
 

 

平成 20 年 9 月 17 日 
 
各      位 

 
                      会 社 名  シミック株式会社 
                      代表者名  代表取締役会長兼社長 中村 和男 
                          （コード番号 2309 東証第一部） 
                      問合せ先  取締役財務経理担当   望月 渉     
                          （TEL．03－5745－7070） 
 

組織変更および人事異動に関するお知らせ 
 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり組織変更および人事異動を決議致

しましたので、お知らせいたします。なお、新任取締役につきましては平成 20 年 12 月 16 日

開催予定の定時株主総会の選任および同株主総会後の取締役会の決議をもって正式決定と

なります。 
 

記 
 
Ⅰ 組織変更 （平成 20 年 10 月 1 日付） 

１、カンパニー制について 
 シミックグループは、CRO（Contract Research Organization／医薬品開発支援）事業を中心

に、CMO（Contract Manufacturing Organization／医薬品製造支援）、CSO（Contract Sales 
Organization／医薬品営業支援）事業へと事業領域を拡大し、製薬企業の研究開発、製造、営業・

マーケティングの全てのバリューチェーンを支援するビジネスモデル「Pharmaceutical Value 
Creator」の構築を進めてまいりました。 
 この度 CRO 事業以外の事業においても、意思決定の一元化と業務執行スピードの向上、

効率化により、収益性と生産性を高めるための体制を構築するため、グループ横断の事業

カンパニー「CMO カンパニー」「CSO カンパニー」「ヘルスケアカンパニー」を設置し、権限の

一部委譲とともに執行責任を明確化します。 
 
２、取締役、執行役員制の役割について 
取締役は経営監督、執行役員は業務執行という両者の役割を明確に区分します。従って、

取締役については、代表取締役以外は全て役付きを外して取締役とします。また、執行役員

については、CEO または COO（カンパニー長）から権限を一部委譲することにより、意思

決定のスピードを向上するとともに、執行責任を明確化します。 
 
３、組織について 
＜シミックグループ＞ 
【CMO カンパニー】 
 シミック・エスエス・CMO 株式会社、CMIC CMO Korea Co.,Ltd.、CMIC-VPS Corporation、
CMO 管理部、CMO 営業部 
 



 

 

【CSO カンパニー】 
 株式会社シミックエムピーエスエス、エムディエス株式会社 
 
【ヘルスケアカンパニー】 
サイトサポート･インスティテュート株式会社、株式会社ヘルスクリック 
 
＜シミック株式会社＞ 
・シェアードサービスセンター、人事本部、IT 本部を廃止する。 
・リクルート部を新設する。 
・監査室を内部監査部に名称変更する。 
 
Ⅱ 人事異動 

（１）取締役の異動（平成 20 年 10 月 1 日付） 

新役職名 氏  名 現役職名 

代表取締役 中村 和男 代表取締役会長兼社長 CEO 

代表取締役 中村 宣雄 
代表取締役副社長       
CROカンパニー長 兼 CROカンパ

ニーCRO事業東日本本部長 

取締役 古庄 隆史 
取締役 副社長 
執行役員（コーポレート部門、リスク

マネジメント担当） 

取締役 中村 圭子 取締役 副社長 
執行役員（国際事業開発担当） 

取締役 望月 渉 取締役 執行役員 
（財務経理、シェアードサービス担当）

取締役 小作 寛 取締役 常務執行役員 
（国際臨床開発担当） 

取締役 若井 正雄 取締役 執行役員 
（社長室担当） 

 

（２）新任取締役候補（平成 20 年 12 月 16 日開催予定の株主総会に付議） 

新役職名 氏  名 現役職名 

取締役 佐野 極 
株式会社シミックエムピーエスエス

代表取締役社長 兼  
シミック株式会社 企画部 担当部長

取締役 菱沼 肇 
常務執行役員 CRO カンパニー 
CRO 事業東日本本部副本部長 兼 業
務推進部長 



 

 

取締役 松原 久雄 執行役員 
企画部長 兼 新規事業開発部長 

 
（３）退任取締役（平成 20 年 12 月 16 日付） 

新役職名 氏  名 現役職名 

執行役員 古庄 隆史 取締役 

 
（４）辞任取締役（平成 20 年 9 月 30 日付） 

新役職名 氏  名 現役職名 

― 市川 宏司 取締役 

 
（５）執行役員の異動（平成 20 年 10 月 1 日付） 

新役職名 氏  名 現役職名 
会長兼社長  
CEO 

中村 和男 CEO 

副社長  
COO CRO カンパニー長 
兼 CRO カンパニーCRO 事業東日本

本部長 

中村 宣雄 CROカンパニー長 兼 CROカン

パニーCRO事業東日本本部長 

副社長 
国際事業開発担当執行役員 
国際事業開発部長 

中村 圭子 執行役員（国際事業開発担当） 

CEO 補佐、COO CMO カンパニー

長 市川 邦英 ― 

COO CSO カンパニー長 
株式会社シミックエムピーエスエス 
代表取締役社長 

佐野 極 

株式会社シミックエムピーエスエス

代表取締役社長 兼  
シミック株式会社  
執行役員 企画部 担当部長 

COO ヘルスケアカンパニー長 
株式会社ヘルスクリック 
代表取締役社長 

清水 昭 株式会社ヘルスクリック 
代表取締役社長 

CRO カンパニー長補佐、大阪担当 
Chief Value Officer（サービス品質

担当執行役員） 
清水 政男 社長室 

シニアコンサルタント 

Chief Internal Control Officer 
（内部統制担当執行役員） 
内部監査部長 

望月 渉 
執行役員 
（財務経理、シェアードサービス

担当） 



 

 

Chief Human Resources Officer 
（人材担当執行役員） 
CRO カンパニーCRO 事業東日本本部

副本部長 兼 業務推進部長 

菱沼 肇 
常務執行役員 CRO カンパニー 
CRO 事業東日本本部副本部長 兼
業務推進部長 

Chief Disclosure Officer 
(情報開示担当執行役員)、IR 広報担当

社長室長 
若井 正雄 執行役員（社長室担当） 

Chief Information Officer 
（IT・情報管理担当執行役員） 
IT 部長 

小池 武義 執行役員（IT 担当） 

Chief Risk Management Officer 
（リスク／危機管理担当執行役員） 
人事部長 

岩林 幸夫 株式会社シミック BS  
代表取締役社長 

CEO 補佐、次世代幹部育成担当執行

役員 古庄 隆史 執行役員（コーポレート部門、リスク

マネジメント担当） 

企画担当執行役員 
企画部長 松原 久雄 執行役員 企画部長 兼 新規事業

開発部長 

財務経理担当執行役員 
財務経理部長 藤井 敏彦 執行役員 財務経理部長 

ライセンス担当執行役員 
新規事業開発部 担当部長 原 光信 執行役員 

新規事業開発部 担当部長 

人材開発担当執行役員 貫洞 靖巳 執行役員（人事本部人材開発担当）

CRO カンパニー国際臨床開発担当

執行役員 
CRO カンパニー国際臨床開発本部長 

小作 寛 常務執行役員（国際臨床開発担当）

CRO カンパニーアジア開発担当執行

役員  
新規事業開発部長 

赤﨑 盛昭 ― 

CRO カンパニー戦略・薬事コンサル

ティング担当執行役員  
CRO カンパニー戦略・薬事コンサル

ティング部長 

井川 広海 執行役員 CROカンパニー  
戦略・薬事コンサルティング部長

CRO カンパニーCRO 事業西日本担当

執行役員 
大阪支社長 兼 CRO カンパニー

CRO 事業西日本本部長 

新井 譲一 常務執行役員 大阪支社長 兼  
CRO事業西日本本部長 

CRO カンパニーCDM 事業担当執行

役員 
CRO カンパニー・バイスプレジデン

ト 兼 CDM 事業本部長 

佐藤 誠 
常務執行役員 CRO カンパニー・

バイスプレジデント兼 CDM 事業

本部長 



 

 

CRO カンパニーファーマコヴィジ

ランス担当執行役員 
CRO カンパニーファーマコヴィジ

ランス本部長 

髙本 哲義 常務執行役員 CRO カンパニー

ファーマコヴィジランス本部長 

CROカンパニーCP事業担当執行役員

CRO カンパニーCP 事業本部長 兼  
東日本 CP 部長 

杉山 充 執行役員 CROカンパニー CP事業

本部長 兼 東日本CP部長 

CRO カンパニービジネスデベロップ

メント担当執行役員 
CRO カンパニービジネスデベロップ

メント本部長 

板谷 隆則 執行役員 CROカンパニー  
ビジネスデベロップメント本部長 

CRO カンパニー開発管理担当執行役員

CRO カンパニー・バイスプレジデント

兼 開発管理本部長 兼 業務支援部長

中村 富士雄

常務執行役員 CROカンパニー・

バイスプレジデント 兼 開発管理

本部長 兼 業務支援部長 

CRO カンパニー韓国事業担当執行役員

CMIC Korea Co.,Ltd.  
Vice-President  

三嶽 秋久 

CMIC Korea Co.,Ltd.  
Vice-President 兼  
シミック株式会社  
執行役員 新規事業開発部 担当部長

 
 

以  上 


