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役員一覧（2020年6月23日現在）

取締役 取締役会出席回数

1966年 3月 ㈱大粧（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

1990年12月 当社取締役営業本部第一営業部長

1995年10月 当社常務取締役営業本部長

1996年12月 当社代表取締役副社長営業本部長

1998年12月 当社代表取締役社長

2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス

（現㈱メディパルホールディングス）

代表取締役副社長

2008年 6月 同社取締役会長

2009年 6月 同社取締役相談役

2010年 6月 当社代表取締役会長最高経営責任者

2012年 6月 当社代表取締役会長兼ＣＥＯ（現任）
代表取締役会長
兼ＣＥＯ

三木田 國夫

当社の営業部門で要職を歴任し、1990年に取締役に就任後、1998年から
2010年まで代表取締役社長、2010年から代表取締役会長を務めており、経営
者としての豊富な経験と幅広い見識、強いリーダーシップを有しています。こ
の豊富な経験及び実績を活かして、経営全般の監督機能及び意思決定機能に
おいて十分な役割を果たすことができると判断しました。

選任理由

1985年 4月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2011年 6月 当社執行役員横浜支社長

2013年 4月 当社常務執行役員横浜支社長

2014年 6月 当社取締役常務執行役員横浜支社長

2016年 6月 当社常務執行役員営業本部長

2017年 6月 当社取締役専務執行役員営業本部長

2018年 4月 当社取締役副社長執行役員営業統括本部長

2018年12月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長

2019年 4月 当社代表取締役社長兼ＣＯＯ（現任）

2019年 6月 (株)ﾒﾃﾞｨﾊﾟﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

㈱メディパルホールディングス取締役

代表取締役社長
兼ＣＯＯ

糟谷 誠一

当社の営業部門で要職を歴任し、2017年に取締役に就任後、現在は代表取
締役社長として経営全般の強化に努めており、経営者としての豊富な経験と
幅広い見識を有しています。この豊富な経験及び実績を活かして、経営全般
の監督機能及び意思決定機能において十分な役割を果たすことができると
判断しました。

選任理由

1990年 4月 東洋信託銀行(株)

(現 三菱ＵＦＪ信託銀行(株))入社

2005年 4月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2013年 4月 当社執行役員経営企画本部副本部長

2014年 4月 当社執行役員経営企画室長

2018年 4月 当社常務執行役員経営企画室長

2020年 6月 当社取締役常務執行役員経営企画室長

（現任）

取締役常務執行役員
経営企画室長

嶋田 政治

金融・信託業界で培った専門知識を活かして当社の経営企画部門で要職を
歴任し、現在は常務執行役員経営企画室長として経営企画・ＩＲ部門の強化に
努めており、豊富な経験と幅広い見識を有しています。この豊富な経験及び
実績を活かして、経営全般の監督機能及び意思決定機能において十分な役割
を果たすことができると判断しました。

選任理由

1968年 4月 トヨタ自動車販売(株)

(現 トヨタ自動車(株))入社

1996年 6月 同社第５車両部長

1999年 6月 大阪トヨペット(株)常務取締役

2004年 6月 トヨタファイナンス(株)代表取締役副社長

2006年 6月 トヨタ東京カローラ(株)代表取締役社長

2011年 6月 当社社外取締役（現任）

社外取締役

余郷 勝利

日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い
見識を有しており、2011年から当社の社外取締役を務めています。独立した立
場から、この豊富な経験及び実績を活かして、当社の業務執行の監督や意思
決定に参画いただけるものと判断しました。

選任理由

1985年 4月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2012年 6月 当社執行役員近畿支社長

2013年 4月 当社常務執行役員近畿支社長

2014年 6月 当社取締役常務執行役員近畿支社長

2016年 6月 当社常務執行役員名古屋支社長

2018年 4月 当社専務執行役員西日本営業本部長

兼商品本部長

2018年 6月 当社取締役専務執行役員西日本営業本部長

兼商品本部長

2019年 7月 当社取締役専務執行役員北海道支社長

2020年 1月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長

（現任）
取締役専務執行役員
営業統括本部長

野間 正裕

当社の営業部門で要職を歴任し、2018年に取締役に就任後、現在は取締役
専務執行役員営業統括本部長として営業部門の強化に努めており、経営者と
しての豊富な経験と幅広い見識を有しています。この豊富な経験及び実績を
活かして、経営全般の監督機能及び意思決定機能において十分な役割を果た
すことができると判断しました。

選任理由

1981年 8月 ㈱パルタック（現 ㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2012年 6月 当社執行役員財務本部副本部長

2016年 6月 当社常務執行役員財務本部副本部長

2018年 4月 当社常務執行役員財務本部長

2019年 6月 当社取締役専務執行役員財務本部長

2020年 4月 当社取締役専務執行役員管理担当

（現任）

取締役専務執行役員
管理担当

森谷 晃佳

当社の財務部門で要職を歴任し、2019年に取締役に就任後、現在は取締役
専務執行役員管理担当として管理部門全般の強化に努めており、豊富な経験
と幅広い見識を有しています。この豊富な経験及び実績を活かして、経営全
般の監督機能及び意思決定機能において十分な役割を果たすことができる
と判断しました。

選任理由

2001年10月 弁護士登録

2001年10月 北浜法律事務所入所

(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)

2013年 1月 同事務所パートナー（現任）

2017年 6月 当社社外取締役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

北浜法律事務所・外国法共同事業パートナー

社外取締役

大石 歌織

弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも
精通しており、2017年から当社の社外取締役を務めています。過去に社外取
締役になること以外の方法により会社経営に関与したことはありませんが、
独立した立場に加え女性の目線から当社の業務執行の監督や意思決定に参
画いただけるものと判断しました。

選任理由

1970年 4月 灘神戸生活協同組合

（現 生活協同組合コープこうべ）入組

1995年 6月 生活協同組合コープこうべ常任理事

2004年 6月 生活協同組合コープこうべ組合長理事

2011年 6月 日本生活協同組合連合会会長

〈2017年6月退任〉

2020年 6月 当社社外取締役〈現任〉

社外取締役

浅田 克己

生活協同組合に入組後、2011年から2017年まで全国の消費者組合組織の会
長を務めるなど、生活者目線での組織運営で培った豊富な経験と幅広い見識
を有しています。この豊富な経験と幅広い実績に加えてＥＳＧ領域における長
期的な視野も踏まえ、独立した立場から当社の業務執行の監督や意思決定に
参画いただけるものと判断しました。

選任理由

19回／19回 19回／19回 ＜新 任＞ 19回／19回

19回／19回 15回／15回 19回／19回
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役員一覧（2020年6月23日現在）

監査役 執行役員

1982年 4月 小林製薬(株)入社

2001年 4月 (株)コバショウ

（現 (株)ＰＡＬＴＡＣ）入社

2003年10月 (株)青瑛（現 (株)ＰＡＬＴＡＣ）

代表取締役社長

2006年 6月 (株)コバショウ執行役員

2008年 1月 同社取締役

2008年 4月 当社常務執行役員四国支社長

2009年10月 当社常務執行役員経営企画本部長

2010年10月 当社常務執行役員商品本部長

2012年 6月 当社常勤監査役（現任）
常勤監査役

金岡 幸宏

当社の営業部門及び管理部門で要職を務めるなど豊富な経験と実績を有し
ており、2012年に常勤監査役に就任後、当社経営の適法性・妥当性の確保及び
向上に重要な役割を果たしています。この豊富な経験を当社の監査体制の強
化に活かすことができると判断しました。

選任理由

1966年 4月 野村證券(株)入社

1972年 3月 同社海外投資顧問室

1973年 6月 ﾊﾞﾝｺｯｸﾉﾑﾗｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ常務取締役

1986年11月 野村国際(香港)有限公司代表取締役社長

1990年 6月 野村證券(株)取締役

1994年 6月 野村ファイナンス(株)常務取締役

1999年 5月 (株)ユニマットライフ代表取締役社長

2005年 4月 (株)ユニマットリバティー代表取締役社長

2008年 7月 同社取締役相談役

2011年 1月 当社顧問

2011年 6月 当社社外監査役（現任）
社外監査役

鈴木 秀夫

金融関連企業を中心とした数々の企業で代表取締役社長を務めるなど、経
営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しています。2011年に社外監査役
に就任後、当社経営の適法性・妥当性の確保及び向上に重要な役割を果たして
います。独立した立場から、この豊富な経験及び実績を当社の監査体制の強化
に活かしていただけるものと判断しました。

選任理由

2002年10月 中央青山監査法人

（みすず監査法人に改称）入所

2007年 1月 公認会計士登録

2007年 8月 監査法人トーマツ

（現 有限責任監査法人トーマツ）入所

2017年 4月 原公認会計士事務所開設 同代表（現任）

2019年 6月 当社社外監査役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

原公認会計士事務所代表

日本公認会計士協会近畿会幹事

ダイバーシティ推進委員会委員長社外監査役

原 繭子

公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有
しています。過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に関与し
たことはありませんが、大手監査法人等での豊富な経験と専門知識を、独立した
立場に加え女性の目線から、当社の監査体制の強化に活かしていただけるもの
と判断しました。

選任理由

1985年 4月 日本生命保険相互会社入社

2011年 4月 当社情報システム本部長

2012年 6月 当社執行役員情報システム本部長

2013年 4月 当社常務執行役員情報システム本部長

2019年 1月 当社常務執行役員情報システム本部管掌

2019年 6月 当社常勤監査役（現任）

常勤監査役

新谷 尚志

大手保険会社及び当社において情報システム部門で要職を務めるなど豊富
な経験と実績を有しています。この豊富な経験及び実績を当社の監査体制の
強化に活かすことができると判断しました。

選任理由

2004年10月 弁護士登録

2004年10月 菊池綜合法律事務所入所

2005年12月 小寺一矢法律事務所入所（現任）

2012年 6月 当社社外監査役（現任）

〔重要な兼職の状況〕

小寺一矢法律事務所弁護士

社外監査役

小寺 陽平

弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、2012年に社外監査役
に就任後、当社経営のコンプライアンス体制の構築・維持について重要な役割
を果たしています。過去に社外監査役になること以外の方法により会社経営に
関与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識と経験を当社
の監査体制強化に活かしていただけると判断しました。

選任理由

伊東 宏武

ＭＫ担当

専務執行役員

伊東 章文

ＭＫ事業本部長 兼 東京支社 ＭＫ事業部長

久留宮 伸道

ＣＳＲ推進本部長

五味 威夫

ＬＣ事業本部長

吉田 拓也

商品本部長 兼 海外事業本部長

平田 雅史

東京支社長

村井 浩

ＳＣＭ本部長
兼 ㈱ﾊﾊﾞｸﾘｴｰｼｮﾝ 代表取締役社長

関 光彦

店舗支援本部長

前田 政士

情報システム本部長

山田 恭嵩

営業本部長

藤原 昭彦

総務本部長

芦原 英生

名古屋支社長

村尾 直人

営業本部 副本部長

西馬 康仁

九州支社長

秋山 哲

横浜支社長

田代 雅彦

監査部長

磯部 良平

東京支社・ＬＣ事業本部 管理統括部長

中曽根 義裕

東京支社 副支社長

常務執行役員

中村 克己

財務本部 副本部長

吉田 幸代

ＬＣ事業本部 副本部長

小西 誠

近畿支社長

執行役員

稲葉 英樹

東北支社長

三木田 雅和

研究開発本部長

吉田 浩二

海外事業本部 副本部長

澤田 直樹

北海道支社長

野瀬 賢二

物流本部長

取締役会出席回数

19回／19回 1５回／15回

19回／19回 19回／19回

1５回／１５回
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監査役会出席回数

15回／15回

1４回／15回

1１回／1１回

1１回／1１回

15回／15回
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当社は、「美と健康」に関連する生活必需品を取り扱う中間流通業者であり、自社の生産性向上はもとより、サ

プライチェーン全体の最適化・効率化をステークホルダーとともに推進することで、社会的役割を果たしていきま

す。また、経営の透明性と健全性を確保できるガバナンス体制の構築並びに適切な情報開示と株主様との対話

を通じて、持続的成長を重視した取組みを行っていきます。

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス

取締役会

取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役３名

の計８名で構成しています。監査役出席のもと、原

則毎月１回以上開催し、経営方針や法令で定められ

た事項、またその他経営に関する重要事項を検討及

び決定するとともに、業務執行状況の監督機関とし

て位置付けています。

37.5％
[ 3 名 / 8 名 ]

社外取締役比率

指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として

委員長である代表取締役社長の糟谷誠一をはじめ

社外取締役の余郷勝利、社外監査役の小寺陽平の３

名で構成しています。

役割としては、社外役員の適切な関与を得ること

で役員等の指名・報酬等に関する手続の公正性・公

平性及び客観性を高めガバナンスの強化・充実を図

ることを目的としています。

12.5％
[ 1 名 / 8 名 ]

女性取締役比率

監査役会

監査役会は、社内監査役２名及び社外監査役3名

の計5名で構成し、取締役の職務執行状況を監査し

ています。監査役は取締役会に出席し、経営全般に

対する監視機能を発揮するとともに、法令・定款違

反、競業取引や利益相反取引等の事実の有無につ

いての監査を実施しています。また、監査役は監査

部及び会計監査人と適宜に情報交換を行い、監査

の実効性を高めています。

60.0％
[ 3 名 / 5 名 ]

社外監査役比率

20.0％
[ 1 名 / 5 名 ]

女性監査役比率

指名・報酬委員会の構成メンバー

委員長

代表取締役社長 糟谷 誠一

社外取締役 余郷 勝利

社外監査役 小寺 陽平

株主総会

取締役会

（取締役 ８名）

監査役会

（監査役 ５名）

指名・報酬委員会

（構成員 ３名）

担当取締役

本部長

各部門
内部監査部門

（監査部）
会計監査人
（監査法人）

うち社外３名

（委員長）

社内役員 社外役員

代表取締役社長 ＣＳＲ委員会

選任・解任提案・報告

諮問・
答申

提案・
報告

選定・監督

監督・指示

監督・指示

監督・指示

提案・報告

提案・報告

提案・報告

提案・
改善命令

報告
連携

会計監査

業務監査・
会計監査

出席・意見陳述

選任・解任

コーポレート・ガバナンス体制図
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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 その他 ※

取締役
(社外取締役除く)

４３２ ３３０ ９０ １１ １０

監査役
(社外監査役除く)

５０ ４３ ７ － ３

社外役員 ８２ ８２ － － ７

(２０２０年３月期)

当社は、役員の報酬等の額又は算定方法の決定に

関する方針については、経営戦略の達成に向けて、

優秀な人材を引き付けるに足りうるインセンティブ

とするとともに、経営環境の変化や外部の客観的な

データ等考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給

与とのバランスを勘案した水準としています。取締

役の報酬等の内訳につきましては、固定報酬、単年

度の業績に連動する賞与及び非金銭報酬で構成さ

れており、中長期業績に連動する報酬は設定してい

ません。固定報酬の金額については、役位・職責など

を基に決定しています。賞与については、年間の総

報酬の概ね20％～30％を目途に役位が上位の取

締役ほどその占める割合が多くなるようにしていま

す。また、賞与の変動について具体的な指標は設定

していませんが、企業運営上の重要指標と考えてい

る営業利益、経常利益及び販管費率等の公表した計

画との比較並びに前期実績との比較などに加え、担

当業務における成果及び企業価値向上に向けた貢

献などを総合的に検討し決定しています。

非金銭報酬については、過去の合併等により全国

にまたがる優秀な人材を適材適所に配置するため

に、規則に基づく社宅提供等を実施しています。

役員報酬

また、取締役の報酬等の決定プロセスを明確化す

ることを目的に、2019年１月21日に構成員の過半

を社外役員とする取締役会の諮問委員会として、指

名・報酬委員会を設置しています。固定報酬及び賞

与の決定については、取締役会の決議に先立ち指

名・報酬委員会において審議したうえで、決定権限

を有する取締役会に上程し決議を行っています。

なお、当社は中長期業績に連動する役員報酬等は

設定していませんが、固定報酬の中から、役位毎に

定めた一定金額以上を毎月拠出し、持株会を通じて

当社株式を購入しています。この株式購入は、株主

目線での経営や持続的成長に資するものと判断し

ています。

社外取締役には、議案の事前説明を実施する体制

を整備しています。また、非常勤の社外監査役には、

取締役会に先立ち監査役会を開催し、常勤監査役

から取締役会議案の事前説明及び検討を実施し、

取締役会における社外監査役としての監査機能が

十分に発揮できるよう対応しています。

社外取締役／監査役のサポート体制

当社は、持続的成長に向けて、取引先との長期的・

安定的な関係の構築・強化による取引深耕・拡大を

目的として政策保有株式を保有しています。政策保

有株式については、中長期的視点を用いつつ当社成

長に資するかどうかを判断基準として、縮減してい

く方針です。この方針に沿って毎年１回取締役会に

おいて判断を行っています。具体的には、次の要件

を基に個別銘柄ごとに検証しています。

政策保有株式の考え方

・保有目的が適切かどうか

・当社資本コストやリスクを上回る

利益（取引による利益額と配当による

利益額の合計額）や便益が得られている

又は得られる見込みがあるか

保有株式の評価基準

当社は、監査役会設置会社として、取締役と監査

役が原則毎月開催する取締役会において、適時・適

切に審議を行うとともに、社外取締役・社外監査役

を含め円滑かつ活発な議論を行い、十分な検討を

行うため、必要に応じて事前に内容を説明していま

す。また、取締役会の実効性について、取締役・監査

役が相互にフィードバックするなど、密なコミュニ

ケーションを図っています。

取締役会の実効性に関する評価

役員報酬イメージ

固定報酬

70％～80％

業績連動報酬

20％～30％

固定報酬の中から一定金額以上を毎月拠出

し、持株会を通じて当社株式を購入

株式会社メディパルホールディングスは、当社議

決権の過半を有する親会社です。当社は「化粧品・

日用品、一般用医薬品卸売事業」、親会社グループ

は「医療用医薬品等卸売事業」をそれぞれ主たる事

業としており、取扱商品や流通形態等が大きく異な

ることから、現状は、当社の事業と親会社グループ

の事業との間に競合関係はなく、当社の自由な営

業活動や経営判断に影響を与えるものはありませ

ん。また、当社の事業戦略、人事政策等につきまし

ては、全て当社が独立して主体的に検討のうえ、

決定しています。

グループガバナンス

親会社グループとの人的関係につきましては、当

社役員について親会社グループからの受け入れは

ありませんが、適切なグループガバナンス維持のた

め、当社の取締役１名が親会社の取締役を兼務して

います。なお、親会社である㈱メディパルホール

ディングスにおいても、当社の独立性確保は重要で

あるとの認識です。※

以上により、親会社グループからの一定の独立性

は確保されているものと認識しています。
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※ 同社のコーポレート・ガバナンス報告書「Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 ５.その他

コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情」に詳細が掲載されています。（https://www.medipal.co.jp/company/governance/）

※ 「その他」の内容は、社宅提供等の非金銭報酬として支給しています。

https://www.medipal.co.jp/company/governance/
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社会に真に必要とされる

企業であり続けるために
余郷 勝利

社外取締役

ダイバーシティにより実現する

新たな価値創造 大石 歌織

社外取締役

ＥＳＧ・SDGsの視点を持ち

社会とともに成長を
鈴木 秀夫

社外監査役

社外役員メッセージ

当社は、機関投資家・アナリストをはじめとするス

テークホルダーとの建設的な対話によって持続的な

成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、積極

的なＩＲ活動を行っています。また、ウェブサイトによ

る企業情報の発信や決算説明会、個人投資家説明

会などを通じて当社の方針や戦略をお伝えすると

ともに、双方向のコミュニケ－ションを通して企業

価値の向上に努めていきます。

株主・投資家との対話

実施イベント
（２０２０年３月期）

実施回数

機関投資家・アナリスト向け
決算説明会

２回

証券会社主催
カンファレンス

３回

個別ミーティング １７５回

個人投資家向け
会社説明会

５回

ＰＡＬＴＡＣは、“本業でのもうけを本業に投資する”

というスタンスで先行投資を20年以上にわたり継

続しています。この過程で得たノウハウを活かした

改善活動などさまざまな取組みを積み重ね、流通を

担う企業として着実に社会に根差していると感じて

います。この度の新型コロナウイルス感染症の拡大

に際し、当社が社会にとって真に必要な企業である

という認識をさらに強めることとなりました。どの

ような環境下にあっても、人々の生活に必要な商品

を供給しつづける事業活動とそれを支える事業基

盤の強化は、ＳＤＧｓの“持続可能な社会の構築”へ

の貢献に他なりません。

同時に、当社はこれからもその役割をさらに拡大

していけると見ています。その最たる理由は、人財

と企業文化です。社員一人ひとりが“ＰＡＬＴＡＣ

ＭＩＮＤ”をベースに自分に何ができるのかを考え、

それを“やりきる”という強い意志を持っていること

を、各拠点訪問により社員と交流を重ねるたびに強

く感じています。これは、多様な環境の変化に対応

するためにも大変重要な要素であり、なかなか真似

ができない強みです。長い歴史の中で形成された土

台の上で、現経営陣が明確なビジョンを示し、リー

ダーシップをしっかりと発揮することで、皆が同じ

価値観を共有できている証左であると言えるでしょ

う。私は指名・報酬委員会のメンバーとして経営者

の後継育成プロセスにも関わっていますが、経営者

に求められるさまざまな素養の中でも、当社の強み

であるこの企業風土を維持し、昇華させることがで

きるような人財を公平な立場から見極めていきた

いと考えています。

社会の環境が日々目まぐるしく変化する中で、企

業におけるリーガルリスクも複雑化・多様化してい

ます。特に、世界的な広がりを見せている新型コロ

ナウイルス感染症に関連して、世の中の考え方や

ルールが大きく変わる可能性があり、企業のリスク

マネジメントにおいても変化への対応が求められま

す。ルールが変わる状況には、リスクとともに、その

捉え方や視点を変えることで新たなビジネスにつな

がるチャンスが潜んでいます。そして、チャンスを掴

むためには、リスクをすべて排除するのではなく、適

切なコントロールの下でリスクを最小化する方法が

ないかを判断していく必要があり、それを可能にす

るのは多様かつ柔軟な発想と法的思考力の一体化

ではないかと考えています。

ＰＡＬＴＡＣの取締役会は、取締役の職務執行状況

を監査する監査役を交えて、事業に精通した社内役

員の方、他業種での豊富な経営経験をお持ちの方、

そして会計・法務分野の専門家といった多様なバッ

クグラウンドを有する役員により構成されており、社

内外の分け隔てなく活発な議論が行われています。

その中において弁護士としての目線、女性としての

目線を活かして、ダイバーシティが生み出す当社の

新たな価値創造に貢献していくことが私の役割であ

り責任であると考え経営に携わっています。

ＰＡＬＴＡＣは「誠実と信用」という精神のもと120

年もの長い歴史の中で培ってきた、ステークホル

ダーからの“信頼”という大きな強みを持っている

と感じています。築城十年落城一日とも言われると

おり、世間を見ると、不祥事などによる信頼喪失に

よる企業価値の棄損や事業存続の危機にさらされ

る事例も珍しくはありません。私たち社外役員には、

このような企業価値の棄損を未然に防ぐ実効性の

高いコーポレート・ガバナンスを実現し、持続的な企

業価値の向上を支える基盤づくりに貢献するとい

う責務があります。

当社においては、ガバナンスの実効性を確保する

ために社外役員の積極登用や指名・報酬委員会の

設置などの取組みを進めるとともに、十分な情報

提供をはじめ私たちの職務遂行をサポートする体制

が構築されており、自由闊達な雰囲気の中で行われ

る建設的な議論を通じて一定の実効性が担保され

ていると考えています。

近年、持続的成長の前提となるＥＳＧ面の取組みや、

事業を通じたＳＤＧｓへの貢献について、ステークホ

ルダーの関心はさらに高まりを見せています。この

動きは“三方よし”の考え方に基づく流通の最適化を

通じて社会課題の解決と利益成長を両立して行こう

とする当社の考え方としっかりとフィットしていると

見ています。現状に満足せずガバナンスの実効性を

さらに高めることで、企業価値の向上を支えていけ

るよう、より一層励んでまいります。
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ＣＳＲマネジメント

当社の使命は、いついかなる時でも生活必需品を確実にお届けすることです。この使命を永続的に果たしてい

くために、持続可能性などの観点からコンプライアンス、品質管理、災害対策、情報管理、人権尊重、環境保全の６

つのカテゴリーを設け、徹底したリスク管理による盤石な企業体制のもと、社会とともに歩む企業としてマテリア

リティの解決に取組んでいます。

基本的な考え方

ステークホルダーの皆様から信頼され永続的に発

展する企業であるために、一人ひとりが、法令の遵

守はもちろんのこと、社会におけるルールやマナー

を守り、高い倫理観を持って行動することが重要で

あると考えています。そのため、当社では一人ひと

りがコンプライアンスの重要性について理解を深め

られるよう啓発活動や社員教育を継続して行ってい

ます。

コンプライアンス

・メディパルグループ共通の「ＣＳＲ研修」

教材を使用した定期的なオンライン研修

・コンプライアンス上の問題事例を紹介した

「ＣＳＲ通信」を社内ネット掲示板に掲載

・集合研修

新入社員研修におけるコンプライアンス教育

インサイダー取引防止に関する教育

飲酒運転撲滅のための教育

個人情報保護に関する教育

コンプライアンス意識向上の取組み

会社内部の問題をより早く発見し、解決するため、「公益通報ホットライン」を設置しています。通報の受

付窓口は社内に１つ、社外に２つ設け、より相談しやすい環境を整えています。また、「公益通報ホットライ

ン」の他に、従業員の抱える悩みや不安などを相談できる窓口も社外に設けており、さまざまな問題の解

決に向けた体制を整えています。

様々な相談窓口の設置

社 会 環 境

経 済

コンプライアンス

品質管理

災害対策

情報管理

人権尊重

環境保全

株主・投資家

お取引先様

従業員

地域の方々

行政
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窓口は社内と社外（弁護士・企業）があり、

通報者が自由に選択できます

公益通報ホットラインの対応イメージ
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ＣＳＲマネジメント

当社は、化粧品、日用品、一般用医薬品など、数多くの商品を取り扱っています。医薬品をはじめとした「生命関

連商品」については「品質、有効性、安全性」を確保する薬事管理を行い、安心してご使用いただける商品をお届

けすることが社会的使命です。そのためにメーカー様から小売業様のお手元に届くまで、品質管理の徹底に努め

ています。

品質管理

※ JGSP（Japanese Good Supplying 

Practice)： JGSP（一般薬版）は一般用医薬品の

供給と品質管理に関する実践規範。薬事関連法規

をもとに日本医薬品卸業連合会が策定した医薬品

卸売業界の自主規範です。

当社が取り扱う商材は、いずれも人々の健やかな暮らしに欠かすことのできないものです。これらの商品を安

定的に供給することが当社の社会的使命であると考えています。この使命のもと、たとえ大規模災害や疫病によ

るパンデミックが起きたとしても、商品の安定供給に支障をきたさないよう、当社では事業継続計画（BCP）

を策定し、社会インフラ企業としての役割を果たしていきます。

災害対策

当社では、取り扱っている医薬品、医薬部外品、健

康食品などの使用期限や賞味期限がある商品につ

いては、基本的に入荷時に期限の確認を行い、デー

タとして登録し、システムによる日付管理を行って

います。

商品出荷は原則先入先出で行い、社内で定めた出

荷期限（自主設定日数）が迫っているものをコン

ピュータで日々確認し、出荷期限が迫っている商品

については出荷商品から除外する処理を行い、小売

業様に安心して販売していただけるように日付・品

質管理を行っています。

日付管理

一般用医薬品の保管及び流通上の品質管理につ

いては、JGSP（一般薬版）※を基本として行ってい

ます。物流関連業務や管理薬剤師業務などの各種マ

ニュアルを作成し、それに基づいた適切な保管体制

や流通体制の構築に注力しています。

JGSPを基にした品質管理

医薬品や医療機器における情報の収集と提供を

適切に行うための知識と資質を養うため、営業担当

者や薬剤師を対象とした研修を継続的に行ってい

ます。営業担当者に向けては、医薬品の有効性のみ

ならず、それらを理解するための病態生理、医薬品

医療機器等法をはじめとする各種関連法規などに

ついて、支社薬剤師を通じた研修及び教育を行うと

ともに、オンライン研修によって個人で学習でき

る環境を構築しています。

また、薬剤師に向けては、専門的かつ学術的資料

による啓発及び情報共有を目的とした研修を実施

しています。

薬事継続研修

あらかじめ被害想定、事前対策、災害時の業務、非

常時の組織体制などについて、具体的内容を示した

マニュアルを作成し、全従業員に周知徹底しています。

災害対策マニュアルの整備

震度６弱以上の地震発生の場合には、直ちに災害

状況を把握し必要に応じて、「災害対策本部」を原則

として、本社に設置します。

2011年３月11日の東日本大震災発生時にも、地

震発生直後に災害対策本部を立ち上げ、被災地域

の従業員及びその家族の安否、被災状況の確認を

速やかに行うとともに、事業継続に向けたさまざ

まな対応を本部が中心となり推進しました。

災害発生時の組織体制の構築

当社は、お取引先様の個人情報をはじめ、さまざまな情報を保有しています。これらの情報を管理し保全するた

めに、ウイルス対策、不正アクセス対策、モバイルパソコンのデータ暗号化など、情報の保全及び漏洩についての

セキュリティ対策を実施しています。また、「情報管理規則」の制定や従業員に対する情報セキュリティ教育を実施

し、情報管理の徹底を図っています。

情報管理

情報管理の基準として「情報セキュリティ・ポリ

シー」及び「情報管理規則」 を制定しています。また、

情報管理の徹底のために、情報管理最高責任者を

頂点に、各部署には管理者、担当者を置く社内体制

を構築しています。情報管理は情報を取り扱う社員

一人ひとりの意識が最も重要であると考えています。

情報セキュリティ・ポリシーの制定

情報管理は情報を取り扱う社員一人ひとりの意識

が最も重要であると考えています。そのため、メ

ディパルグループ共通の「情報セキュリティ講座」教

材を使用したオンライン研修を定期的に実施し、情

報取り扱いの注意点を全員で唱和する「情報管理の

誓い」の定期的な実施及び社内ネットワークでの情

報管理の啓発を行っています。

情報セキュリティ教育の実施
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（薬事継続研修テキスト）

自然災害リスクを想定した物流設備の設置などの

取組みについては「価値創造03（P38）」をご参照く

ださい。
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当社の事業活動を支える人材は重要な財産であり、持続的な企業価値向上の原動力であるという考えのもと、

従業員一人ひとりの成長ステージに沿った人材教育や、身心ともに健康で安心して働ける職場環境づくり、そし

て、多様な人財が有するそれぞれの能力を十分に発揮できる環境づくりに取組んでいます。

人権尊重

当社では、会社が永続的にお取引先様の繁栄と、人々の豊かで快適な生活の実現に貢献できるよう、重要な経

営資源である人財に対して、長期的な成長を支援するというスタンスのもと、それぞれのステージに応じたさま

ざまな研修を用意しています。また、個人のニーズに応じて受講できる通信教育や専門性を高める各本部

主催での研修も実施し、よりプロフェッショナルな人材に成長していけるよう支援しています。

人材教育

多様な人財が活躍できる環境づくり

人生100年時代が到来し、仕事と生活とのかかわ

り方が変化・多様化してきているなか、年金支給年

齢の引き上げなど高齢者の就労促進が重要な社会

的課題の一つと捉え、当社社員の定年年齢を

2019年4月1日をもって60歳から65歳に引き上

げる人事制度変更を実施しました。65歳まで安心

して働ける職場環境を整えることにより、シニア人

材が意欲的に活躍することで、その有する豊富な経

験と高いスキルを業務に活かしてもらえると考えて

います。2014年に制定したシルバー人材雇用制度

を活用すれば最大70歳まで活躍してもらえる環境

を整備しています。

また、従業員一人ひとりが働きがいと意欲をもっ

て業務に取組むこと、そしてそれによって生産性を

高め相互に成長していくことを目指し、さまざまな

環境整備を行っています。仕事と家庭の両立を支援

するため、短時間勤務・時差出勤や時間外勤務の免

除などの「育児・介護支援制度」を設けています。

今後においても、若年層・シニア層にかかわらず、

多様な人財が活躍できる企業基盤を構築していき

ます。

基盤形成研修 選抜研修 共通・専門研修 学習支援

シ
ニ
ア
層

ミ
ド
ル
層

ジ
ュ
ニ
ア
層

キャリアマネジメント研修

2年目フォロー研修

新入社員研修

新任係長研修

新任課長研修

PALTACジュニアスクール

エグゼクティブ研修
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評価者研修

ロジカルシンキング研修

・６５歳定年制（６０歳から定年年齢を引き上げ）

・シルバー人材雇用制度（７０歳まで活躍可能）

・育児両立支援制度

産前産後休暇、育児休業、育児期間中の

短時間勤務や時間外勤務等の免除

→ 短時間勤務等の勤務時間措置は法律で

義務とされている期間を大きく上回って

小学６年生まで利用可能

・介護両立支援制度

介護に携わる従業員の介護休業、介護に伴う

短時間勤務や時間外勤務等の免除

→ 短時間勤務等の勤務時間措置は法律で

義務とされている期間を大きく上回って

初回利用開始日から３年（または要介護

状態が終了するまで）の間で回数を

問わず利用可能

各種制度

安心して働ける環境づくり

基本的人権を尊重し、一人ひとりがいきいきと働

くことができる組織を築いていくために、職場にお

けるセクシュアル・ハラスメントやパワーハラスメン

ト防止規則の整備、研修・教育の徹底に加えて、通報

窓口も設置しています。コンプライアンス違反やハラ

スメントなどの疑義が発生した場合に備えて、関係

者の意見聴取や審議を行うための審査会も設置し

ています。

また、自分のライフスタイルや価値観を大切にしな

がら働くことができる職場環境を築くとともに、心

※ EAP（Employee Assistance Program

従業員援助プログラム）ホットライン：

仕事上あるいは個人における悩みや不安を

専門のカウンセラーに幅広く相談できる窓口です。

身ともに健康で豊かな生活を送るために定期的な

健康診断の実施や身体の健康だけでなく、社員の心

の健康を守るために、EAPホットライン※を設置し

ています。
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当社は人々の豊かで快適な生活の実現に貢献し、社会とともに歩む企業として、環境保全に取組んでいます。

持続可能な社会を目指して、地球温暖化を防止し、循環型社会を形成していくために、温室効果ガスの削減やリ

サイクルの推進などを行っています。その他、事業活動を通じた取組みについては「価値創造04（Ｐ40）」をご参

照ください。

環境保全への取組み

流通企業として、「循環型社会形成推進基本法」を

はじめとする関連法の理念に沿い、廃棄物の削減や

適正処理を積極的に推進しています。

廃棄物の処理手順などについてまとめた「産業廃

棄物マニュアル」を作成し、マニュアルに基づいた廃

棄物処理を適法・適正に行っています。

「産業廃棄物マニュアル」を制定

天然資源の消費を抑制し、環境への負荷を低減す

る循環型社会の形成に向けて、ダンボールだけでな

く、再生紙のリサイクルを容易にするためにシュレッ

ダーを削減し、機密書類リサイクルシステムを導入し

ています。鍵付きリサイクルボックスに投入された不

要機密書類は、専門業者に回収され、緩衝材などに

再生されています。

機密書類リサイクルシステムの導入

飲料用ペットボトルのキャップを集めてリサイクル

し、海外の子どもたちにワクチンを提供する「エコ

キャップ運動」に会社単位又は職場単位で参加して

います。（2012年4月より）

エコキャップ運動

当社では、本社及びRDC（大型物流センター）、物

流受託センターなど多くの従業員が働き集まる場所

にAED※を設置しています。救命救急の措置が必要

な場合を想定して「AED操作講習」を受講してい

ます。

AEDの設置

※ AED（Automated External 

Defibrillator）：自動体外式除細動器のこと。

心室細動（心臓が細かく震え、全身に血液を送れ

ない状態）を起こした心臓に電気ショックを与え

て、正常な状態に戻す医療機器です。

事業活動を通じた配送効率向上などの取組みによ

るCO2排出量の削減のほかに、各事業所及びRDC

で使用する電気エネルギーの使用量の削減にも努

めています。2019年4月からは、全拠点の蛍光灯

を消費電力の小さいLEDに変更したことで、2020

年3月期の消費電力を削減することができました。

電気エネルギー使用量の削減

42,873 
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２０２０年３月末現在の累計：122万6,355個

（ワクチン 約2,453人分）
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①鍵付リサイクル
ボックスに
機密書類を廃棄

②専門業者が回収後、
破砕処理で気密性を
完全になくす

③緩衝材などに
リサイクル

その他の取組み
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