
ガバナンス�At�a�Glance

基本的な考え⽅

⼩林製薬は、企業の持続的成⻑を図るためには、健全�なリスクテイクを⽀える環境と適切な経営の監督とのバランスが重要であると考え

ています。
�

⼩林製薬は、創業家を中⼼とする経営体制を敷いており、⻑期的視点の経営判断ができるメリットがあります。�他⽅、経営トップの独善

的⾏為が発⽣するおそれがあるため、当社では監督能⼒の⾼い社外取締役を任⽤、チェック機能を担保することでスピード経営や⼤胆な

改⾰を実現しています。こうした経営を継続していくため、コーポレー�ト・ガバナンスの充実を図るべく、さまざまな制度・仕組みを取

り⼊れています。
�

また、経営トップに対しても現場の⽣の声を直接伝える機会を積極的に設けるなど、誰に対しても意⾒が⾔える⾮常に⾵通しの良い社⾵

を持ち合わせています。制度・仕組�みを充実させるだけではコーポレート・ガバナンスの⽬的は達成できないとの認識のもと、この社⾵

を維持・発展させることもコーポレート・ガバナンスを強化する有効な⼿段であると考えています。

経営体制

社⻑を中⼼とする執⾏役員が経営の執⾏にあたるとともに、会⻑を議⻑とする取締役会が経営の監督機能を担うという体制を取っていま

す。取締役７名のうち3�名の独⽴社外取締役を選任しており、取締役会の活性化の観点から取締役の⼈数の最適化も図っています。
�

取締役などの選任や報酬の決定プロセスの公正性を担保するため、独⽴社外取締役を委員⻑とする「⼈事指名委員会」「報酬諮問委員

会」を設置しています。また、独⽴社外取締役や代表取締役を中⼼メンバーとする「アドバイザリーボード」を設置し、⼤きな経営課題

への必要な助⾔を得る体制を敷いています。

役員の選任

取締役については経営全般にわたる幅広い知識と⾒識を備えるという観点で、執⾏役員については事業部ごとの適材適所を踏まえたう

えで候補を選び、「⼈事指名委員会」および取締役会の審議を経て選任、または候補者として決定します。
�

監査役については、監査業務に必要な知識と⾒識を備えた者について、取締役会が監査役会の同意を得たうえで、候補者の決定を⾏って

います。
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各委員会の設置状況

グループ
�

執⾏審議会

当社では、監督と執⾏の分離を明確にするため、執⾏役員制度を導⼊しています。執⾏役員を主な構成員とするグループ執

⾏審議会を⽉に4回開催しており、執⾏に関する重要な案件について審議しています。

取締役会

取締役会は、社外取締役3名を含む７名の取締役で構成されており（社外監査役3名を含む5名の監査役も出席）、グループ

執⾏審議会で審議された内容などをチェックする機能を果たしています。また、取締役会の席上、社外取締役・社外監査役

から活発な発⾔があり、外部視点による牽制が⾮常によく機能しています。

アドバイザ

リーボード

取締役会やグループ執⾏審議会を補佐する機関として、アドバイザリーボード（半年に１回）を開催しています。アドバイ

ザリーボードは、社外取締役ならびに当社会⻑、社⻑および担当役員を構成員としています。経営⽅針や経営の重要課題に

ついて、⼤所⾼所からの助⾔をいただき、⽇々の経営に反映しています。

報酬諮問委

員会

取締役の報酬額決定プロセスの透明性を確保するため、社外取締役（委員⻑）、外部識者ならびに当社社⻑および担当役員

を構成員とする報酬諮問委員会を設置しています。

⼈事指名委

員会

取締役および執⾏役員選任プロセスの透明性・公正性を確保するため、社外取締役（委員⻑）、外部識者ならびに当社社⻑

および担当役員を構成員とする⼈事指名委員会を設置しています。

内部統制委

員会

内部統制委員会は、内部統制担当役員と関係幹部を構成員とし、コンプライアンス問題および内部統制システムに関する基

本問題を中⼼に審議しています。また、当社および関係会社の内部統制に関する基本⽅針案の⽴案、構築された内部統制シ

ステムの監視も⾏っています。

リスク管理

委員会

⼩林製薬グループにおける経営リスクの顕在化を未然に防⽌、あるいは顕在化した場合の影響を極⼩化することを⽬的に主

要役員を構成員としてリスク管理委員会を設置し、リスクマネジメント体制の構築および推進を図っています。

外部視点の導⼊

独⽴社外取締役や社外監査役を選任するに際し、企業経営やコーポレート・ガバナンスに関する豊富な経験や知識を有することに加え

て、社内取締役や執⾏役員に対してはっきり意⾒を述べることができるかどうかを重視しています。 実際、独⽴社外取締役や社外監査

役は、取締役会において外部視点に基づき積極的に発⾔し、⾮常に活発な議論がなされています。このように取締役会においては闊達な

雰囲気が醸成され、侃々諤々の議論がなされ、議案の採決について賛否が分かれることもあります。また、3名の⼥性役員（社外取締役1

名、社外監査役2名）からも、さまざまな視点からの意⾒が上がっています。
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社外役員の選任理由

社外取締役

⽒名 選任理由

辻�晴雄

社⻑経験者として企業経営に関する豊富な経験や⾼い⾒識を有し、経営の監督機能強化に尽⼒してきました。当社の全事業

における取り組みを⼗分に理解の上、社会情勢の変化を精緻に把握しながら経営の透明性・公正性を⾼めるために積極的に

発⾔する等、当社から独⽴した⽴場でステークホルダーの視点を踏まえて取締役会に提⾔しています。こうした経験と実績

を踏まえて引き続き適任と判断し、社外取締役候補者とし、株主総会にて選任されました。

伊藤�邦雄

⼤学教授として⻑年会計学・経営学の研究に携わり、また、他社の社外役員を歴任するほか、政府による企業の持続的成⻑

に関する研究会において中⼼的役割を果たしています。これらの活動で培った知⾒を基に、当社においても資本効率の改善

等、企業価値向上の観点から経営の監督機能を果たしています。こうした経験と実績を踏まえて引き続き適任と判断し、社

外取締役候補者とし、株主総会にて選任されました。

佐々⽊�かを

り

経営者としての実績・⾒識に加え、他社社外役員を歴任して企業経営を豊富に経験するほか、国際⼥性ビジネス会議を⻑年

にわたり開催し、⼥性活躍推進の先駆者として活躍しています。当社においても働き⽅改⾰やダイバーシティ、消費者の視

点を踏まえた意⾒を取締役会に反映する等、企業価値向上に貢献しています。こうした経験と実績を踏まえて引き続き適任

と判断し、社外取締役候補者とし、株主総会にて選任されました。

社外監査役

⽒名 選任理由

酒井�⻯児

弁護⼠として企業活動の適正性を判断するに⼗分な法的知⾒を有し、重要な経営判断に関わる事案を多数経験しています。

これらの知⾒・経験が当社の企業活動に対する監査に活かされており、これまでの取締役会や監査役会において厳正かつ積

極的な発⾔が⾏われていることから、引き続きその職務を適切に遂⾏していただけるものと判断して社外監査役候補者と

し、株主総会にて選任されました。

⼋⽥�陽⼦

税理⼠法⼈での業務経験があり国際税務に関する⾼い知⾒を有しており、他社社外役員を歴任する他、⼤学の監事を⻑らく

務めています。これらの知⾒・経験に基づいて、グローバルな事案に関する当社の企業活動に対する監査が適切に⾏われて

いることから、引き続きその職務を適切に遂⾏していただけるものと判断して社外監査役候補者とし、株主総会にて選任さ

れました。

有泉�池秋

⽇本銀⾏において⽇本および海外の経済情勢や⾦融市場の分析、⽇本銀⾏の政策と経済情勢判断などに関する企業経営層と

の対話に⻑年携わっており、これらにおいて培われた豊富な知⾒・経験や⽇本経済全体の健全な成⻑を常に考えてきた姿勢

を、当社の企業活動に対する監査に活かしていただけるものと判断して社外監査役候補者とし、株主総会にて選任されまし

た。

取締役の報酬

当社グループの取締役の報酬制度は、コーポレート・ガバナンス・コードの原則に沿って、以下を基本⽅針としています。
�

（a）当社グループの持続的成⻑と中⻑期的な企業価値向上を動機づける報酬体系であること
�

（b）会社業績との連動性が⾼く、取締役の担当職務における成果責任達成への意欲を向上させるものであること
�

（c）株主との利害の共有を図り、株主重視の経営意識を⾼めるものであること
�

（d）報酬の決定プロセスは、透明性・客観性の⾼いものであること
�

（e）競争優位の構築と向上のため、優秀な経営陣の確保に資する報酬⽔準であること

取締役の報酬制度は「基本報酬」、単年の業績に応じて変動する「短期インセンティブ報酬」、中⻑期業績に応じて変動する「⻑期イン

センティブ報酬」からなり、業績向上並びに中⻑期的な成⻑を動機づける設計としています。社外取締役の報酬は、業務執⾏から独⽴し

た⽴場であることから基本報酬のみとしています。各報酬制度の概要は、下表のとおりです。

報酬項⽬ 概要

基本報酬

役位に応じた職務遂⾏および着実な成果創出を促すための、緩やかに業績に連動した報酬です。評価指標とし

ては、会社業績（連結売上⾼、EPS、ROE）と前年評価に基づく当年の活躍期待値に応じて決定される定性評

価を使⽤いたします。

短期インセンティブ報酬

事業年度毎の業績⽬標の達成を促すための、単年の業績に連動した業績連動報酬です。評価指標としては、会

社業績（連結営業利益率、EPS）と前年評価に基づく当年の活躍期待値に応じて決定される定性評価を使⽤い

たします。
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報酬項⽬ 概要

⻑期インセンティブ報酬

中⻑期的な企業価値・株主価値の向上を重視した経営を推進するための、中⻑期の業績に連動した業績連動報

酬です。評価指標としては、会社業績（連結売上⾼、EPS、ROE）とESGおよびサスティナブルな業績成⻑に

向けた貢献度を加味し決定される定性評価を使⽤いたします。

取締役の報酬額については、社外取締役、社外有識者および当社代表取締役等を構成員とする報酬諮問委員会（委員⻑：社外取締役）で

その妥当性を協議しています。取締役会は、報酬諮問委員会の諮問結果を踏まえ、具体的な報酬額の決定を代表取締役に⼀任しています。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

�
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
�

役員の員数（名）固定報酬 業績連動報酬

取締役
�

（社外取締役を除く）
452 349 102 4

監査役
�

（社外取締役を除く）
41 ― 41 2

社外役員 84 ― 84 6

（注1）当社取締役は、上記⽀給額以外に使⽤⼈としての給与の⽀給を受けていません。
�

（注2）取締役の報酬限度額は、2015年6⽉26⽇開催の当社第97期定時株主総会において年額9億円（うち社外取締役分1億円）以内と

決議されています。
�

（注3）監査役の報酬限度額は、2009年6⽉26⽇開催の当社第91期定時株主総会において年額8千万円以内と決議されています。
�

（注4）2020年3⽉27⽇開催の第102期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役１名へ⽀給した報酬等を含んでいます。

報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

⽒名 役員区分
報酬等の種類別の総額（百万円） 報酬等の総額

�
（百万円）固定報酬 業績連動報酬

⼩林�⼀雅 取締役会⻑ 232 69 293

取締役会改⾰に向けた取り組み

当社は、取締役会の活性化がコーポレート・ガバナンスひいては企業価値向上のために極めて重要であるとの認識のもと、毎年取締役会

の実効性評価を実施しています。 2020�年度における評価プロセスは以下のとおりです。

2020�年10⽉ アンケート調査（対象：取締役および監査役全員）

2020�年11⽉ 個別インタビュー（対象：取締役および監査役全員）

2020�年12⽉ 取締役会評価会議（参加者：社外取締役および社外監査役全員）

上記の結果、多くのテーマにおいて「概ね適切」との評価を得ましたが、以下のテーマについては、「なお改善の余地あり」となってい

ます。

改善テーマ

中期経営計画や経営戦略の⽅向性を⽰す議論

⼈事指名委員会の諮問結果に基づく取締役会での議論

報酬諮問委員会の諮問結果に基づく取締役会での議論

リスク情報のより⼀層の明確化

重要な執⾏案件について適切な進捗／レビュー

働き⽅改⾰に関する議論

最⾼経営責任者等の後継者計画についての議論やモニタリング
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資本効率を踏まえた投資判断や事業⾒直し

資本コストを前提にした政策保有株式の議論

改善テーマについて、2021年2⽉の取締役会において課題整理を⾏い、主要課題として以下をピックアップしました。

課題

①取締役会審議の効率化
�

取締役会審議を効率的に⾏うため、資料の削減と論点整理しやすいフォーマットを作成。また、取締役会審議を⾏う上での必要な前提情

報を社外役員にインプットする機会を増加させる。

②重要案件等のレビューの充実
�

M＆Aや⼤型投資等の重要案件のレビューや、執⾏役員による業務執⾏状況報告をより充実させる。

③中⻑期の経営課題※1・重要課題※2を検討するための環境整備（年間計画の作成、審議時間の⼗分な確保等）ESG等の中⻑期的な経営

課題について取締役会において審議される機会が増えたこと対して⼀定の評価を得た。

しかし、より計画的に付議できるよう取締役会付議事項の年間計画を作成するとともに、⼗分な審議時間を確保できるよう議案数の削減

（具体的には、取締役会議案附議基準の改訂による執⾏役員会議への権限委譲等）。

※1�中⻑期の経営課題：中期経営計画、ESG、海外戦略、⼈材戦略、資本政策等

※2�重要課題：アフターコロナにおける新製品開発、内部統制、DX戦略、EC�戦略等

株主・投資家とのコミュニケーション

⼩林製薬では、株主・投資家（以下「株主等」）を重要なステークホルダーと認識し、企業の持続的成⻑のための建設的な対話を重視し

ています。
�

株主等との対話における有益な意⾒を中⼼に、経営陣に確実にフィードバックできる仕組みを設けており、経営の改善につなげていま

す。

株主等との対話の⽅針

企業の持続的成⻑に資するため、株主等との対話は積極的に⾏う。

株主等との対話には、属性、対話の時期、当社の経営資源等の諸事情などを考慮し、経営トップ、IR担当役員、IR部⾨が必要

に応じて⾏うものとする。

株主等との対話において、企業の持続的成⻑に資する株主の意⾒については、取締役会に対してフィードバックを⾏う。

2020年12⽉期の取り組み実績

株主総会（2020年3⽉開催）

出席者 46名

議決権⾏使⽐率 93.9%

機関投資家・アナリストとの⾯談

⾯談件数 274件

個⼈投資家との対話

開催回数 0回

参加者 0名

※新型コロナ感染拡⼤防⽌の観点より、2020年度は開催していません。
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コーポレート・ガバナンス報告書

詳しくはこちらをご覧ください。

コーポレート・ガバナンス報告書
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管理職研修

内部統制

⼩林製薬では、会社法・⾦融商品取引法が求める業務、財務諸表の適正性の確保や各種法令を遵守するための仕組みとして「内部統制委員

会」を年2回開催しています。
�

社外弁護⼠をアドバイザーとして、⼩林製薬グループ全体の内部統制およびコンプライアンス体制を監視し、その対応策について取締役会

に対し勧告・助⾔を⾏っています。

※�詳細は「内部統制システムの基本⽅針」をご参照ください。

コンプライアンス推進体制

すべての役員・従業員におけるコンプライアンス意識向上と知識習得をグループ全体に⾏き渡らせるべく、階層別集合研修（役員・管理

職・新⼊社員など）を各階層に応じたトピックを盛り込みつつ計画的に実施しています。さらに、グループ報やイントラネットを利⽤した

「e-ラーニング」を全従業員対象に毎⽉実施（受講率：100%）し、2020�年から全部署において管理職が講師となりコンプライアンスに

関するテーマをディスカッションする「15�分研修」を開始しました。また、従業員からコンプライアンスにかかわる通報や相談を受け付

ける専⽤窓⼝として、「従業員相談室」を社内と社外（弁護⼠事務所、海外を含む）�に設置し、相談・通報の内容の解決にあたっていま

す。

集合研修（階層別教育）

⼩林製薬グループでは、役員・管理職・新⼊社員等、各階層に応じたトピックを盛り込

んだ集合研修を継続的に実施しています。

管理職研修

コンプライアンス違反の防⽌には、管理職の果たす役割が⼤きいと考え、管理職に必要

な基礎知識、部下指導等をテーマに継続的に研修を⾏っています。2016年度は、国内の

全管理職を対象にケーススタディを中⼼とした研修を実施しました。ディスカッション

を⾏うことで受講者間でお互いの現場における悩みを共有し、⾃部署のマネジメントに

活かす機会になりました。

新⼊社員教育

⼩林製薬グループの新⼊社員研修の⼀環として「コンプライアンス教育」を⾏います。

「コンプライアンスとは」「⼩林製薬グループの社⾵」といった基礎知識を学ぶととも

に、過去の事例を紹介し、グループディスカッションを⾏っています。社会⼈の第⼀歩

として「コンプライアンス」を考える重要な研修です。

ｅ-ラーニングのテーマ（�対象者：全従業員 受講率：100%）

実施⽉ テーマ 実施⽉ テーマ

2020年1⽉ 防災意識と危機管理 2020年7⽉ 2020年�情報セキュリティ�10⼤脅威！

2020年2⽉
WEBサイト利⽤・クラウドサイト利⽤時はシステ

ム担当者に連絡する
2020年8⽉ パワハラ防⽌

2020年3⽉ コンプライアンスと当事者意識 2020年9⽉ 景品表⽰法

2020年4⽉ 個⼈情報の取扱について 2020年10⽉
海外からの物品持ち込み及び輸⼊時の検査・検疫に

ついて

2020年5⽉
薬機法について（薬害とは、最近の薬機法違反事例

と「製造販売元」とは）
2020年11⽉ 組織における内部不正

2020年6⽉ メンタルヘルス 2020年12⽉ 年間の理解度チェック
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コンプライアンスガイドブック

従業員相談室告知ポスター

グローバルコンプライアンス推進

2012年に、国際事業の拡⼤を⾒据えて「グローバルコンプライアンスポリシー」を制

定、これを遵守することを宣⾔しました。ポリシーおよびその具体的な⾏動基準を「役

員及び従業員の誓約」に定めたうえで各⾔語に翻訳し、国内外すべての⼩林製薬グルー

プに対して周知しました。グループ国内外の全役員・従業員は、この「誓約書」に署名

を⾏っています。
�また2013年には、前述の「ポリシー」と「⾏動基準」をより浸透させ、⽇々の業務の

中で実践できるよう『コンプライアンスガイドブック』を作成。海外関係会社におい

て、このガイドブックを題材とした集合研修を順次実施しました。

従業員相談室（内部通報窓⼝）

⼩林製薬グループでは、従業員からのコンプライアンス上の疑問・悩み・相談を受け付

ける専⽤窓⼝として「従業員相談室」を設けています。

社内および社外窓⼝（弁護⼠事務所）2箇所を設置

対象者は⼩林製薬グループ従業員、退職者および取引会社の従業員まで拡⼤

フリーダイヤルを設置

このように、利⽤者が「相談しやすい」環境を整備しています。

また、2013年度には、海外の全ての関係会社を対象とした内部通報窓⼝を設置してお

り、グローバル事業の拡⼤に伴うコンプライアンスリスクの低減に努めています。

医学研究に関する情報公開

基本⽅針

⼩林製薬グループ�グローバルコンプライアンスポリシーにもとづき、常に公正な取引を⾏い、医療機関等への資⾦提供等の内容を公開す

る。

⽬的

「臨床研究法」に基づき、⼩林製薬グループの企業活動における国内の医療機関等との関係の透明性を確保することにより、⼩林製薬グル

ープが医学・薬学をはじめとするライフサイエンスの発展に寄与していること、および⼩林製薬グループの企業活動が⾼い倫理性を担保し

たうえで⾏われていることについて、社会から広く理解を得ることを⽬的とする。

「臨床研究法」に基づく情報公開について

2019年度医療機関等に対する⽀払について
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個⼈情報保護に関する基本⽅針

個⼈情報保護教育のツール

個⼈情報に関する基本⽅針

⼩林製薬グループは経営理念である「絶えざる創造と⾰新によって新しいものを求め続

け、⼈と社会に素晴らしい『快』を提供する」を実現するため、製品やサービスだけで

なく、その提供の⽅法や⼿段においても「快」を提供する必要があります。
�

そのため従業員⼀⼈ひとりが個⼈情報の確実な取り扱いができるように「個⼈情報保護

に関する基本⽅針」ならびに「個⼈情報保護に関する対策基本6項⽬」を策定していま

す。

個⼈情報保護に関する教育

従業員⼀⼈ひとりの個⼈情報保護に対する意識と⾏動を持続し、さらに⾼めるため、⼩

林製薬グループではさまざまな個⼈情報関連教育プログラムを作成し、運⽤していま

す。
�全従業員に対しては「e-ラーニング」を全員が満点を取るまで毎年受講させています。

�
また、新規⼊社者（新卒・中途）や新任管理職に対しては別途プログラムを⽤意して教

育を実施しています。特にセンシティブな情報を管理している部⾨に対しては、個別集

合教育を実施しています。

ソーシャルメディアガイドライン

インターネットやモバイル端末の普及に伴い、社会に向けて⼀⼈ひとりが情報発信することが当たり前になってきました。特にソーシャル

メディア上では、業務に関する発信と⾃⾝のプライベートに関する発信の境界が⾮常に曖昧になりやすい特徴があります。
�

⼩林製薬グループではソーシャルメディアを利⽤する際の⾏動指針である、ガイドラインを2012年1⽉に制定いたしました。ソーシャル

メディアの活⽤に関して、全社員に⾼い意識での⾏動を⼼がけるよう、社内浸透を徹底しています。

ソーシャルメディアガイドライン

ソーシャルメディアとは、インターネット上で展開される情報メディアのあり⽅で、個⼈が発信する情報が不特定多数の

ユーザーに対して露出され、ユーザー同⼠のつながりを促進するメディアのこと。
�

（例.�Facebook、mixi、Twitter、YouTube、ブログ、モバゲー、GREE、ニコニコ動画など）

【背景】

近年、インターネットや携帯電話、モバイル端末の普及に伴い、⼀⼈ひとりが⾃ら社会に向けて情報発信することが可能

となりました。そのような状況下、⼩林製薬グループに関わる様々な企業活動は、ブログや掲⽰板、SNSなどを通じイン

ターネット上の議論や対話の対象となっています。

【⽬的】

本ガイドラインは、⼩林製薬グループに携わる従業員を含むすべての関係者に、ソーシャルメディアに関しての理解を深

めていただくための⼿引きとして、さらに、⼩林製薬グループのコーポレートブランドの価値向上にソーシャルメディア

を活⽤して積極的に広めていただくことを⽬的として作成されたものです。
�

⼩林製薬グループの従業員および業務に携わるすべての関係者は、⼀⼈ひとりが⼩林製薬グループの代表として様々なブ
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＜発信についての⾏動指針＞

1.�事業運営規範など、該当する⽅針等の厳守

2.�仕事に纏わる記載をする場合は、特に配慮をする

3.�他者の権利を侵害しない

4.�⼀つの投稿が、世界的影響を及ぼし得ることを忘れな

い

5.�インターネットの恒久性を認識する

＜閲覧についての⾏動指針＞

1.�ブランド価値を守る、向上させる役割を担う

2.�否定的な投稿に対する対応は、専⾨家に任せて、⾃分

の判断では⾏わない

ランドの価値や魅⼒を正しく伝える役割を担っていることを改めて認識するとともに、インターネット上でなされる対話

の持つ影響⼒の⼤きさを⼗分に理解し、それらの議論に参加する場合には、ブランドやビジネスに対する影響を考慮に⼊

れた上で、参加することが重要だと認識しています。

サイバーセキュリティへの取り組み

近年、標的型メール攻撃等、サイバーセキュリティの脅威が⼤幅に増加していることから、全社員を対象にe-ラーニング教育や各部⾨での

集合教育を実施し、情報セキュリティ意識の向上を継続しております。
�また、サイバーセキュリティや内部不正の知⾒が深い外部専⾨家の⽀援のもと、情報セキュリティインシデントやその予兆への対応体制を

構築するとともに、外部機関などとも情報共有しながら関連会社も含めた環境改善を実施しております。
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リスクマネジメント

⼩林製薬では、リスクを3つに分類し、それぞれに応じた体制を整え、リスク管理を⾏っています。 中⻑期的なリスク（潜在リスク）に

ついては、⻑期的な視点で経営リスクを洗い出し、具体的な問題として顕在化する前に⼿を打つべく、2017年、社⻑を委員⻑とする「リ

スク管理委員会」を⽴ち上げ本格的に対応活動を始めました。社外有識者を招いた研修を含む、計4回のリスク管理委員会における議論を

経て、2018年には、経営が関与しながら低減に取り組むべき中⻑期的なリスクとして「全社重点リスク」を選定しました。全社重点リス

クに対しては、事業部⻑クラスが実⾏責任者を担い、リスク低減プランの策定や進捗管理、取締役会への定期報告を⾏う体制を整備し、

具体的なリスク低減活動に着⼿しています。
�

 顕在化する恐れのある短期的なリスクに関しては、各部⾨におけるリスク情報を⽉1回の「マンスリーレポート委員会」で集約し対応を

検討することに加え、その中から経営の関与が必要と判断したリスクに関しては、経営会議に上げて対策を講じる体制を敷いています。

この他に、⽬前で発⽣している顕在化したクライシスに関しては、顕在化とともに速やかに「危機管理本部」を⽴ち上げ、スピーディに

対応を図る体制をとっています。

� リスク管理委員会
マンスリーレポート委員会／グループ執⾏審

議会
危機管理本部

主に扱うリス

ク

中⻑期的なリスク（潜在リス

ク）
短期的なリスク 顕在化したクライシス

委員⻑ 社⻑ グループ統括本社本部⻑／社⻑ 社⻑

事業等のリスク

主要なリスク リスクの概要 主な対応策の実施状況

(1)�事業環境のリスク
消費者ニーズの急激な変化

競争環境の変化による広告宣伝費等のコスト増⼤

消費者ニーズを捉えた新製品の開発

環境変化を捉えた既存品の戦略策定

多種多様な製品ラインナップによる影響の低減

メディアミックスによる広告宣伝費の効率化

(2)積極的に新製品を投⼊

するビジネスモデルのリ

スク

新製品の発売品⽬数の減少

競合参⼊による発売時の競争激化

全従業員対象の提案制度によるアイデア創出

新製品ポートフォリオ活⽤による発売品⽬の確保

(3)�天候不順、気候変動

による需要変動のリスク

季節性の強い製品の売上減少

温室効果ガス削減の潮流に伴う炭素税の負荷

エシカル意識の⾼まりによる需要低減

カイロ事業におけるヘルスケア領域での製品開発

各種データ活⽤による出荷調整

グループ環境委員会による中⻑期のリスク対策の検

討

(4)�海外事業のリスク
各国の経済成⻑の鈍化や規制の変更による投資回収

効率の低下

為替レートの⼤幅な変更

段階的・合理的な投資判断と投資計画の⾒直しによ

る改修リスク低減

主要通貨レートのモニタリング

(5)�事業買収・提携のリ

スク

想定外の事象や環境変化による不⾸尾

のれんや無形資産の減損

精緻なデュ―・デリジェンス

成⻑機会と残存リスクを議論した上での投資判断

(6)⼈的資本確保・活⽤の

リスク

性別・国籍等を問わない多様な⼈財の活躍推進の停

滞

労働市場の競争激化への対応の遅れ

従業員の企業貢献意識向上施策の不⾜

フラットな企業⾵⼟

上司と部下の成⻑対話による成⻑実感の醸成

⼥性のキャリア志向を醸成を⽬的とした具体的活動

の推進

(7)�製品安全性のリスク

設計不良

品質不良

副作⽤報告に応じた対応の誤り

品質監査の専⾨部⾨（信頼性保証本部）によるリス

ク低減の取り組み

重篤な設計・品質不良が疑われた場合のタイムリー

な判断

(8)�製品原材料調達のリ

スク

為替相場の変動による調達コスト増⼤

原油価格の急騰等による原材料価格の上昇

災害発⽣時の⽣産・流通停滞による市場への製品供

給阻害

多品⽬販売による限定的な原材料価格⾼騰のコスト

吸収

「製品BCPシステム」による速やかな原材料確保
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主要なリスク リスクの概要 主な対応策の実施状況

(9)�法的規制等のリスク 法規の変更による製品の開発中⽌、販売中⽌

輸出⼊の規制変更等による売上変動
法務知財部を中⼼とした情報収集と迅速な対応

(10)�情報セキュリティ関

連のリスク

個⼈情報漏洩による補償と信⽤失墜

サイバー攻撃によるノウハウの流出と事業活動の⼀

時中断

情報セキュリティ体制の整備

社員教育の徹底

情報セキュリティの第三者評価

重要なデジタルデータの遠隔地サーバでのバックア

ップ

(11)コンプライアンス関

連のリスク

当社グループ、または従業員による重⼤なコンプラ

イアンス違反

従業員及び社外取引先担当者対象のコンプライアン

スアンケート

コンプライアンス問題の専⽤受付窓⼝（従業員相談

室）の設置

(12)�知的財産、及び訴訟

関連のリスク

知的財産権を管理する仕組みの導⼊遅れ

知的財産権に関する第三者侵害

当社の知的財産権侵害による補償と信⽤失墜

知的財産権の侵害、⾮侵害のチェック

製品の開発段階における積極的な知的財産権の創出

と戦略的出願

(13)⾃然災害によるリス

ク

⾃然災害発⽣による業務停⽌・遅延、資産喪失、⼈

的被害等の発⽣

事業継続計画（BCP）の策定

危機管理体制の構築

(14)�深刻な感染症流⾏に

よるリスク

現地⾏政による外出規制による外出機会の減少に伴

う売上減少

感染症拡⼤の⻑期化・常態化による経済状況悪化

事業所内での感染者発⽣による製品⽣産等の事業活

動停⽌

感染症拡により発⽣した新常態に対応した新製品の

開発と発売

危機管理本部による感染リスクの把握と対策の事前

⽴案

操業停⽌リスクを抑えた運営

BCP（事業継続計画）

⼩林製薬グループでは、東⽇本⼤震災の経験を踏まえ、BCP（事業継続計画）を策定しました。⼤規模地震、⽔害などの⾃然災害によっ

て予期せぬ緊急事態に遭遇した場合、重要業務に対する被害を最⼩限にとどめ、最低限の事業活動の継続、可能な限り短期間に復旧を⾏

うことを⽬的としたものです。業務プロセスを⾒直し、緊急事態の際の各事業のリスクの⼤きさ、優先して継続・復旧すべき事業を定め

ています。

※�BCP（Business�Continuity�Plan）
�

さまざまなリスクによって⽣じる事業活動の中断に対して、重要な業務・機能を継続する、あるいは可能な限り短時間で再開するよう事

前に取り決める⼿順。
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