
取締役・監査役 （2022年6月30日現在）

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 住友ファーマ
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 住友ファーマ
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
1987年 2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

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

◆ 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

●

◆ 友廣 隆宣 独立社外監査役 ●

● 末吉 一彦 代表取締役社長 ● ●

● 坪倉 忠男 常勤監査役 ●

● 澤井 光郎
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 ● ● ●

● 寺島 徹 取締役 ● ●●

◆ 東堂 なをみ
独立社外取締役、
指名・報酬等ガバナンス委員

●

◆ 平野 潤一 ●独立社外監査役

● 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

※ 委員長は独立社外取締役

取締役会が有するスキル
当社では、企業理念とサステナビリティ基本方針におい

て掲げるステークホルダーとの関係及びマテリアリティに
掲げる項目との関係から、取締役会が備えるべきスキルと
して下記６つのスキルを特定しています。委員会で承認
されました。
当社グループの中核事業である医薬品・ヘルスケアビジ

ネスのユーザーである医療関係者や患者さん等の観点

から品質・医学薬学・研究・開発を、医療関係者に製品や
情報提供を行う観点から営業・販売を、安定供給の観点
から製造・技術を、株主投資家への正確な財務情報提供
や納税の観点から財務・会計・税務を、コンプライアンス・
リスク管理・社会的責任等の観点から法務・リスクマネジ
メントを必要なスキルとして特定するとともに、そのスキル
を有する取締役が偏ることのないようにしています。 

価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス 価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ
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ガバナンス体制 

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
に沿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。 

監査体制 

当社では、監査役会規則、監査役監査基準、内部監査
規程を整備し、監査役会、グループ経営監査室及び会計
監査人との連携により監査役機能の強化を図ります。
常勤監査役は監査役会議長を務めており、取締役会や

グループ戦略会議その他の重要な会議にも出席し、重要な
決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況の調査を行うとともに、監査役会に報告
を行うことにより社外監査役との情報共有・連携・協力を
図ります。また、常勤監査役は定期的に代表取締役社長と
対話の機会を設けて意思疎通に努めるとともに、子会社
の取締役等との情報交換を図り事業の報告を受けます。
常勤監査役とグループ経営監査室長は、「財務計算に関
する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に
関する内閣府令」に基づく内部統制の整備及び運用状況、
業務監査、テーマ監査等に関する情報交換を都度行う
ほか、グループ経営監査室が作成する内部監査報告書は
常勤監査役へも回付され、その内容は常勤監査役から監査
役会に報告されます。 

グループ戦略会議 

取締役会に付議する重要事項に関する審議や取締役会
で決議された事項の執行方針を協議・決定するほか、経営
成績の分析・対策を検討しています。

グループガバナンス会議 

当社グループ全体のガバナンス体制の構築・維持・改善
を目的として４つの委員会で構成され、当社グループ全体
の持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図ります。

その他の各種委員会 

グループ投資委員会
重要な投資案件及び各事業年度の投資予算について
検討・意思決定を行うに際し、客観的・合理的かつ慎重な
審議を行います。

グループリスクマネジメント委員会
当社及び当社グループ各社が抱える様々なリスクのマネ

ジメント強化のため、リスクマネジメント統括を行うととも
に、その進捗管理及び評価を行い、継続的改善を図ります。

グループコンプライアンス委員会
役職員に対する教育・啓発活動等の実施、企業倫理ヘル

プラインに係る調査結果への対応のほか、当社グループ
全体のコンプライアンス意識の向上に努めています。

グループサステナビリティ委員会
サステナビリティに関する当社グループの基本方針の
審議及び決定、サステナビリティの推進体制の構築及び
整備、並びにグループ各社の推進体制構築及び整備の
支援、報告受領などを行います。

グループ情報セキュリティ委員会
情報セキュリティに関する情報共有、課題への対応検討
並びに協議を行い、情報セキュリティマネジメントの円滑
な遂行を図ります。 

指名・報酬等ガバナンス委員会 

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。 

ガバナンス強化の歴史 

1995年 社外監査役が過半数化（3名中2名）体制
2008年 コンプライアンス委員会・内部統制委員会設置
2012年 独立社外取締役1名就任
2013年 取締役の報酬にストックオプション制度を導入
2015年 CSR委員会（現グループサステナビリティ委員会）
 を設置
2015年 コーポレートガバナンスに関する基本方針を制定
2015年 独立社外取締役に女性取締役が就任、独立社外
 取締役2名体制
2015年 情報セキュリティ委員会設置
2016年 取締役会の実効性評価開始
2017年 リスクマネジメント委員会設置
2019年 指名・報酬等ガバナンス委員会設置
2020年 独立社外取締役割合が3分の1に
2021年 持株会社化（グループガバナンスの強化）
2021年 上場会社役員フォーラムに加入、取締役・監査役
 への情報提供・研修を強化
2022年 DX担当役員を設置
（注）2021年の持株会社化以前は沢井製薬の歴史

コーポレート・ガバナンス体制模式図

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

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス

コーポレートガバナンスサイト
https://www.sawaigroup.holdings/ir/
policy/governance/
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取締役・監査役に対するトレーニングの方針

当社は、取締役・監査役が期待される役割・責務を適切
に果たせるように、当社事業や財務の現況をはじめ様々な
情報を積極的に提供します。
また、必要に応じて業界やガバナンスに関わる諸制度
やルール等に関する情報を提供するとともに、研修等の
機会を提供します。 

取締役会の運営改善

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、関係会社管理規程の見直しによって、より

重要な点に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、グループ各社の主要業務は、同じく
関係会社管理規程に基づき各社より取締役会に報告する
体制になりました。 

取締役会の実効性評価 

当社は、取締役会の実効性について分析・評価を定期的
に行い、必要に応じて改善に取り組む方針としています。
持株会社化後としては初めてとなりますが、2021年度の
取締役会の実効性評価については、取締役及び監査役
に対してアンケートによる自己評価形式を採用しました。
その結果を事務局で集計・分析・評価を行った後、取締
役会に提出した結果報告を基に取締役会で議論を行いま
した。その結果の概要は、次のとおりです。

プライム上場会社水準を満たしていると評価された主な項目
● リスクテイクを支える環境整備、多角的かつ十分な検討
の実施

● 経営陣の報酬制度
● 戦略実行に対する実効的な監督
● 独立客観的立場からの判断
● 経営陣に対する適切な意見、持続的成長
● 中長期的な企業価値向上の観点からの助言
● 経営の監督、利益相反の監督
● ステークホルダーの意見の反映

プライム水準を下回ると評価された主な項目
● 経営経験を有する社外取締役の不在を含む独立社外
取締役の選任状況

上記の自己評価結果を踏まえ、2022年度以降、経営経験
を有する社外取締役の選任と、従来からの課題である最高
経営責任者（CEO）等の後継者計画の策定を検討していく
予定です。

社外役員のサポート体制 

グループの業績については、ほぼ毎月月次報告として
取締役会に報告されており、計画に対する進捗状況や
想定外の事情が発生した場合は適宜、質疑応答がなされて
います。
最低四半期に1回、IR部門が投資家とのミーティング
状況を報告する報告書が社外役員にも提供されており、
必要に応じて、取締役会で質疑応答がなされています。
社内の基本規程の改定は取締役会の決議事項となって
いるため、法改正にともなう社内規程改定情報を知る機会
があります。
検討中のプロジェクトについては、取締役会の決議が
なされる前の段階から数回にわたって途中の検討状況が
取締役会に報告されています。その際、社外役員を含む
全取締役・監査役から注意すべき事項の検討指示や不明点
に関する質疑等がなされ、都度担当部署が回答対応する
ため、進捗状況については社外役員を含め共有される
仕組みになっています。
また、社外取締役、社外監査役及び常勤監査役から構成
される「社外役員連絡会」を定期的に開催し、意見交換や
情報交換を行っているほか、取締役会事務局から資料の
事前送付及び必要に応じて事前説明を行い、取締役会に
おける審議の充実を図っています。社外取締役及び社外
監査役が職務を遂行するに当たって必要な調査費等は、
合理的な範囲内で費用請求権を認めているほか、職務に
専念できるよう社外取締役及び社外監査役の事務の一部
をグループ総務部及びグループ経営監査室のメンバーが
それぞれ補助することにより、情報共有及び社外取締役の
監督機能の強化を図っています。 

上場会社役員ガバナンスフォーラム 

当社は上場会社役員ガバナンスフォーラムに加入し、
取締役・監査役が全員いつでも情報を入手できる体制に
なっています。このフォーラムは弁護士法人、監査法人、
損保会社が運営しており、取締役・監査役の職務に必要な
法律や制度、リスク等に関する情報をタイムリーに提供
しています。また、毎月ミニテストも実施しています。

役員報酬 

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）及び中長期的なインセンティブ
として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を目安としています。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
います。
なお、取締役の報酬限度額は、年額670百万円以内（うち、
社外取締役分は100百万円以内）と定めています。また、
監査役の報酬限度額も、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。ただし、2021年度については、業績
に対する経営責任を明確にするため、取締役全員の賞与
を全額返上するほか、22年度の報酬月額の減額を行う
ことになりました。 
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取締役（社外取締役を除く） 177
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監査役（社外監査役を除く）

社外役員

2021年度取締役会における社外取締役からの主な意見 

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）

議案数の推移
決議事項

（年度）20172016 2018 2019 2020
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取締役報酬等の構成比(2021年度)

役員報酬等の内訳

■ 基本報酬（固定報酬） ：100%（2020年度：69%）
 賞与（業務連動報酬） ：0%（2020年度：23%）
 ストックオプション ：0%（2020年度：8%）

372
424

285
250

198

● サワイの未来のために、産みの苦しみはあってもトライすべきと
考える。生産拡充だけでなく研究開発費を確保して、未来への投資
をしっかりとしていただきたい。

● もう少し当社のマテリアリティで重みを付け、当社ならではのサス
テナビリティ活動を行って統合報告書等で発信していくべきでは
ないか。

● 譲受金額の妥当性検討とともに、買収後のPMIをどう行うかきちん
と検討しておくべきである。

● 競合他社が復活してきた場合にも、投資対効果の想定に含まれて
いるのか。また、長期的な生産能力拡大に向けた構想を説明して
もらいたい。 

上場会社役員情報
ガバナンスフォーラム 
https://govforum.jp/ 

価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス

100%

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ

41 42サワイグループホールディングス 統合報告書 2022 サワイグループホールディングス 統合報告書 2022



社外取締役メッセージ株主との建設的な対話 

当社は、代表取締役社長、情報開示責任者が株主・投資
家との対話に積極的に参加し、経営戦略や財務等の充実
した情報提供を行い、株主・投資家と双方向の建設的な
コミュニケーションに努めます。また、対話の結果を取締
役会等へ報告し、株主等の意見を当社の経営に積極的に
活かします。
株主・投資家からの対話（面談）の申込みに対しては、

スケジュールの都合がつく限り経営陣幹部、取締役又は
監査役が前向きに対応します。スケジュールの都合が合わ
ない場合は、IR担当部署による対応若しくは株主の主な
関心事項に対しウェブサイトへの掲載又は文書等で回答
します。

ビジネス倫理

沢井製薬の行動基準では、「法令およびプロモーション
コードの遵守」という項目を設け、「製品プロモーションや
広告に関するすべての活動は、法令および業界団体の基準
を遵守し、適切かつ倫理的に実施」することを定めています。
また、日本ジェネリック製薬協会（GE薬協）が定める「企業
行動憲章」、「コンプライアンスプログラム・ガイドライン」、
「医療用医薬品プロモーションコード」、およびサワイグルー
プホールディングスの企業理念、行動基準をはじめとする
関係諸規範とそれらの精神に従い、製薬企業として適切な
企業活動に努めています。
さらに、医療機関等との取引関係についても、透明性を
高め、GE薬協の「企業活動と医療機関等の関係の透明性
ガイドライン」に基づいて当社のガイドラインを定め、医療
機関等への支払いや資金提供に関する情報を、専用ページ
で公開しています。このページでは、メディサ新薬、化研
生薬の情報も併せて公開しています。 

Upsher-Smithの事業規範には、商品の適切な促進および
医療従事者との医療上の相互関係に関連するいくつかの
方針を含んでいます。
健康管理専門家との相互作用に関するPhRMAコードを
明示的に採用し、販売担当者は、PhRMAコード、適用法令
に準拠した適切な製品プロモーション活動について訓練
しており、承認した製品プロモーションピースのみを使用
しています。販売担当者は、製品の使用と交換して他の価
値のあるアイテムを提供することによって生じる可能性の
ある医療専門家との不適切な相互関係を特定し、回避す
るためにさらに訓練されています。 

情報セキュリティガバナンス 

当社グループの情報資産はもとより、ステークホルダー
の情報資産の保護は、重要な社会的責任であると捉えて
おり、毎年テーマごとに様々な情報セキュリティガバナンス
の向上に取り組んでまいりました。2021年度は全社員対象
の教育のみならず、各部署に配置している情報セキュリ
ティ担当者向けの専門的な教育も実施しました。「情報
セキュリティに絶対はなく、事故は起こりうるもの」との
前提に立ち、外部専門業者による情報セキュリティ診断も
踏まえ、自律的・継続的に情報セキュリティガバナンスの
改善・向上を図っています。

コンプライアンスeラーニング 

2021年度は、内部通報制度、インサイダー取引、下請法
をテーマとして、日本国内の全グループ社員に対して合計
3回eラーニングを実施し、延べ9,072名（国内サワイグ
ループ）が受講しました。役職員の業務に特有の専門的な
テーマだけでなく、身近なテーマで学習を継続することに
より、コンプライアンス意識の向上・定着を図っています。

価値創造ストーリー 価値創造戦略 価値創造の基盤 11カ年主要経営データ

「透明性に関する指針」 
https://www.sawai.co.jp/
company/transparency/ 

沢井製薬

Upsher-Smith

汚職および贈収賄に関連する法的手続きの結果とし
生じた金銭的損失の合計額

沢井製薬 0円 ／ Upsher-Smith 0円
マーケティングに関する虚偽の記載に関連する
法的手続きの結果として生じた金銭的損失の総額

沢井製薬 0円 ／ Upsher-Smith 0円

多様な観点を持ち人々の健康のために
貢献する企業の一員として力を尽くします 
社外取締役　東堂 なをみ

サワイは、あらゆる人々の健康のために何ができるのかを考える
企業グループです。医師として経営に参画するに当たり、私の果た
したい役割は、社員をはじめステークホルダーの皆さまに、サワイ
の未来への展望を示すことです。取締役会で新しい取り組みにつ
いての報告を聞くことをいつも期待し、私自身も何か提案できない
かと常に考えています。これまでも、未来への展望を示していける
企業体質を構築することの重要性について述べてきましたし、大胆
さと緻密さを併せ持ちながら挑戦する姿勢の必要性についても
話してきました。
前期、サワイは米国Upsher-Smithに関して大きな損失を計上し、

これから同社の業態転換を図ろうとしています。その説明に際して、
株主・投資家に財務処理だけでなくグループの今後の展望を示す
こと、また社員に将来を考えての決断であると丁寧に伝えることを
提言しました。
米国事業も含めて、サワイグループの各事業会社がシナジー効果

を生み出すことが重要課題です。各社が関係性を持たずに新規事業

に取り組むことは、ある意味非効率ではないかとの考えが私には
あります。製薬のなかにサプリメントのヒントがあり、サプリメント
の開発過程で製薬のヒントが湧き出るかもしれません。また、現在
沢井製薬が取り組んでいる健康管理アプリについても、サプリメント
とタッグを組むことで双方の販路を切り開ける可能性があると考え
ます。今後、各社が連携し、他社にないドラスティックな発想をもっ
てサワイの独自性を生み出すことに大きな期待を寄せています。
当社はコーポレートガバナンスにおいて、女性社員の積極的登用

という方向性を示しています。このことを、重要課題として認識し、
私も取締役会で提案してきました。ダイバーシティーの大原則の
下に、女性に限らず全ジェンダーのすべての社員が上下の垣根なく
意見を述べ活発な意見交換ができる環境づくりこそが、人財育成の
基本であり要であると考えています。サワイが、多様な観点を持ち
誠実に努力を重ねていくことにより成長し、あらゆる人々の健康の
ために貢献する企業であり続けるように引き続き力を尽くしてまい
ります。

合理性と公正さを重視した
グループガバナンスの維持に努めています
社外取締役　小原 正敏

経営におけるガバナンス・コンプライアンスを確保する見地から、
私は次のことを心掛けています。業務執行の方針・内容の決定に
おいて、その決定の前提となった情報、判断の根拠・理由、決定内容
の合理性・妥当性といったプロセスについて重点的に質問すること。
また、法律実務家として法的観点や実務経験に基づく質問や意見
を述べることです。当期の例でいえば、小林化工の資産譲り受けに
際して受入人財を巡るPMI（買収後の統合プロセス）が重要である
と指摘し、適切に対処されていることを確認しました。
当期最大の懸案であり、連結業績に深刻な影を落とした米国

事業にも同様の姿勢で臨みました。米国子会社の現実を直視し、
まず、当面の対処としてどのようにするか、次に、将来米国事業を
どのように導くのかが最重要課題となりました。当社としては、米国
子会社への投資について､減損処理をした上でさらなる損失を抑
えるために事業内容を見直しました。この対応は､当社グループの
企業価値を損なわないために止むを得ないものと考えられます。
米国事業は､当社にとって初めての国際的大型M&Aです。今後の

事業展開を考える上で、今回の経験を厳しい目で検証するとともに、
今後同様のことが起こることのないよう対応することが重要であり、
そのための取り組みもすでに開始されています。
この件について、私はニューヨーク州弁護士の立場から、相手方

の主張が事実であることの表明と保証を得るとともに、事実確認
ができるまでは支払を保留するよう助言しました。そしてもう一つ
の立場、指名・報酬等ガバナンス委員会の委員長として、当社経営
陣の報酬に関して厳しい判断を下しました。これも今後のために
必要な対応だと考えています。
なお、同委員会では重要人事・報酬について審議し､取締役会に

答申します。審議における判断が恣意的であったり公正さを欠い
たりしないよう、判断に必要と考えられるポイントを盛り込んだ基準
を予め設けています。その基準を適切に適用するため、個々の審議
に当たって事務局へ資料の提示を求めるなどして、審議過程及び
結論の合理性と公正性を確保するよう努めています。

価値創造の基盤  ｜  コーポレート・ガバナンス
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