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取締役・監査役 （2021年6月30日現在）

価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスG
Governance

1956年 生まれ

1982年 4月 協和発酵工業株式会社（現 協和キリン
株式会社）入社

1989年 1月 沢井製薬株式会社 入社
2000年 6月 沢井製薬株式会社 取締役 営業本部

副本部長 兼 営業企画部長
2008年 6月 沢井製薬株式会社 代表取締役社長
2020年 6月 沢井製薬株式会社 代表取締役会長

（現在）
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 代表取締役会長（現在）

澤井 光郎
代表取締役会長
グループ最高経営責任者
（グループCEO）

1959年 生まれ

1984年 4月 住友化学工業株式会社（現 住友化学
株式会社）入社

1984年 10月 住友製薬株式会社（現 大日本住友
製薬株式会社）入社

2016年 1月 沢井製薬株式会社 入社
2017年 6月 沢井製薬株式会社 取締役 執行役員
  信頼性保証本部長
2019年 6月 沢井製薬株式会社 取締役 常務執行

役員 信頼性保証本部長（現在）
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 取締役 常務執行役員（現在）

寺島 徹
取締役 常務執行役員
グループ品質・安全統括役員
（グループCQO）

1961年 生まれ

2008年 7月 沢井製薬株式会社 入社
  経営管理部長
2012年 4月 沢井製薬株式会社 総務部長
2018年 6月 沢井製薬株式会社 常勤監査役
2021年 4月 沢井製薬株式会社 監査役（現在）
  サワイグループホールディングス株式

会社 常勤監査役（現在）

坪倉 忠男
常勤監査役

1968年 生まれ

1995年 4月 住友製薬株式会社（現 大日本住友
製薬株式会社）入社

2001年 4月 沢井製薬株式会社 入社
2010年 6月 沢井製薬株式会社 取締役 戦略企画

部長
2017年 6月 Upsher-Smith Laboratories, LLC 

Chairman
2020年 6月 沢井製薬株式会社 代表取締役社長

（現在）
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 代表取締役副会長（現在）

澤井 健造
代表取締役副会長
グループブランド担当役員
（グループCBO）

1951年 生まれ

1979年 4月 大阪弁護士会 弁護士登録
  吉川綜合法律事務所（現 きっかわ

法律事務所）入所
1986年 8月 米国ニューヨーク州 弁護士登録
1988年 1月 きっかわ法律事務所 パートナー

（現在）
2017年 4月 大阪弁護士会 会長、日本弁護士連合会 

副会長
2019年 6月 沢井製薬株式会社 取締役
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 取締役（現在）

小原 正敏
社外取締役

1958年 生まれ

1991年 4月 弁護士登録
  小越・滝澤法律事務所（現 神戸海都

法律事務所）入所
1994年 4月 神戸海都法律事務所パートナー

（現在）
2016年 6月 沢井製薬株式会社 監査役
2020年 4月 兵庫県弁護士会 会長
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 監査役（現在）

友廣 隆宣
社外監査役

1957年 生まれ

1980年 4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井
住友銀行）入行

2012年 4月 沢井製薬株式会社 入社
  経営管理部長
2017年 6月 Upsher-Smith Laboratories, 
  LLC Executive Administration 
2018年 6月 沢井製薬株式会社 取締役 常務執行

役員 管理本部長
2021年 4月 沢井製薬株式会社 取締役 管理本部長

代行（現在）
  サワイグループホールディングス株式

会社 代表取締役社長（現在）

末吉 一彦
代表取締役社長
グループ最高執行責任者
（グループCOO）兼
グループ管理統括役員
（グループCAO）

1959年 生まれ

1984年 6月 医師免許取得
1984年 7月 大阪大学医学部附属病院 勤務
2002年 1月 大阪鉄商健康保険組合 健康管理室 

勤務（現在）
2007年 1月 日本医師会認定 産業医資格取得
2015年 6月 沢井製薬株式会社 取締役
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 取締役（現在）

東堂 なをみ
社外取締役

1955年 生まれ

2013年 7月 大阪国税局 調査第二部調査総括課長
2014年 7月 東淀川税務署長
2015年 7月 姫路税務署長
2016年 8月 税理士事務所開設
2017年 6月 沢井製薬株式会社 監査役
2021年 4月 サワイグループホールディングス株式

会社 監査役（現在）

平野 潤一
社外監査役

スキルマトリックス

コーポレート・ガバナンス体制模式図

● 澤井 光郎

当社における現在の地位 製造・品質 営業・販売 医学薬学法務・リスク
マネジメント

財務・会計・
税務

研究・開発・
技術

代表取締役会長、
指名・報酬等ガバナンス委員

● 澤井 健造 代表取締役副会長

◆ 小原 正敏
独立社外取締役、指名・
報酬等ガバナンス委員会委員長

◆ 東堂 なをみ
独立社外取締役、
指名・報酬等ガバナンス委員

● 末吉 一彦 代表取締役社長

● 寺島 徹 取締役

● 坪倉 忠男 常勤監査役

◆ 友廣 隆宣 独立社外監査役

◆ 平野 潤一

●

●

●

●

●

●

●

●

● ● ●

●●

●

独立社外監査役

株主総会

監査役会
（うち社外監査役2名）

取締役会
（うち社外取締役2名）

指名・報酬等
ガバナンス委員会

グループ経営監査室

内部統制委員会

グループ投資委員会
グループリスクマネジメント委員会
グループコンプライアンス委員会
グループサステナビリティ委員会
グループ情報セキュリティ委員会

代表取締役会長

代表取締役社長

グループ戦略会議

関係会社

業務部門

グループガバナンス会議

会
計
監
査
人

● 社内　◆ 社外

社外

33%（2名）
社内

67%（4名）

社外役員比率

取締役

社外

67%（2名）
社内

33%（1名）

監査役

社外

67%（2名）
社内

33%（1名）

指名・報酬等
ガバナンス
委員

女性

17%（1名）
男性

83%（5名）

女性比率

取締役

※委員長は社外取締役
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社外取締役メッセージ

取締役会は、法令・定款に定める事項のほか、経営上

重要性が高いものとして取締役会規則に定める事項に

ついて判断・決定を行っています。

取締役会の重要な職務が、経営の監督であることに鑑み、

当社では執行役員制度を採用し、取締役会の決定にそった

業務の執行を執行役員に委任しています。執行方針の協議・

決定については、会長、社長及び執行役員を構成員とする

グループ戦略会議で行います。一定金額に満たない規模

かつ重要性が低い案件については、効率性や機動性の観点

から別途定めた「決裁基準表」に基づき執行しています。

一方で、当社グループ各社における機能ごとに統括役員

又は担当役員を選任して当社グループ各社に対する指導

を行わせるとともに、定期的に取締役会にその状況を報告

させることで、適切な監督機能の確保も図っています。

当社の指名・報酬等ガバナンス委員会は、取締役会の

決議により選定された取締役により構成されています。

また、委員会で審議を行う事項と特別の利害関係を有する

委員は、その決議に加わることができないことも要件に

しています。

委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半

数が出席し、出席委員の過半数をもって行うこととして

います。委員会では、経営陣幹部の選任・解任、最高経営

責任者（CEO）等の選定・解職、最高経営責任者（CEO）等

の後継者計画及び経営陣幹部・執行役員の報酬並びに

これらの基本方針、規則及び手続等を主な審議対象とし、

その審議結果を取締役会へ答申を行うこととしています。

また、取締役会は、委員会から受けた助言・提言を十分

に尊重することを定めています。

価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス

ガバナンス体制

製薬に留まらずあらゆる人々の健康のために
何ができるのかを考えながら、成長する企業でありたい

重要案件については、持株会社体制への移行を機に設置

したグループ投資委員会による審議やグループ戦略会議

における審議を経て、取締役会に諮られることになった

ため、十分に整理された資料に基づき、より重要な点に

指名・報酬等ガバナンス委員会 取締役会の運営改善

絞った深い議論が取締役会においてなされることになりま

した。また、サステナビリティ課題への積極的・能動的な

対応を一層進めるために取締役会事務局の体制を変更しま

した。

取締役の報酬決定は、指名・報酬等ガバナンス委員会に

おいて取締役の報酬に関する事項を審議した後、取締役会

への答申を行うことにしています。

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、基本報酬（固定

報酬）、賞与（業績連動報酬）及びストックオプションで構成

しています。基本報酬と賞与の割合は、概ね3：1を目安と

しております。ストックオプションは、役位及び在職年数を

ベースに、別途定めた内規に従い、総額報酬の10％以上

を目安に付与することとしております。

なお、取締役の報酬限度額は、定款において年額670

百万円以内（ただし、使用人給与分は含まない）と定めて

役員報酬

おります。また、監査役の報酬限度額も、定款において年額

50百万円以内と定めています。当社は、取締役の報酬に

関するマーケット動向、当社の業績動向、物価動向等を

総合的に考慮して、原則として３年毎に取締役の報酬額を

含む制度設計全体を見直すことを定めています。

ホールディングス化にあたっての主な議論

取締役

A社外取締役

取締役（社外取締役を除く） 299

18

25

205

18

25

70

－

－

24

－

－

5

2

4

監査役（社外監査役を除く）

社外役員

発言内容

役員の区分
固定報酬 業績連動報酬 ストックオプション

報酬等の種類別の総額（百万円）報酬等の総額
（百万円）

対象となる
役員の員数（名）

事業子会社は、担当事業の迅速な判断・決定と執行
ができるよう、事業の執行権限は思い切って事業
会社に委ねる体制にすべきである。

B社外取締役

ジェネリック医薬品事業で成功してきた面はある
が、今後の環境が不透明ななか、持株会社体制と
いう柔軟な組織のもとで、既存事業に捉われない
新規事業の育成を行うべきである。

C監査役
持株会社の取締役会が監督義務を果たすため、
決議事項・報告事項の内容や開催頻度等、適切な
制度設計を行うべきである。

議案数の推移
決議事項

（年度）20172016 2018 2019 2020
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156
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150

100

92

106

報告事項

300

400

0

200

100

500

社外取締役　東堂 なをみ

2019年以後の世界的な新型コロナウイルス感染症の拡大は、

健やかな暮らしを維持することの難しさと重要性を私たちに

再認識させました。そして、かねてより企業としてのサステナ

ビリティの観点から、“製薬だけに留まらない企業をめざす”と

いうことを議論して参りましたサワイは、おりしも本年４月、

“なによりも健やかな暮らしのために”という企業理念のもと、

新たにサワイグループホールディングスとして発足しました。

今日まで、サワイはジェネリック医薬品のリーディングカンパ

ニーとして、“なによりも患者さんのために”という企業理念の

もとに邁進してまいりましたが、製薬に留まらずあらゆる人々の

健康のために何ができるのかを考える企業として生まれ変わっ

たと言えると思います。この企業理念のもと、サワイはステーク

ホルダーの皆様の思いにお応えすべく日々努めて参ります。

また、近年世界で発信されておりますように、ジェンダーや

SOGI※の区別なく、換言すれば働く意志を持つあらゆる人々が

区別なく活躍できる環境を整備することが企業に求められる

ようになっています。この企業としての課題を実行できるよう、

私は社外取締役として、適切な意見を述べることに努めます。

サワイは今日まで、決して不正を行わず、最大の良心と責任

を持って、製品の品質管理に努めて参りました。そして今、一層

このことの重要性を強く認識しております。コーポレートガバ

ナンスを堅持することなくして企業の成長はありません。日々

の誠実な努力こそが皆様からの厚い信頼を得る最良の道と

確信し、サワイグループホールディングスが成長する企業で

あり続けるよう私は最大限の努力をして参ります。
※ SOGI：好きになる性や心の性のこと。「性的指向及び性自認」と訳される。

賞与
（業務連動報酬）

23%

基本報酬
（固定報酬）

69%

ストックオプション

8%

取締役報酬等の構成比

役員報酬等の内訳

報酬額

372
424

285
250

198
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