んでいます。

　当社に関わる、患者さんやそのご家族、医療関係者、地域

社会、提携先、従業員、株主・投資家、取引先といったすべて

のステークホルダーとの対話（ステークホルダー・ダイア

ローグ）を基盤としたステークホルダー・エンゲージメント

を重視しています。当社に寄せられる期待や要望を積極的

に把握し、事業および社会貢献活動の取り組みに反映

して、社会の課題解決に取り組んでいます。
➡ ステークホルダーとの関係についてはP.33をご覧ください。

患者さん・医療関係者とのコミュニケーション
　当社製品に関連した問い合わせ窓口として「くすり情報

センター」を設け、患者さんやそのご家族、医療関係者から

の問い合わせに対応しています。今後も迅速・的確・丁寧に

適正使用情報を提供することにより、患者さんの健康に

寄与していくとともに、問い合わせ対応により得た社外の

要望等の顧客の声を分析して社内に適切にフィードバック

し、顧客の声のトレンドを見える化するなど、改善につなげ

る役割を強化していきます。くすり情報センターによる

2021年度のダイアローグ件数は、患者さんとそのご家族

が約1,900件、医療関係者が約29,800件でした。

　当社は、医療関係者や患者団体との連携にあたり、関係

法令、厚生労働省「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」、公正競争規約、製薬協コード・オブ・

プラクティス、IFPMAコード・オブ・プラクティス、社内ルー

ル等を遵守し、公正で透明な活動を実践しています。さら

に、日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の

透明性ガイドライン」、「企業活動と患者団体の関係の透明

性ガイドライン」に従って、医療機関等や患者団体への金銭

の支払い等について情報公開を実施しています。

株主・投資家とのコミュニケーション
　当社では、「株主・投資家等との建設的な対話を促進する

ための基本方針」に則って、株主・投資家等と適切に対話

するよう努めています。

　アナリスト・国内外の機関投資家に向けては、定期的な

説明会を開催しています。国内においては、第２・第４四半

期の決算発表時に合わせて説明会を、第1・第3四半期の

決算発表時に合わせてカンファレンスコールを実施してい

ます。さらに、テーマ別の説明会を適宜開催しています。

2021年12月には4回目となるESG説明会を実施し、2021

年9月には当社のフロンティア事業に関する説明会を開催

しました。

　海外投資家に向けては、定期的な訪問を行っていますが、

2021年度はCOVID-19の影響により、オンラインで面談

を行いました。加えて、国内で実施した説明会やカンファ

レンスコールの英訳音声（質疑応答を含む）を当社ウェブ

サイトに掲載しています。さらに、証券会社が国内で実施

する海外投資家対象のスモールミーティングにも参加して

います。

　個人投資家に向けては、例年、説明会を複数回実施（2019

年度は7回実施）していますが、2021年度はCOVID-19の

影響により、オンラインの説明会を1回実施しました。

　その他、決算短信・補足資料、投資家向け説明会資料（動

画・音声配信、トランスクリプトを含む）、ニュースリリース、

統合報告書、ファクトブック、株主総会招集通知などの和英

の資料を当社ウェブサイトに適宜掲載しています。

　また、株主・投資家から聴取した意見等については、取締

役・執行役員に2018年度よりレポート形式で四半期ごと

に報告しており、これに加えて2019年度より半期に1回取

締役会で報告しています。

　当社は、世界的な人権への関心の高まりや企業の人権

尊重に対する社会的責任に鑑み、「人権の尊重」を事業

継続の基盤となるマテリアリティの一つとしています。これ

までも「行動宣言」の第5項において、「人権を尊重します」

を掲げ、国際的な人権の基本原則の趣旨に賛同するととも

に、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠、

各国･地域の労働と雇用に関する法律を遵守することを

明確にしてきました。また、人権尊重の取り組みとして、

「コンプライアンス行動基準」の第25項において「人権の尊

重、差別・嫌がらせ等の禁止、ハラスメントの禁止」を掲げ、

人種、国籍、出身、祖先、民族、年齢、宗教、信条・思想、性別・

ジェンダー、性的指向、性自認、配偶者の有無、学歴、障が

い、疾病、雇用形態等を理由とした差別・嫌がらせ等を行わ

ないことを明記し全ての行動において実践しています。

2021年度は、コンプライアンスの徹底のための取り組みに

おいて、特に重要なリスクの一つとして「人権侵害」を取り

上げ、その発生予防策の検討・立案を各職場で実施しま

した。

　2022年3月1日には、事業活動全体における人権リスク

を特定し、その防止または軽減を一層図っていくため、取締

役会による決議を経て、SMPグループの人権尊重への取り

組みに関する全ての文書・規範の上位方針として「SMP 

Group Human Rights Policy」※1を制定・施行しました。

当社グループは、本方針に基づき、適切な労働環境を整備

し、人権デュー・ディリジェンス※2の仕組みを構築し、人権

への負の影響を特定し、その防止または軽減を図り、適切

に情報を開示します。また、サプライヤーを含むビジネス

パートナーその他の関係者に対して、この方針の理解と支

持を求め、人権の尊重を働きかけ、バリューチェーン全体に

おいて人権を尊重し、持続可能な社会の実現に貢献する

事業活動を継続していきます。
※1　https://www.sumitomo-pharma.co.jp/sustainability/human_rights
※2　人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する
　　  情報発信を実施する一連の流れ

公正・透明な企業活動
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ステークホルダーとのコミュニケーションの推進
　当社は、「行動宣言」において、「行動宣言７．社会との

調和を図ります」を掲げており、企業市民としての高い意識

醸成に取り組んでいます。

　当社に関わる、患者さんやそのご家族、医療関係者、地域

社会、提携先、従業員、株主・投資家、取引先といったすべて

のステークホルダーとの対話（ステークホルダー・ダイア

ローグ）を基盤としたステークホルダー・エンゲージメント

を重視しています。当社に寄せられる期待や要望を積極的

に把握し、事業および社会貢献活動の取り組みに反映

して、社会の課題解決に取り組んでいます。
➡ ステークホルダーとの関係についてはP.33をご覧ください。

患者さん・医療関係者とのコミュニケーション
　当社製品に関連した問い合わせ窓口として「くすり情報

センター」を設け、患者さんやそのご家族、医療関係者から

の問い合わせに対応しています。今後も迅速・的確・丁寧に

適正使用情報を提供することにより、患者さんの健康に

寄与していくとともに、問い合わせ対応により得た社外の

要望等の顧客の声を分析して社内に適切にフィードバック

し、顧客の声のトレンドを見える化するなど、改善につなげ

る役割を強化していきます。くすり情報センターによる

2021年度のダイアローグ件数は、患者さんとそのご家族

が約1,900件、医療関係者が約29,800件でした。

　当社は、医療関係者や患者団体との連携にあたり、関係

法令、厚生労働省「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」、公正競争規約、製薬協コード・オブ・

プラクティス、IFPMAコード・オブ・プラクティス、社内ルー

ル等を遵守し、公正で透明な活動を実践しています。さら

に、日本製薬工業協会「企業活動と医療機関等の関係の

透明性ガイドライン」、「企業活動と患者団体の関係の透明

性ガイドライン」に従って、医療機関等や患者団体への金銭

の支払い等について情報公開を実施しています。

株主・投資家とのコミュニケーション
　当社では、「株主・投資家等との建設的な対話を促進する

ための基本方針」に則って、株主・投資家等と適切に対話

するよう努めています。

　アナリスト・国内外の機関投資家に向けては、定期的な

説明会を開催しています。国内においては、第２・第４四半

期の決算発表時に合わせて説明会を、第1・第3四半期の

決算発表時に合わせてカンファレンスコールを実施してい

ます。さらに、テーマ別の説明会を適宜開催しています。

2021年12月には4回目となるESG説明会を実施し、2021

年9月には当社のフロンティア事業に関する説明会を開催

しました。

　海外投資家に向けては、定期的な訪問を行っていますが、

2021年度はCOVID-19の影響により、オンラインで面談

を行いました。加えて、国内で実施した説明会やカンファ

レンスコールの英訳音声（質疑応答を含む）を当社ウェブ

サイトに掲載しています。さらに、証券会社が国内で実施

する海外投資家対象のスモールミーティングにも参加して

います。

　個人投資家に向けては、例年、説明会を複数回実施（2019

年度は7回実施）していますが、2021年度はCOVID-19の

影響により、オンラインの説明会を1回実施しました。

　その他、決算短信・補足資料、投資家向け説明会資料（動

画・音声配信、トランスクリプトを含む）、ニュースリリース、

統合報告書、ファクトブック、株主総会招集通知などの和英

の資料を当社ウェブサイトに適宜掲載しています。

　また、株主・投資家から聴取した意見等については、取締

役・執行役員に2018年度よりレポート形式で四半期ごと

に報告しており、これに加えて2019年度より半期に1回取

締役会で報告しています。

　当社は、世界的な人権への関心の高まりや企業の人権

尊重に対する社会的責任に鑑み、「人権の尊重」を事業

継続の基盤となるマテリアリティの一つとしています。これ

までも「行動宣言」の第5項において、「人権を尊重します」

を掲げ、国際的な人権の基本原則の趣旨に賛同するととも

に、国際連合「ビジネスと人権に関する指導原則」に準拠、

各国･地域の労働と雇用に関する法律を遵守することを

明確にしてきました。また、人権尊重の取り組みとして、

「コンプライアンス行動基準」の第25項において「人権の尊

重、差別・嫌がらせ等の禁止、ハラスメントの禁止」を掲げ、

人種、国籍、出身、祖先、民族、年齢、宗教、信条・思想、性別・

ジェンダー、性的指向、性自認、配偶者の有無、学歴、障が

い、疾病、雇用形態等を理由とした差別・嫌がらせ等を行わ

ないことを明記し全ての行動において実践しています。

2021年度は、コンプライアンスの徹底のための取り組みに

おいて、特に重要なリスクの一つとして「人権侵害」を取り

●ステークホルダー・ダイアローグ件数
　2021年度の進捗　　　
　　・SMPオピニオン（全社意識調査）：1回
　　・アナリスト・機関投資家との個別ミーティング：103回
　　・スモールミーティング：5回
　　・くすり情報センターへの問い合わせ：約34,000件

●医療関係者および患者団体との連携における透明性の確保
　2021年度の進捗　　　
　　医療機関等および患者団体等との連携における透明性に

関する指針を遵守し、各種情報を適時・適切に公開

●科学的根拠に基づく適切な情報提供の推進
　2021年度の進捗　　　
　　・医療関係者向けサイト「よくあるご質問Q＆A」への適

切な根拠に基づく情報の充実
　　・製造販売後調査で得られた情報の医療関係者への提供

KPI

マテリアリティ公正・透明な事業活動

●人権の尊重に関する基本方針の策定
　2021年度の進捗
　　・2022年3月1日付けで「SMP Group Human Rights
 　　 Policy」を制定・施行
　　・ウェブサイトにて公開

●グループ会社における基本方針の理解と取り組みの推進
　2021年度の進捗
　　制定・施行後、各グループ会社へ周知

●サプライヤーを含むビジネスパートナーへの人権尊重の
　働きかけの推進
　2021年度の進捗
　　・「住友ファーマ ビジネスパートナーのためのサステナ

ブル行動指針」を制定
　　・ウェブサイトにて公開

KPI

マテリアリティ人権の尊重

上げ、その発生予防策の検討・立案を各職場で実施しま

した。

　2022年3月1日には、事業活動全体における人権リスク

を特定し、その防止または軽減を一層図っていくため、取締

役会による決議を経て、SMPグループの人権尊重への取り

組みに関する全ての文書・規範の上位方針として「SMP 

Group Human Rights Policy」※1を制定・施行しました。

当社グループは、本方針に基づき、適切な労働環境を整備

し、人権デュー・ディリジェンス※2の仕組みを構築し、人権

への負の影響を特定し、その防止または軽減を図り、適切

に情報を開示します。また、サプライヤーを含むビジネス

パートナーその他の関係者に対して、この方針の理解と支

持を求め、人権の尊重を働きかけ、バリューチェーン全体に

おいて人権を尊重し、持続可能な社会の実現に貢献する

事業活動を継続していきます。
※1　https://www.sumitomo-pharma.co.jp/sustainability/human_rights
※2　人権への悪影響の評価、調査結果への対処、対応の追跡調査、対処方法に関する
　　  情報発信を実施する一連の流れ

人権の尊重

価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール ガバナンス
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役員ガバナンス

代表取締役社長

野村 博
1981年

2004年
2007年
2008年
2008年
2012年
2014年
2016年
2017年
2018年

住友化学工業株式会社
（現住友化学株式会社）入社
旧住友製薬株式会社 経理部長
経営企画部長
当社入社
執行役員
取締役 兼 執行役員
取締役 兼 常務執行役員
取締役 兼 専務執行役員
代表取締役 兼 専務執行役員
代表取締役社長（現）

1

取締役 常務執行役員
がん創薬研究、モダリティ研究、
リサーチディビジョン担当、
Head of Japan Business Unit

池田 善治
1985年
2007年
2009年
2010年
2012年

2013年
2016年
2020年

旧住友製薬株式会社入社
研究企画推進部長
経営企画部長
執行役員
Sunovion Pharmaceuticals Inc., 
Executive Vice President
技術研究本部長
常務執行役員、生産本部長
取締役 兼 常務執行役員（現）

3 取締役 常務執行役員
ビジネスディベロップメント、海外事業推進担当

西中 重行
1989年

1994年
2001年

2009年
2014年

2014年

2016年
2017年
2020年
2022年

日本鋼管株式会社
（現JFEホールディングス株式会社）入社
旧住友製薬株式会社入社
第一製薬株式会社
（現第一三共株式会社）入社
当社入社
研究本部副本部長 兼 
オンコロジー事業推進室長
研究本部副本部長 兼 
オープンイノベーション開発室長
ビジネスディベロップメント部長
執行役員
常務執行役員
取締役 兼 常務執行役員（現）

5

代表取締役 専務執行役員
経営企画、再生・細胞医薬事業推進、再生・細胞医
薬神戸センター、再生・細胞医薬製造プラント担当

木村 徹
1989年　

1992年
2009年
2010年
2012年
2013年
2015年
2016年
2017年
2019年
2020年
2021年

住友化学工業株式会社
（現住友化学株式会社）入社
旧住友製薬株式会社入社
ゲノム科学研究所長
研究企画推進部長
事業戦略部長
再生・細胞医薬事業推進室長
執行役員
取締役 兼 執行役員、経営企画部長
シニアリサーチディレクター
取締役 兼 常務執行役員
チーフサイエンティフィックオフィサー
代表取締役 兼 専務執行役員（現）

2

取締役 常務執行役員
データデザイン、法務、知的財産、IT＆デジタル
革新推進、フロンティア事業推進担当

馬場 博之
1982年

2014年

2017年
2019年
2022年

住友化学工業株式会社
（現住友化学株式会社）入社
当社入社　執行役員、
ビジネスディベロップメント部長
兼 Head of Global Business 
Development
執行役員、経営企画部長
常務執行役員
取締役 兼 常務執行役員（現）

4

取締役（社外）

新井 佐恵子
1987年

2002年

2017年
2017年

2018年
2018年

2019年

英和監査法人
（現有限責任あずさ監査法人）入所
有限会社グラティア
（現有限会社アキュレイ）設立代表就任（現）
株式会社teamS社外監査役（現）
イオンクレジットサービス株式会社
社外監査役（現）
当社社外取締役（現）
東急不動産ホールディングス株式会社
社外取締役（現）
白鴎大学経営学部特任教授（現）

6

取締役・監査役

取締役
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取締役（社外）

遠藤 信博
1981年
2006年
2009年
2009年
2010年
2016年
2016年
2017年
2018年
2019年
2019年
2019年

2022年　
2022年　

日本電気株式会社入社
同社執行役員 兼 モバイルネットワーク事業本部長
同社執行役員常務
同社取締役執行役員常務
同社代表取締役執行役員社長
同社代表取締役会長
株式会社かんぽ生命保険社外取締役
セイコーホールディングス株式会社社外取締役
株式会社日本取引所グループ社外取締役（現）
当社社外取締役（現）
日本電気株式会社取締役会長
東京海上ホールディングス株式会社
社外取締役（現）
日本電気株式会社特別顧問（現）
株式会社日清製粉グループ本社社外取締役（現）

7

常勤監査役

大江 善則
1982年
2007年
2009年
2010年
2014年
2017年

旧大日本製薬株式会社入社
開発統括部長
医薬戦略部長
執行役員、事業開発部長
常務執行役員、信頼性保証本部長
常勤監査役（現）

10

11 常勤監査役

沓内 敬
1981年

1984年
2004年
2005年
2008年
2009年
2010年
2012年
2018年

住友化学工業株式会社
（現住友化学株式会社）入社
旧住友製薬株式会社入社
総務人事室部長
人事部長
海外事業部海外営業推進部長
アジア・オセアニア事業統括部長
海外営業部長
内部監査部長
常勤監査役（現）

1

監査役（社外）

射手矢 好雄
1983年
1989年
1992年
2004年
2018年
2021年

弁護士登録
ニューヨーク州弁護士登録 
森・濱田松本法律事務所パートナー
国立大学法人一橋大学法科大学院特任教授（現）
当社社外監査役（現）
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外
国法共同事業パートナー（現）

取締役（社外）

碓井 稔
1979年

2002年
2005年
2007年
2007年
2008年
2020年
2021年
2021年

信州精器株式会社
（現セイコーエプソン株式会社）入社
セイコーエプソン株式会社取締役
同社生産技術開発本部長
同社研究開発本部長
同社常務取締役
同社代表取締役社長
同社取締役会長（現）
当社社外取締役（現）
株式会社IHI社外取締役（現）

8

取締役（社外）

藤本 康二
1987年
2008年

2015年
2019年
2019年

2019年

2022年

通商産業省(現経済産業省)入省
同省サービス産業課長(2011年7月組織
改正後ヘルスケア産業課長)
内閣官房内閣審議官(健康・医療戦略室次長)
東京医科歯科大学特任教授（現）
同大学リサーチ・ユニバーシティ推進機構
シニアURA（現）
同大学産学連携研究センター
副センター長（現）
当社社外取締役（現）

9 12

監査役（社外）

望月 眞弓
1976年
1983年
2007年
2009年
2013年
2015年
2019年
2019年
2020年
2020年
2021年

日本ロシュ株式会社（現中外製薬株式会社）入社
北里大学病院薬剤部入職
共立薬科大学（現慶應義塾大学薬学部）教授
同大学薬学研究科医療薬学専攻長
同大学薬学部長・研究科委員長
同大学病院薬剤部長
同大学名誉教授（現）
国際医学情報センター顧問（現）
国際医療福祉大学特別顧問（現）
日本学術会議副会長（現）
当社社外監査役（現）

13

監査役（社外）

道盛 大志郎
1979年
2010年
2012年
2016年
2016年
2018年
2021年
2022年
2022年

大蔵省（現財務省）入省
内閣官房内閣審議官（内閣官房国家戦略室）
東京国税局長
TMI総合法律事務所顧問弁護士
株式会社ワールド社外取締役
株式会社大和総研専務理事
島田法律事務所客員弁護士（現）
株式会社大和総研シニアアドバイザー（現）
当社社外監査役（現）

14

監査役

141110

6 842

13129

1357

ガバナンス価値創造の戦略 実践とパフォーマンス 財務情報／会社情報プロフィール

98住友ファーマ株式会社  統合報告書2022



役員ガバナンス

常務執行役員
技術研究本部、生産本部担当 兼
Deputy Head of Japan Business Unit

原田 秀幸
1991年　旧住友製薬株式会社入社
2012年　研究企画推進部長
2013年　研究企画部長
2016年　執行役員、研究本部長
2017年　執行役員、リサーチディレクター
2021年　常務執行役員、シニアリサーチディレクター
2022年　常務執行役員
 技術研究本部、生産本部担当 兼
 Deputy Head of Japan Business Unit（現）

常務執行役員
渉外、秘書、人事担当

樋口 敦子

1986年　住友化学工業株式会社
 （現住友化学株式会社）入社
1992年　旧住友製薬株式会社入社
2008年　広報部長
2014年　海外営業部長
2015年　海外事業推進部長
2017年　執行役員、コーポレートガバナンス、
 コーポレートコミュニケーション、人事担当
2022年　常務執行役員、渉外、秘書、人事担当（現）

常務執行役員
営業本部担当、営業本部長 兼
Deputy Head of Japan Business Unit

田口 卓也
1982年　住友化学工業株式会社
 （現住友化学株式会社）入社
1984年　旧住友製薬株式会社入社
2010年　東日本地域本部 南東北支店長
2012年　首都圏地域本部 東京第1支店長
2013年　営業統括部長
2019年　執行役員、営業本部副本部長 兼 営業統括部長
2021年　執行役員、営業本部副本部長
2022年 常務執行役員、営業本部担当、営業本部長 兼 

Deputy Head of Japan Business Unit（現）

執行役員
薬事、メディカルインフォメーション、メディカルアフェ
アーズ、信頼性保証本部担当、信頼性保証本部長 兼
Deputy Head of Japan Business Unit

上月 孝一
1989年　旧住友製薬株式会社入社
2012年　グローバルプロジェクトマネジメント部長
2013年　事業戦略部長
2014年　事業戦略部長 兼 グローバルR&D管理部長
2017年　開発本部長
2020年　執行役員、開発本部長 兼
 信頼性保証本部副本部長
2022年　執行役員、薬事、メディカルインフォメーション、

メディカルアフェアーズ、信頼性保証本部担当、
信頼性保証本部長 兼 DeputyHead of Japan 
Business Unit（現）

執行役員
シニアリサーチディレクター

志水 勇夫
1991年　旧大日本製薬株式会社入社
2014年　創薬開発研究所長
2016年　創薬開発研究所長 兼 前臨床研究所長
2017年　オープンイノベーション開発室長
2019年　オープンイノベーション推進部長
2020年　執行役員、リサーチディレクター
2022年　執行役員、
 シニアリサーチディレクター（現）

執行役員
開発本部担当 開発本部長 兼 
Sunovion Pharmaceuticals Inc., Executive Vice 
President and Chief Corporate Strategy Officer

佐藤 由美
1992年　旧住友製薬株式会社入社
2015年　臨床企画部長
2018年　経営企画部長
2020年　執行役員、Sunovion Pharmaceuticals Inc.,
 Executive Vice President and Chief
 Corporate Strategy Officer
2022年　執行役員、開発本部担当、開発本部長 兼
 Sunovion Pharmaceuticals Inc., 
 Executive Vice President and 
 Chief Corporate Strategy Officer（現）

執行役員
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執行役員
コーポレートガバナンス、
コーポレートコミュニケーション担当
コーポレートガバナンス部長

野口 直記
1986年　旧住友製薬株式会社入社
2018年　住友制葯（蘇州）有限公司　董事長 兼 総裁
2022年　執行役員、コーポレートガバナンス、
 コーポレートコミュニケーション担当
 コーポレートガバナンス部長（現）

執行役員
Sunovion Pharmaceuticals Inc., 
President and CEO

Antony Loebel

執行役員
経営企画部長

中川 勉
1993年　旧住友製薬株式会社入社
2019年　オンコロジー事業推進室長
2020年　経営企画部長
2022年　執行役員、経営企画部長（現）

執行役員
技術研究本部長

植野 健司
1990年　旧大日本製薬株式会社入社
2014年　茨木工場長
2016年　生産統括部長 兼 調達部長
2019年　生産本部副本部長 兼 鈴鹿工場長
2020年　技術研究本部長
2021年　執行役員、技術研究本部長（現）

2001年　Pfizer Inc. 入社
2007年　Dainippon Sumitomo Pharma America, 

Inc. 
（現Sunovion Pharmaceuticals Inc.）入社

2011年　Sunovion Pharmaceuticals Inc., Chief 
Medical Officer

2012年　執行役員、Head of Global Clinical 
Development

2019年　執行役員、Sunovion Pharmaceuticals 
Inc., President and CEO（現）

執行役員
Sumitomo Pharma Oncology, Inc.
CEO and Global Head of Oncology

Patricia S. Andrews
1991年　Pfizer Inc. 入社
2008年　Incyte Corporation入社
2013年　Boston Biomedical Pharma, Inc.

（現Sumitomo Pharma Oncology, Inc.）
入社 

2017年　執行役員、Boston Biomedical, Inc. （現
Sumitomo Pharma Oncology, Inc.）, 
CEO

2020年　執行役員、Sumitomo Dainippon Pharma 
Oncology, Inc.（現Sumitomo  Pharma 
Oncology, Inc.） ,CEO and Global Head 
of Oncology（現）

ガバナンス
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