
あすか製薬ホールディングスは、当社およびその子会社（当社グループ）の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を
目指しており、これを実現する基盤として、最良かつ実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築・強化に継続的に
取り組んでいます。

■ 取締役会
　原則毎月1回、必要ある場合は臨時取締役会を随時開
催し、経営の執行方針や経営に関する重要事項を決定
し、業務執行に対する監督を行っています。

■ 経営会議
　原則毎月１回開催し、経営に関する案件の審議・決定、
経営方針や経営戦略などの重要案件の審議を行ってい
ます。

■ グループ事業戦略会議
　当社における業務の適正を確保するための体制として、
子会社の統括部署を定めて総合的に管理しているほか、
グループ事業戦略会議を年４回開催し、情報を共有して
います。

■ グループ指名委員会・グループ報酬委員会
　役員の指名や報酬についてその審議プロセスの公正性・
客観性を高めるため、取締役会から独立した諮問委員会
としてグループ指名委員会ならびにグループ報酬委員会を
設置しています。
　各委員会は、代表取締役、専務以上の役付取締役等
および社外委員で構成され、委員の半数以上は、社外役
員または社外有識者から取締役会が選任した社外委員
としています。

■ 監査体制
　当社は、取締役会から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。監査役会は、社外監査役2名を含む4名で構成さ
れており、原則毎月1回開催し、監査に関する重要な事
項について協議と決議を行うとともに、取締役会付議事
項の事前確認なども行っています。
　外部監査については、会計監査人として清陽監査法人
と監査および四半期レビュー契約を締結し、会計監査を
受けています。
　内部監査については、グループ監査部を設置しており、
公正かつ独立の立場でグループ会社を対象とした監査を
実施しています。さらに、グループ監査部では、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。

■ 社外取締役および社外監査役の選任理由

　当社において取締役および監査役は、優れた人格、
見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有し
ている者から選任しています。新任の取締役候補者は上
記方針に従い、グループ指名委員会における公正、透明か
つ厳格な審議を経て、取締役会で決定されます。
　また監査役は、適切な経験、能力、高い倫理観を有して

いるとともに、財務・会計・法務に関する相当程度の知識を
有する者から選任することとし、うち少なくとも1名は、財
務・会計に精通している者から選任します。新任監査役の
候補者は、上記方針に従い、グループ指名委員会における
公正、透明かつ厳格な審議を経て、監査役会の同意の上、
取締役会で決定されます。

氏名 選任理由

吉 村  典 医学者として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、社外取締役として独立した立場から、当社の経営に対し重要な
役割を果たしていただけると判断いたしました。

山 中  通 三 企業経営者として豊富な経験と見識を有しており、当社の経営に対し適切な助言・監督を行っていただけると判断いた
しました。

播 野  勤 企業経営者としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての卓越した知見を有しており、当社の経営に対し適切な助
言・監督を行っていただけると判断いたしました。

木 村  高 男 医薬品開発に精通しているだけでなく、企業経営に関する豊富な経験も兼ね備えており、客観的かつ中立的な立場から
当社の取締役会に対する監査を適切に行っていただけると判断いたしました。

福 地  啓 子 税理士として、独立性の高い立場から、主に税務・財務などの専門的見地に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っていただけると判断いたしました。

■ 社外取締役
　外部の豊富な見識・知識を活かし、当社の経営に対し
て適宜指導・助言いただけるよう、「社外役員の独立性に
関する基準」を満たした独立性のある社外取締役を少な
くとも2名以上選任することとしています。
　現在、3名の独立社外取締役により、最適なガバナン
ス体制を構築しています。

■ ESG委員会の設置
　グループ全体として持続可能な社会の構築へさらなる
貢献を期待し、取締役会とは独立した諮問機関として
2021年4月に「ESG 委員会」を設置しました（P.30「コー
ポレート・ガバナンス体制」ご参照）。
　今後、ESG 委員会を中心に、社内の意見だけでなく、
外部からの客観的視点を取り入れて抽出・特定したマテ
リアリティ（重要課題）に、すべての従業員が納得し、グルー
プ全体が横断的かつ戦略的に解決へと取り組むことで、
なお一層の価値創造に努めていきます。

　当社は、執行役員制度により、執行役員が業務を執行し、取締役は経営・監督機能に専念しています。
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コーポレート・ガバナンス／コンプライアンス

　当社は、次の基本的な考え方に沿って、常に最良のコーポレートガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組み
ます。

（1）株主の権利が実質的に確保されるよう努めるものとし、株主の実質的平等性を確保する。
（2）ステークホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に努める。
（3）当社グループの財政・経営その他の情報を適切に開示し、透明性を確保する。
（4） 取締役会は、企業戦略に基づく積極果敢な経営判断を行う環境整備を行うとともに、取締役に対する実効性の高い

監督を行う。
（5）株主との間で建設的な対話を行う。

なお、本基本方針の全文は、当社ウェブサイトで公開しています。
https://www.aska-pharma-hd.co.jp/invest/governance/governance.html

コーポレート・ガバナンス基本方針  

コーポレート・ガバナンス体制  

取締役および監査役の選任方針  
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■ 社外取締役および監査役の報酬額決定
　取締役の報酬は、「透明性」「公正性」「客観性」を確保
したうえでグループ報酬委員会にて審議し、報酬制度の
設計ならびに具体的な報酬額については、取締役会にて
決定しています。
　社外取締役を除く取締役の報酬については、持続的
な企業価値向上に資する報酬設計とし、具体的には固
定報酬のほかに短期インセンティブとなる業績連動賞与、
中長期インセンティブとなる株式報酬制度で構成してい
ます。社外取締役の報酬については、経営の監督機能を
十分に機能させるため、短期および中長期インセンティ
ブを設けず、固定報酬のみで構成しています。

■ 譲渡制限付株式報酬制度の導入
　当社の社外取締役を除く取締役を対象に、企業価値

■ 基本的な考え方
　あすか製薬は、今後も存続し社会から信頼される会社
として成長・発展していくために、法令遵守はもとより、日
本製薬工業協会が制定する「日本製薬協コード・オブ・
プラクティス」などの業界自主基準をベースに、社内規程を
整備しています。経営理念に基づく実践すべき行動原則を
示した「あすか製薬企業行動憲章」と「コンプライアンス・
プログラム」を策定し、企業倫理の浸透、コンプライアン
ス遵守を図っています。また、プログラムを補完するもの
として「コード・コンプライアンス・マニュアル」をイントラ
ネットに掲載し、従業員への周知を図っています。
　コンプライアンス推進部門を設置し、一般的な企業の
コンプライアンスに加え、業界自主基準や社内基準を一
元管理の上、コンプライアンスの総合窓口として、関連
案件の迅速な処理や違反の未然防止対策の立案などを
通じて、役員・従業員が安心して企業活動に取り組める
よう体制を構築してきました。従業員のコンプライアン
ス意識の向上を目的として、各階層を対象としたコンプ
ライアンス教育の実施と同時に、アンケート調査による
従業員の意識レベルの把握や改善点の洗い出しに努め
ています。2020年度は、コンプライアンスに関する意識
調査結果をもとに当社グループ各部門とのヒアリングを
実施し、現状把握と問題点を抽出し実態に即した研修お
よび問題解決を行うことで、さらなるコンプライアンスの
徹底を図りました。
　2021年4月のホールディングス体制への移行に伴い、
当社グループでは、グループ経営に重大な影響を与える
リスクへの認識と対応を図るとともに、法令・企業倫理
遵守を徹底するコンプライアンス体制を推進するために、
グループ・コンプライアンス推進委員会を設置し、統括を
行っています。

■ 内部通報制度
　従業員の声をコンプライアンスの実践に反映させる体
制として、内部通報窓口「あすかコンプライアンス相談窓
口」（2021年4月の HD 設立に伴い、名称を「あすか製薬
ホールディングスコンプライアンス相談窓口」に変更）を
整備し、教育研修などを通じてその存在を周知しています。
また、窓口を社内外に設けているとともに、匿名での相
談も受け付けており、いずれの事案にも適切に対処して
います。

■  業界関連規範（透明性ガイドライン・販売情報提供活動
ガイドラインなど）における当社グループの取り組み

　あすか製薬の医療用医薬品に関する企業活動は、公
的医療保険制度下で行われていることを認識し、医療関
係者・医療機関・患者団体などへの資金提供について透
明性を確保することで、社会に対する説明責任を果たし
ています。引き続き2021年度も「企業活動と医療機関
等の関係の透明性に関する指針」「企業活動と患者団体
の関係の透明性に関する指針」に基づき、2020年度分
の医療関係者・医療機関・患者団体などへの資金提供に
関する情報を公開します。
　また、2019年4月より運用が始まった「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」（以下、本ガ
イドライン）は、不適切なプロモーション活動（他社の誹

■ 情報開示方針
　当社グループは、株主・投資家、患者さんやそのご家族、
医療関係者、地域社会、提携先および従業員などすべて
のステークホルダーの皆さまと相互理解を深め、広く社
会から信頼されることを目指し、透明性・公平性・継続
性を基本としたコーポレート・コミュニケーション活動を
行っています。
　金融商品取引法および東京証券取引所の定める適時
開示規則に則った情報開示および、経営戦略・業績・
財務状況・資本政策をはじめとした、当社グループをご
理解いただくために有効と思われる情報についても積

極的な情報開示を行っています。また、アナリスト・機関
投資家向けとして第２四半期、第４四半期の決算発表後
に説明会を開催することに加え、株主・機関投資家・個
人投資家との建設的な対話を促進するため、担当取締
役が対話全般について統括し対話手段の充実に努めて
います。
　なお情報開示にあたっては、その公平性を確保するた
め、決算日の翌営業日から決算発表日を沈黙期間として
決算・業績見通しに関するコメントや対応は差し控える
とともに、不正な情報漏洩などの防止に努め、インサイ
ダー情報を適切に管理しています。

●  あすか製薬ホールディングス 
コンプライアンス相談窓口の仕組み

グループ・コンプライアンス
統括責任者

代表取締役
または役付取締役

グループ・コンプライアンス
推進責任者

取締役（執行役員）のうち
各社内で選任し統括責任者

に届け出た者

グループ・コンプライアンス推進委員会
（委員長＝統括責任者）

相談者

謗中傷や有効性・安全性の強調など）の防止による医療
用医薬品の適正使用推進を目的に制定されたものであ
り、必要な社内体制の構築や従業員への教育は経営陣
の責務とされています。2020年度においても、新設した
販売情報提供活動監督部門でMRなどのプロモーション
活動をチェックし、本ガイドライン違反ととられかねない
言動があった場合、当事者はもとより、プロモーション
部門にも情報を共有し注意喚起・未然防止を図ったほか、
MR などへの教育研修において、本ガイドラインなど業
界関連規範の遵守につき、注意喚起を継続的に実施して
います。
　今後も、生命関連企業として、より一層の倫理性と透明
性・信頼性の向上に努めるべく、医療機関ならびに医療
関係者の方々のご理解を深める活動を展開していきます。

コンプライアンス  

役員報酬  

株主総会 6月25日 開催

決算説明会 11月18日、5月19日
（いずれもオンライン開催）

機関投資家・アナリストとの 
面談件数（IR面談件数） 56件

の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、
株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的と
し、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。

・ 本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報
酬債権の総額は、金銭報酬とは別枠で年額100百万
円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を
含みません）とします。

・ 各対象取締役への具体的な支給時期および配分に
ついては、取締役会において決定とします。

・ 本制度により、当社が新たに発行または処分する普通
株式の総数は、年100,000株以内とし、その1株当た
りの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日にお
ける東京証券取引所市場第一部における当社グループ
の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、
それに先立つ直近取引日の終値）とします。

● グループ・コンプライアンス推進体制

グループ法務・コンプライアンス部
グループ・コンプライアンス事務局弁護士

社外窓口 社内窓口

■ 基本方針
　当社グループの事業活動に影響を及ぼすリスクに対
応するため、グループ経営危機管理規程を制定し、特性・
リスクごとに分類したリスクマネジメント体制を推進して
います。各部門において手順書の整備、運用を行い、年
度ごとにリスクアセスメントおよびその結果を踏まえた
対策の策定・実施・評価により、課題解決に向けて計画
的に取り組んでいます。

■  事業継続計画（BCP）について
　医薬品などの安定供給を図るため、大規模な地震、津
波などの自然災害を想定した BCP を策定し、早期に事
業活動の復旧を可能にする体制整備に努めています。ま
た、新型コロナウイルス感染症に対しては、対策本部を
設置し、事業活動への影響を最小限にとどめるべく、予
防対策ガイドラインによる在宅勤務の推進などの取り組
みを実施しました。今後も、予想されるリスクへの備えを
充実させ、従業員への啓発活動を行うとともに、危機管
理体制のさらなる充実を図ります。

リスクマネジメント  

株主・投資家の皆さまとのコミュニケーション、情報開示  

決算説明会の様子（2021年5月）

● 2020年度実績
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