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コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

⽅針

基本的な考え⽅

 明電舎は、「より豊かな未来をひらく」を企業使命とし、「お客様の安⼼と喜びのために」を提供価値

とする企業理念のもと、⼈と地球環境を⼤切にする企業として公正かつ堅実な企業活動に徹し、常に新し

い技術と⾼い品質を追求しつつ利益重視の経営を⾏うことにより社会への還元に努めることを企業集団の

基本姿勢としています。

 この基本姿勢を実⾏に移すため、2006年5⽉の定時取締役会において「業務の適正を確保するための体

制の整備に関する基本⽅針」を策定しました（当該基本⽅針は、監査等委員会設置会社への移⾏及び内部

統制推進体制の更なる強化に伴い、2020年6⽉の定時取締役会において、改定を⾏っています）。

 また、当社は、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、コーポレート・ガバナンス強化の取組み

を推進することで、経営の効率性や公正性の更なる向上に努めます。

コーポレート・ガバナンスに関する基本⽅針については、「コーポレートガバナンスに関する報告書」を

ご覧ください。

コーポレートガバナンスに関する報告書（PDF:48KB）

体制、取組み

コーポレート・ガバナンス体制と取組み

 当社は、2020年6⽉26⽇開催の定時株主総会における承認に基づき、機関設計を従来の監査役会設置会

社から監査等委員会設置会社に移⾏しました。

 監査等委員会設置会社への移⾏の主な⽬的は以下のとおりです。

ア．監査等委員である取締役が取締役会における議決権を持つことや、取締役の指名・報酬に係る株主

総会に おける意⾒陳述権を持つこと等の法的権限の活⽤により取締役会の監督機能を⼀層強化す

る。

イ．取締役会の業務執⾏決定権限の相当な部分を業務執⾏取締役に委任することが可能となるため、取

締役会のモニタリング型への移⾏を図り、取締役会においては経営戦略等の議論を⼀層充実させ

る。

ウ．2003年6⽉より導⼊している執⾏役員制について、イ．項の権限委任と組み合わせることにより、

柔軟かつ機動的な業務執⾏の充実を図りながら、これを担保する適切なガバナンスと基本的な経営

⽅針の決定を確保する監督機能の充実を⽬指す。
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明電舎の業務執⾏・監視及び内部統制の模式図

コーポレート・ガバナンス体制の概要

組織形態 監査等委員会設置会社

取締役 ⼈数（うち社外取締役）�：�9名（2名）

取締役（監査等委員） ⼈数（うち社外取締役）�：�5名（3名）

独⽴役員の⼈数 5名（社外取締役2名、社外取締役（監査等委員）3名）

（1）当社の取締役会について

 取締役会は、原則として毎⽉１回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、当社の重要な業

務執⾏に関する事項、事業課題及び経営課題に関して議論を⾏っています。2019年度は取締役会を13回

開催し、全ての取締役の出席率は100％でした。

①取締役会の構成

 当社の取締役会は、取締役14名（うち、監査等委員である取締役が5名）で構成されます。また、取締

役14名のうち社外取締役が5名（うち、監査等委員である取締役が3名）で構成され、社外取締役の監督機

能の実効性の確保のため、当社の「社外役員の独⽴性判断基準」を満たす社外取締役が取締役会全体の3

分の1以上となるよう努めています。

 なお、明電舎の社外取締役は、東京証券取引所が定める独⽴役員の要件を満たしています。

 当社の「社外役員の独⽴性判断基準」については、「コーポレートガバナンスに関する報告書」をご覧

ください。

コーポレートガバナンスに関する報告書
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②取締役候補者の選任⽅針・選解任プロセス

 当社取締役の選任につきましては、取締役会全体としての多様性を確保し、各⼈の持つ知識・経験・能

⼒をバランスよく配置することを基本的な⽅針としています。

 また、監査等委員である取締役の選任につきましては、会計・財務・法務の知⾒を有する者をバランス

よく配置することを基本的な⽅針としています。

 取締役の員数は、経営課題について⼗分に議論が尽くせる員数として１５名以内と規定しております。

 上記を踏まえ、取締役会の意思決定機能・監督機能の強化に資する⼈選を⾏い、独⽴社外取締役を委員

⻑とする指名・報酬委員会※（任意の委員会）の諮問を経て、取締役会の決議により指名し、取締役候補

者を株主総会に上程することとしています。

 なお、取締役の解任につきましては、法令⼜は定款に違反する⾏為及び取締役の選任⽅針から著しく逸

脱する⾏為が判明した場合は、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会が解任に必要な⼿続きをとること

としています。

※当社は、2017年12⽉に任意の報酬委員会を設置。2018年12⽉に任意の指名委員会に相当する機能を

追加し、指名・報酬委員会として設置。指名・報酬委員会は、独⽴社外取締役を委員⻑とし、社外取締役

2名、取締役会⻑、取締役社⻑を委員とする4名で構成されます。

③執⾏役員制と業務執⾏体制

 取締役会をスリム化して「経営意思決定の迅速化と監督機能の強化」を図るため、2003年6⽉より執⾏

役員制を導⼊し、あわせて取締役会の機能強化を図り、取締役会が有する「経営の意思決定及び監督機

能」と「業務執⾏機能」の分離を推進しています。

 取締役会により選任された執⾏役員は、取締役会が決定する明電グループ経営⽅針に従い、代表取締役

から権限委譲された範囲での特定の業務執⾏における役割責任を担い、代表取締役の業務監督を受けなが

ら、機動的な業務執⾏を⾏っています。

 業務執⾏における意思決定としては業務執⾏取締役及び役付執⾏役員が構成員となる常務会を設置して

おり、決裁規程における基準に基づく事項と、全社的⾒地から協議が必要な事項について意思決定しま

す。

 また、意思決定の会議体とは別に、レビュー・ミーティングや戦略会議等の諮問機関や社内会議体を設

置し、重要な経営事項につき、意思決定に先⽴ち充分な議論・検討を尽くし、意思決定後の戦略・計画の

トレースや取組みの改善が⾏える体制としています。

 常務会及びその他の社内会議体における議事の概要や要点については、業務執⾏状況の報告として、定

時取締役会において報告を⾏い、取締役会の実効性・監督機能の確保・向上を図っています。

 業務執⾏に際しては、業務執⾏における権限を有する業務執⾏取締役・執⾏役員において決議・決裁が

なされ、主体的かつ機動的な業務執⾏に努めています。

 また、取締役会が業務執⾏における権限を執⾏役員へ⼤幅に委譲することに際し、取締役会による監督

の実効性を確保するため、担当役員及び執⾏役員は、3か⽉に1回以上、業務執⾏状況報告書を取締役会に

提出することとしています。

（2）取締役会の実効性評価

 取締役会の監督機能強化を図るべく、取締役会の実効性に関する分析・評価を⾏う仕組みを設けていま

す。

 2019年度の取締役会の活動について、社外役員を含む取締役会構成員全員が取締役会の実効性評価に関

する⾃⼰評価を⾏い、2020年5⽉の取締役会において、下記の議論を⾏いました。

i�評価項⽬

 取締役会の構成・運営（決議・議論の⽅法等）、取締役会の実効性に関する⾃⼰評価、その他意⾒
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ii�分析・評価結果の概要

 各取締役・監査役における評価結果を集約し、取締役会構成員による議論の結果、運営・審議の質も充

実化し、社外取締役・社外監査役の意⾒・助⾔も⼗分に得られており、当社取締役会の実効性は確保され

ているとの判断に⾄りました。

 また、評価においては、監査等委員会設置会社への移⾏に伴う体制の整備を通じて、より⼀層の審議活

性化と取締役会の監督機能の強化を推進するという⽅向性が確認されました。後述の取締役会以外の場で

の事前説明や意⾒交換会、説明プログラム等、明電舎の事業環境や戦略に対する理解を深めたり、議論す

る機会を継続的に提供していきます。

取締役会、指名・報酬委員会、監査役会の構成及び2019年度の出席状況
（期間：2019年4⽉1⽇〜2020年3⽉31⽇）

⽒名 地位（2020年3⽉31⽇時点） 取締役会 指名・

報酬委員会

監査役会

浜崎 祐司 代表取締役 取締役会⻑

指名・報酬委員

13回/13回

〇

4回/4回 －

三井⽥ 健 代表取締役 取締役社⻑

指名・報酬委員

13回/13回 4回/4回 －

倉元 政道 代表取締役 取締役副社⻑ 13回/13回 － －

森 省輔 取締役副社⻑ 13回/13回 － －

⼤橋 延年 取締役兼専務執⾏役員 13回/13回 － －

⽵川 徳雄 取締役兼専務執⾏役員 13回/13回 － －

⽟⽊ 伸明 取締役兼専務執⾏役員 13回/13回 － －

⽵中 裕之 社外取締役

指名・報酬委員会委員

13回/13回 4回/4回

〇

－

安井 潤司 社外取締役

指名・報酬委員

13回/13回 4回/4回 －

伊東 ⽵⻁ 常任監査役 13回/13回 － 6回/6回

〇

加藤 誠治 常任監査役 13回/13回 － 6回/6回

秦 喜秋 社外監査役 13回/12回 － 6回/6回

縄⽥ 満児 社外監査役 13回/13回 － 6回/6回

注記1.�○は取締役会・監査役会の議⻑または委員会の委員⻑

注記2.�各会議体の出席状況は（開催／出席）で表記

77 明電グループのCSR 2020



役員のトレーニング

 取締役会・内部統制の実効性向上を⽬的とした役員向け法務研修を年に1回開催しています。2019年度

は、全社をあげた内部統制活動の⼀環として、社外講師を招いたコンプライアンスやリスクマネジメント

に関する役員向けの研修を実施しました。また、明電グループにおいては、当社新任役員・関係会社新任

役員に対する会社法研修を実施しました。

（3）社外役員活⽤のための取組み

 取締役会の監督機能の強化のために、社外役員の経営への積極的な参画を求め、⾃由闊達な議論が尽く

せるよう、以下の取組みを⾏っています。

①取締役会における取組み

ⅰ�取締役会議案の事前説明

 事前に議案の内容を確認のうえ取締役会に参加することができるよう事前説明を⾏っています。議案の

内容に関して質問等がある場合には取締役会の際に説明できるよう準備する体制を整え、審議の活性化・

充実化を図っています。

ⅱ�適時・適切な情報共有

 社外役員との適時・適切な情報共有を⽬的として、取締役会の議事とは別に、当社に関係する時事的な

話題についても取締役会において報告を⾏っており、当社の状況についてタイムリーに共有できるよう努

めています。

②取締役会以外の場での取組み

ⅰ�説明プログラム

 主に新任の社外役員の当社事業に対する理解を深めるため、当社の事業・制度の説明の場を設けていま

す。

 各事業の担当役員や事業部の⻑等が社外役員に事業や当社のガバナンスに関する制度について説明し、

質疑応答や意⾒交換を⾏う形式としています。

ⅱ�意⾒交換会

 取締役会付議事項以外の経営課題や戦略等の議論においても、社外役員の知⾒を活かすべく、法的な会

議体である取締役会とは別に、毎⽉1回、意⾒交換会の場を設けています。

 主にコーポレート・ガバナンスに関する事項や、当社の経営課題・戦略等を議題として活発に意⾒交換

し、取締役会決議の前段階として議論を⾏う場としても活⽤しています。

（4）監査体制について

 当社は、2020年６⽉26⽇開催の定時株主総会における承認に基づき、機関設計を従来の監査役会設置

会社から監査等委員会設置会社に移⾏しました。

 監査等委員会は、監査等委員である取締役5名（うち3名は社外取締役）で構成され、監査等委員会を⽀

援するスタッフ組織として監査等委員会⽀援部を設置しています。

 監査等委員会で定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の⽅針、職務の分担等に従い、取締役、

内部監査部⾨、その他各部⾨等と意思疎通を図り、取締役会その他重要な会議に出席し、業務・財務の状

況の調査などを通じ、取締役の職務遂⾏の監査を⾏います。
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 監査等委員である取締役には、取締役会における議決権や株主総会における取締役の選任・報酬に係る

意⾒陳述権などの新たな権限が与えられるため、従来の監査活動に加え、業務執⾏取締役への権限委任と

これを担保するガバナンスの状況の監視・監査等の新たな活動や社外取締役との更なる連携強化などを通

じて、機関設計の移⾏の趣旨である取締役会の監督機能の⼀層の強化に向け、監査体制の整備と各種取組

みの強化を推進します。

（5）内部監査体制について

 経営監査部を設け、当社及び海外を含むグループ全体における業務の有効性・効率性に関する状況、財

務報告の信頼性、関連法令等の遵守状況や資産の保全状況について、内部監査を実施しています。� ま

た、2016年度より内部統制の強化と各部⾨のリスク監査の効率化を⽬的として、当社⼯場と国内関係会社

でCSA（統制⾃⼰評価）を⽤いたリスクマネジメントを実施しています。

 2019年度は、「スリーライン・ディフェンスとCSA（Control�Self�Assessment）の推進」「不備・

不正の未然防⽌の強化」「監査の質的向上と徹底したフォローの実施」の３つの基本⽅針の下で活動を展

開し、リスクマネジメントの外部評価や担当役員への個別監査報告などの新たな取組みを⾏い、内部統制

機能の強化を図りました。

 2020年4⽉より、経営監査部及び新設のリスクマネジメント部で構成される内部統制推進本部を設置

し、内部統制の推進体制を強化しました。監査等委員会と連携した内部監査により内部統制システムのモ

ニタリングを⾏うとともに、専任の部⾨がグループ全体を統合するリスクマネジメントの構築を⾏うこと

で、内部統制機能の強化を更に推進します。

役員報酬

取締役報酬の⽅針

i�報酬⽔準

 当社の取締役報酬⽔準については、外部の客観的な報酬市場データ、経済環境、業界動向及び当社 経

営状況等をふまえ設定することとしており、また、その内容は前述の任意の指名・報酬委員会で確認して

います。

ⅱ�報酬の構成

 取締役報酬は、業績連動型の年俸制報酬としており、役職に応じて⽀給される「基本報酬」と「インセ

ンティブ報酬」により構成されます。このうち、インセンティブ報酬は、短期的なインセンティブとして

の「業績連動型報酬」と、中⻑期的なインセンティブとしての「株式取得⽬的報酬」で構成されます。

各報酬の⽐率の⽬安（⽬標達成度合いを100％とした場合）

ⅲ�インセンティブ報酬の仕組み

 短期的なインセンティブとしての業績連動型報酬は、⽬標どおりの業績を達成した場合に⽀給する額を

100とすると、その達成度に応じて概ね0〜140程度で変動するものとします。業績評価指標は、「中期経

営計画２０２０」における財務⽬標にも使⽤している指標である営業利益を⽤いることとしており、経営

環境や各役員の役割の変化等に応じて適宜⾒直しを検討することとしています。
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計算式

 中⻑期インセンティブとしての株式取得⽬的報酬は、株主の皆様との利害の共有をより⼀層促進するこ

とを⽬的として、役員持株会に拠出し株式を取得することとしています。

ⅳ�報酬決定の⼿続き

 指名・報酬委員会において、報酬制度の内容とその報酬額につき客観的な視点から確認・審議を⾏い、

取締役会において決定しています。

2019年度実績

区分 報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） ⼈数（名）

基本報酬 インセンティブ報

酬

取締役

（社外取締役を除

く）

320 268 52 9

社外取締役 14 14 - 2

監査役

（社外監査役を除

く）

43 43 - 2

社外監査役 11 11 - 2

計 391 338 52 15

注記 1.�取締役に対する⽀給額には、2019年度に係る業績連動型報酬を含んでいます。

注記 2．取締役の報酬等の⽀給額には、使⽤⼈兼務取締役の使⽤⼈分給与は含まれていません。

税務

税務⽅針

 明電グループは、税の透明性の確保と納税は企業の社会的責任と認識し、グローバルな企業活動を展開

する中で各国・地域における税法の理念を理解しそれを遵守しています。正規の⼿続きによる⼆重課税の

排除や制度の趣旨に合致した優遇税制の適⽤により適正な納税を⾏うことで各国・地域の発展に貢献して

います。

 また、OECD移転価格ガイドラインを遵守し、事業実態に即した取引のもと、タックスヘイブンを利⽤

しない等、国際的な租税回避⾏為を⾏わない⽅針です。

 今後も、事前照会や税務調査における適時・適切な情報提供や誠実な対応を通じて、税務当局と良好で

健全な関係の構築に努めていきます。
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株主・投資家との対話

基本的な考え⽅・IRの体制

 当社の中⻑期的な企業価値向上に資する対話を希望する株主との対話を⾏う際には、合理的な範囲で経

営陣幹部が対応することを⽅針としています。

 体制としては、IRを担当する役員を置き、IR担当部署が、機関投資家をはじめとする株主との建設的な

対話と対外的な情報発信⼒の強化のための活動を⾏っています。

決算説明会

 毎年5⽉、11⽉の2回、決算説明会を開催しています。また、2018年度から個⼈投資家向けの説明会も

開催をしています。

 今後も、決算説明会や個別IR、カンファレンス、当社HPや本レポート等の発⾏物による情報開⽰等を更

に充実させ、株主や投資家の皆様との継続的な対話を実施していきます。

主なIR活動実績（2019年度）

個別⾯談 件数

国内投資家 105件

海外投資家 54件

合計 159件

決算説明会の資料については、ウェブサイトの株主・投資家情報に掲載する「決算説明会資料」をご覧く

ださい。

決算説明会資料

役員⼀覧（2020年7⽉現在）

取締役

浜崎�祐司

代表取締役 取締役会⻑

指名・報酬委員会委員

選任理由

 2013年から取締役社⻑として、2018年から取締役会⻑として当社グループの経営全

般を統括しており、経営に関する豊富な経験と実績を有し、取締役会議⻑として、当社
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グループの適切なリスクテイクのため、取締役会の監督機能の強化に努めています。

 上記の経験・実績を取締役会に反映させることにより、当社グループ全体のコーポレ

ート・ガバナンスの更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2004.6�住友電気⼯業株式会社執⾏役員

2005.6�同社常務執⾏役員

2006.6�同社常務取締役

2010.4�当社専務執⾏役員

2010.6�当社取締役

2011.4�当社取締役副社⻑

2013.6�当社取締役社⻑

2018.6�当社取締役会⻑現在に⾄る

三井⽥ 健

代表取締役 取締役社⻑

指名・報酬委員会委員

選任理由

 当社グループ全体の経営計画⽴案とその実⾏に携わり、2018年から取締役社⻑とし

て当社グループの経営全般及び「中期経営計画２０２０」を統括しています。

 上記の経験・実績に基づき「中期経営計画２０２０」の推進役として経営に携わるこ

とにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、選任してい

ます。

略歴

1978.4�当社⼊社

2008.4�執⾏役員経営企画グループ⻑兼経営企画部⻑

2011.4�常務執⾏役員経営企画グループ⻑兼経営企画部⻑

2012.4�専務執⾏役員経営企画グループ⻑

2012.6�取締役

2015.4�取締役副社⻑

2018.6�取締役社⻑現在に⾄る

倉元 政道

代表取締役 取締役副社⻑

選任理由
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 研究開発部⾨の技術者としての豊富な経験・実績をもとに、社業全般、環境に関する

取組み及び「中期経営計画２０２０」における成⻑事業のひとつである⾃動⾞関連事業

の事業規模拡⼤に取り組んでいます。

 上記の経験・実績に基づき経営に携わることにより、取締役会の意思決定機能及び監

督機能の強化が期待されるため、選任しています。

略歴

1980.4�当社⼊社

2013.4�執⾏役員研究開発本部⻑

2014.4�常務執⾏役員研究開発本部⻑

2015.4�専務執⾏役員研究開発本部⻑

2015.6�取締役

2018.4�取締役副社⻑現在に⾄る

森 省輔

取締役副社⻑

選任理由

 2019年6⽉の就任以降、新規事業、事業提携及び海外事業等を担当し、現在は、「中

期経営計画２０２０」において収益基盤事業と位置付けている社会インフラシステム事

業と保守・サービス事業の戦略強化に取り組んでいます。

 上記の経験・実績に基づき経営に携わることにより、取締役会の意思決定機能及び監

督機能の強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2011.4�株式会社三井住友銀⾏執⾏役員本店営業第⼀部⻑

2013.4�同⾏執⾏役員国際統括部⻑

2014.4�同⾏常務執⾏役員国際統括部⻑

2015.4�同⾏常務執⾏役員アジア・⼤洋州本部⻑

2017.4�同⾏専務執⾏役員国際部⾨副責任役員

2018.4�同⾏専務執⾏役員コーポレート・アドバイザリー本部⻑

2019.4�当社執⾏役員副社⻑

2019.6�当社取締役副社⻑現在に⾄る

⼤橋 延年

取締役兼専務執⾏役員

選任理由
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 ⼈事・総務関連業務の経験に基づき、近年は⼈事・総務部⾨の統括者としてコーポレ

ート・ガバナンス向上に寄与し、2018年からは働き⽅改⾰の実⾏計画「スマートワー

ク２０２０」の推進に取り組んでいます。

 上記の経験・実績に基づき、当社グループ全体の⼈財活⽤及び更なるコーポレート・

ガバナンス向上の取組みの推進役として経営に携わることにより、取締役会の意思決定

機能及び監督機能の強化が期待されるため、選任しています。

略歴

1979.4�当社⼊社

2013.4�執⾏役員⼈事・総務グループ⻑兼⼈事企画部⻑

2015.4�常務執⾏役員⼈事・総務グループ⻑

2018.4�専務執⾏役員⼈事・総務グループ⻑

2018.6�取締役現在に⾄る

2020.4�専務執⾏役員⼈事・総務本部⻑現在に⾄る

⽵川 徳雄

取締役兼専務執⾏役員

選任理由

 ⼯事部⾨の技術者として豊富な現場経験を有し、その経験を当社⽣産・品質管理体制

の向上に活かし、現在は⽣産の視点からの働き⽅改⾰として⽣産プロセス改⾰や合理化

設備の投資に取り組んでいます。

 上記の多様な経験・実績に基づく視野・視点やバランス感覚をもって経営に携わるこ

とにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、選任してい

ます。

略歴

1981.4�当社⼊社

2015.4�執⾏役員プラント建設本部⻑

2017.4�常務執⾏役員⽣産統括本部⻑

2018.4�専務執⾏役員

2018.6�取締役現在に⾄る

2020.4�専務執⾏役員プラント建設本部⻑現在に⾄る

⽟⽊ 伸明

取締役兼専務執⾏役員

選任理由
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 当社のコア製品である変電製品の技術者、また、海外関係会社の経営トップの経験を

もとに、「中期経営計画２０２０」における成⻑事業のひとつである海外事業の事業規

模拡⼤に取り組んでいます。

 上記の技術者としての視点・グローバルな視点をもって経営に携わることにより、取

締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、選任しています。

略歴

1982.4�当社⼊社

2015.4�変電事業部⻑

2016.4�執⾏役員

2017.4�常務執⾏役員

2018.4�専務執⾏役員

2018.6�取締役現在に⾄る

2020.4�専務執⾏役員海外戦略本部⻑現在に⾄る

⽵中 裕之

社外取締役

指名・報酬委員会委員⻑

選任理由

 ⻑年にわたる豊富な経営経験や幅広い⾒識から、当社グループのコーポレート・ガバ

ナンス向上に尽⼒し、現在は任意の指名・報酬委員会の委員⻑を務め、経営の透明性向

上に寄与しています。

 引き続きこれらの経験・⾒識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監

督機能の更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2001.6�住友電気⼯業株式会社取締役

2003.6�同社執⾏役員

2004.6�同社常務取締役

2007.6�同社専務取締役兼電線・機材・エネルギー事業本部⻑兼⽣産技術本部副本部⻑

2008.6�同社専務取締役兼電線・機材・エネルギー事業本部⻑

2010.5�同社専務取締役

2010.6�同社副社⻑

2013.6�当社取締役現在に⾄る

安井 潤司

社外取締役

指名・報酬委員会委員⻑
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選任理由

 ⻑年にわたる豊富な経営経験や幅広い⾒識から、当社グループのコーポレート・ガバ

ナンス向上に尽⼒し、現在は任意の指名・報酬委員会の委員を務め、経営の透明性向上

に寄与しています。

 引き続きこれらの経験・⾒識を当社の取締役会に反映することにより、取締役会の監

督機能の更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2004.4�⽇本電気株式会社執⾏役員兼第三ソリューション営業事業本部⻑

2005.4�同社執⾏役員兼第四ソリューション事業本部⻑

2008.4�同社執⾏役員常務

2008.6�同社取締役執⾏役員常務

2010.4�同社取締役執⾏役員専務

2011.7�同社取締役執⾏役員専務兼チーフサプライチェーンオフィサー

2012.4�同社代表取締役執⾏役員副社⻑兼チーフサプライチェーンオフィサー

2016.4�同社代表取締役執⾏役員副社⻑

2016.6�当社取締役現在に⾄る

町村 忠芳

取締役監査等委員（常勤監査等委員）

選任理由

 2019年3⽉まで当社代表取締役を務め、2020年３⽉まで当社グループ保守・サービ

ス事業の核となる明電Ｏ＆Ｍの取締役社⻑として経営に携わり、豊富な経験と実績を有

しています。

 上記の経験・実績に基づく、関係会社を含む明電グループ全体の経営の視点を当社の

監査や取締役会に反映することにより、監査及び監督機能の更なる強化が期待されるた

め、選任しています。

略歴

1977.4�当社⼊社

2012.4�当社執⾏役員電⼒変換製品主管

2014.4�当社常務執⾏役員電⼒変換製品主管兼発電製品主管

2015.4�当社専務執⾏役員

2015.6�当社取締役

2018.4�当社取締役副社⻑

2019.4�株式会社明電Ｏ＆Ｍ�取締役社⻑

2020.4�当社顧問

2020.6�取締役（監査等委員）現在に⾄る
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伊東 ⽵⻁

取締役監査等委員（常勤監査等委員）

選任理由

 ⻑年にわたり製造部⾨に携わり、製造・⽣産、⼯場運営等に係る豊富な経験と知⾒を

有しており、2017年6⽉から当社監査役を務めています。

 これらの経験・知⾒を当社の監査や取締役会に反映することにより、監査及び監督機

能の更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

1981.4�当社⼊社

2011.9�エネルギーシステム事業部回転機システム⼯場⻑

2014.4�発電製品企画部⻑

2015.10�発電事業部専任部⻑

2017.4�監査役室⽀配⼈

2017.6�常任監査役

2020.6�取締役（監査等委員）現在に⾄る

秦 喜秋

取締役監査等委員（社外取締役）

選任理由

 ⻑年にわたる豊富な経営経験や⾼い⾒識を有し、また当社における監査役としての経

験も有しており、これらを当社の監査や取締役会に反映することにより、監査及び監督

機能の更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2008.4�三井住友海上グループホールディングス株式会社取締役会⻑

2010.4�三井住友海上⽕災保険株式会社取締役

2010.4�ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス株式会社顧問

2011.4�三井住友海上⽕災保険株式会社常任顧問

2012.6�当社社外監査役

2012.6�株式会社だいこう証券ビジネス取締役

2014.4�三井住友海上⽕災保険株式会社シニアアドバイザー現在に⾄る

2020.6�当社取締役（監査等委員）現在に⾄る
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縄⽥ 満児

取締役監査等委員（社外取締役）

選任理由

 ⻑年にわたる豊富な経営経験や⾼い⾒識を有し、また当社における監査役としての経

験も有しており、これらを当社の監査や取締役会に反映することにより、監査及び監督

機能の更なる強化が期待されるため、選任しています。

略歴

2007.6�住友信託銀⾏株式会社（現三井住友信託銀⾏株式会社）常務執⾏役員

2008.5�同⾏常務執⾏役員審査部⻑

2009.1�同⾏常務執⾏役員審査第⼀部⻑

2009.5�同⾏常務執⾏役員

2010.6�ライフ住宅ローン株式会社取締役会⻑

2010.6�ファーストクレジット株式会社取締役会⻑

2010.10�住信不動産ローン＆ファイナンス株式会社（現三井住友トラスト・ローン＆

ファイナンス株式会社）�取締役社⻑

2015.4�三井住友トラスト・ローン＆ファイナンス株式会社取締役会⻑

2016.4�三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社常任監査役

2016.6�当社社外監査役

2020.6�当社取締役（監査等委員）現在に⾄る

林 敬⼦

取締役監査等委員（社外取締役）

選任理由

 ⻑年にわたる会計⼠としての⾼度な専⾨性と豊富な経験、組織におけるダイバーシテ

ィ推進の取組みを通じた幅広い視野と知⾒を有しており、これらを当社の監査や取締役

会に反映することにより、監査及び監督機能の更なる強化が期待されるため、選任して

います。

略歴

1986.4�東京国税局⼊局

1990.10�監査法⼈トーマツ（現有限責任監査法⼈トーマツ）�⼊所

1994.3�公認会計⼠登録

2006.7�監査法⼈トーマツ（現有限責任監査法⼈トーマツ）�パートナー（6⽉末でトー

マツ様関連ご退任）

2013.7�⽇本公認会計⼠協会理事

2013.10�デロイトトーマツグループダイバーシティ推進責任者
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2016.7�⽇本公認会計⼠協会常務理事現在に⾄る

2018.11�トーマツチャレンジド株式会社代表取締役

2019.1�防衛装備庁防衛調達審議会委員現在に⾄る

2019.6�デロイトトーマツグループＤ&Ⅰコミッティアドバイザー

2019.8�⽇本公認会計⼠協会監査業務審査会委員⻑

2019.10�同協会監査・規律審査会審査会⻑現在に⾄る

2020.6�当社取締役（監査等委員）現在に⾄る

専務執⾏役員 五⼗嵐 和⺒

常務執⾏役員 加藤 三千彦

岩尾 雅之

望⽉ 達樹

安川 国明

鈴⽊ 雅彦

井上 晃夫

執⾏役員 松下 法隆

東家 浩

⾦⽥ 実

村嶋 久裕

⽑綿⾕ 聡

⽔⾕ 典雄

宮澤 秀毅

池森 啓雄

古⽥ 隆

鈴⽊ 岳夫

鈴⽊ 克則

⽩⿃ 宗⼀

⼭岡 邦輝

渡邉 勝之

役員の略歴や兼職の状況等につきましては、

ウェブサイトの株主・投資家情報に掲載する「定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。

定時株主総会招集ご通知
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トップページ CSR・環境活動 コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント

コーポレート・ガバナンス

リスクマネジメント

⽅針

基本的な考え⽅

 昨今における企業活動は、不安定な世界情勢の下で、複雑性、不透明性が増しており、事業戦略を実⾏

し企業価値を⾼めるためには、将来発現するリスクを正確に把握し、確実に対応することが求められてい

ます。このような認識の下、明電グループでは各部⾨の事業におけるリスク把握の感性を⾼め、⾃らリス

クマネジメントのPDCAを回す体制が必要と考えており、リスクマネジメント専⾨部署の設置による平常

時のリスクマネジメントの強化を図ります。また、グループ全体の事業継続の危機に対応するための危機

管理（BCM=Business�Continuity�Management）と⼀体となった全社的リスクマネジメント

（ERM=Enterprise�Risk�Management）の構築によって、常に変化するあらゆるリスクに対応できる体

制を⽬指しています。

リスクマネジメント体制の確⽴に向けた取組み

 明電グループでは、「計画達成の妨げになる将来の不確実な事象」をリスクと呼び、「対処する⽅法を

考え、実⾏する」ことをマネジメントと定義し、それを組織的に管理することをリスクマネジメントと定

めています。⼯場や関係会社を含む事業部⾨ごとにその戦略及び運営に関わるリスクの抽出・評価、コン

トロールを実施する統制⾃⼰評価を導⼊しており、内部監査部⾨は各事業部⾨の統制⾃⼰評価の検証を⾏

うとともに独⾃のリスク監査を実施しています。この内部監査によるリスクマネジメントの実施状況は随

時、取締役会及び主要な当社経営層に報告されています。今後も様々な事業リスクを的確に把握しコント

ロールすることによる事業計画の確実な達成に導くため、リスクマネジメントに関わる組織体制の整備を

進めるとともに、従業員の更なるリスク意識の醸成に努めてまいります。

リスクマネジメント体制

リスクマネジメント委員会の運営

 明電舎は、グループガバナンスの強化を図るため内部統制推進本部を設置し、本部内にリスクマネジメ

ント部を新設しました。リスクマネジメント部は、各事業部⾨の事業リスク統制⾃⼰評価制度を推進する

とともに、本社スタッフ部⾨や各委員会との連携により、明電グループ全体として対処すべき重要な事業

リスクの抽出を⾏います。内部統制推進本部⻑を委員⻑とし、リスクマネジメント部が運営する「リスク

マネジメント委員会」では、主要な本社スタッフ部⾨の委員によって、リスクマネジメント部が抽出した

明電グループの事業リスクの精査とそれらの対応⽅針の議論が⾏われます。経営層は、リスクマネジメン

ト委員会で議論された事業リスクについて、さらに議論を重ね、明電グループとしての重要な事業リスク

を定めるとともに、その対処⽅針を決定する仕組みになっています。
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明電舎グループ�リスクマネジメント体制

取組み

事業活動に関するリスクマネジメント

事前審査制度

 事前審査制度は、2012年10⽉より「グループに重⼤な影響（損失の危険）を及ぼす恐れのある案件」

にかかる経営判断に必要な情報を提案部⾨および審査部⾨が精査し、経営層に提供することを⽬的に開始

され、これまでに100件以上の案件の審査を実施しました。審査対象は主に海外EPC等の受注・応札物

件、M&Aやパートナーシップに関わる案件、共同研究や新規ビジネスに関わる案件、その他の規程に従っ

て常務会決議が必要な案件に分類されています。

 審査のポイントは下記の3つです。

（1）採算や⼯事施⼯において、⾼リスクになりうる要素を特定し、対策の検討を働きかけること。

（2）⼊札における商務条件やパートナーシップに関わる各種契約など、契約管理においてリスクになり

得る要素を認識し、早期にリスク管理強化を働きかけること。

（3）専⾨的な知⾒を有する第三者部⾨が参画することにより、多⾓的なリスク分析と対策検討を図るこ

と。

 審査では、財務⾯でのリスクのほかに責任所掌（製品保証など）や実⾏性（体制など）といったリスク

の評価も実施しています。現在、経営企画本部と内部統制推進本部が事務局となり、その統括役員が事前

審査の開催の可否を判断しています。その他の審査部⾨は、法務部、海外戦略本部、経理財務本部等で構

成されています。
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新⼊社員教育 BCP教育（中部⽀社）

事業BCP策定ワークショップ 全社BCP策定ワークショップ 全従業員が携帯している「災

害対応カード」

事業継続計画（BCP）

事業継続計画（BCP）の推進

 BCPの策定を明電グループ全体のプロジェクトとして進めるため、2019年度は次の取組みを⾏いまし

た。

1．BCP教育の実施：

 2019年度は、⽀社・⽀店を含めた国内全拠点を対象としてBCP教育を開催しました。本教育の⽬的

は、BCPの重要性、事業を継続する意味を分かりやすく説明するとともに、BCPに主体的に取り組んでも

らうよう意識づけを⾏いました。国内15拠点で計17回開催し、730名が参加しました。

2．BCPの運営：

 明電グループのBCP⽅針や施策を決定するBCM委員会のもと、2019年度は全社BCP推進会議、事業

BCP推進会議、国内関係会社BCP連絡会、そして優先事業検討ワーキンググループを新たに設け、明電グ

ループ全体でBCPを推進してきました。また、各会議開催に合わせて、BCPマニュアルを作り込むための

ワークショップも開催し、実効性のあるBCPを各部⾨が理解して作ることができるように進め⽅も⼯夫し

ました。
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沼津事業所でのBCP訓練の様⼦ �

BCM推進体制

BCPの有効性向上

 BCM委員会の決定に基づき、災害対策の強化を⽬的に、次の取組みを⾏いました。

1．事業拠点を対象としたBCP訓練の実施（2019年度：沼津事業所）

2．明電グループ全従業員（グループ会社含む）を対象としたEラーニングの実施

3．安否確認システム訓練、衛星電話通信訓練の継続実施

4．災害時に⽴ち上げる明電災害ポータルの運⽤開始

新型コロナウイルス感染症への対応

 新型コロナウイルス感染症の世界的な流⾏は、明電グループにおいても中国をはじめとする海外拠点に

も⽣産停⽌、部品調達の遅延、売上延期等の影響を及ぼしました。

 明電グループでは全社対策本部を⽴ち上げ、「新型コロナウイルス対策⾏動指針」「新型コロナウイル

ス対策マニュアル」を策定し、従業員の安全衛⽣を第⼀に、緊急事態宣⾔解消後も感染防⽌を意識した⾏

動（３密の回避、⼯場地区以外の出社者７割削減等）を継続するとともに、国内の全⼯場は同指針に従い

操業を継続する等により、事業活動への影響の低減を図っています。

 また、海外拠点においても各国の政府⽅針に従い、それぞれ「感染防⽌⾏動基準」を策定し、在宅勤務

や輪番出勤の導⼊、WEBコミュニケーションツールの導⼊加速により、従業員の安全衛⽣と事業継続の両

⽴を図っています。世界的な⼈の移動については制限が⻑期化すると⾒込んでいますが、更なるWEBコミ

ュニケーションツールの活⽤により、新たな働き⽅を推進してまいります。

93 明電グループのCSR 2020



⽅針、体制

情報セキュリティ管理の強化

 明電グループは、取り扱う情報に関するセキュリティの確保を重要な経営課題と認識し、情報資産を災

害・事故・犯罪・過失などの脅威から保護します。また、情報管理を維持・向上させることで、情報の漏

洩・改竄・盗難・紛失などの事件・事故防⽌に努めています。

情報セキュリティ管理体制図

取組み

 2020年度も継続して、明電グループ全体での情報セキュリティ強化に対する取組みを⾏っています。

1.�インシデント発⽣状況の分析と原因別対策実施�：

 標的型メール攻撃などの不審メールによるウイルス感染や不正ログインなどから情報を守るためのハー

ド・ソフト⾯の対策と、情報機器の盗難・紛失・誤操作など主に⼈的要因に起因する対策の双⽅向から分

析と対策を実施しています。

2.�持続的な情報セキュリティ対策�：

 従来は「防御」を主体とする取組みでしたが、「予測／防御／検知／事後対応」といった枠組みで、持

続的なセキュリティ対策を⾏うべく努めています。

 「検知」の強化として、2017年度にSOC（Security�Operation�Center）を導⼊し24時間365⽇の検

知体制を整え、更に、2019年度は全パソコンに次世代アンチウイルスソフトの導⼊を実施しています。

 「事後対応」の強化として、2019年度に明電CSIRT(Computer�Security�Incident�Response�Team)

を構築、⽇本シーサート協議会に加盟し、インシデント対応の迅速化に向けた社内体制整備も進めていま

す。

 今後も、ハード・ソフト⾯での対策強化を図るとともに、情報セキュリティ教育や不審メール訓練な

ど、⼈的な⾯での対策も施し、情報セキュリティ対策のグループ内展開を継続的に実施しています。

3.�サプライチェーンの情報セキュリティ強化�：

 2017年度より取引先と情報セキュリティ強化に向けた活動を継続しています。取引先には情報セキュリ

ティ対策を経営課題として認識していただくとともに、勉強会・説明会を随時開催しています。

 2019年度より⼀部の取引先へ現地訪問を実施、対策状況を確認する活動も始めています。このようにサ

プライチェーン全体での情報セキュリティ強化に向けた活動を継続して実施しています。
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トップページ CSR・環境活動 コーポレート・ガバナンス コンプライアンス

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス

⽅針、体制

コンプライアンスに関する⽅針と体制

 明電グループ企業⾏動規準では、会社業務に関する法令をはじめ、国内外の法令、慣習その他全ての社

会規範とその精神を⼗分に理解し、これらを遵守または尊重するとともに、常に⾼い企業倫理と社会良識

を持って⾏動することをうたっています。

 明電グループは、この⽅針のもとに、お客様や社会からの信頼に応えて誠実に業務を⾏うことを⽬指

し、コンプライアンス推進規程に基づいて、明電舎及びグループ各社の役員や部課⻑をはじめとする管理

職が主体となって、⾃職場のコンプライアンス推進に取り組んでいます。

 また、この職場の組織とは別に、コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス活動の⽅針決

定、コンプライアンス教育、コンプライアンス通報にかかわる事柄への対応、発⽣した様々な事象に対し

て、⾒解を⽰し、問題を解決することに努めています。

 職場内での相談事項や発⾒した問題の報告を通じてコンプライアンス委員会と職場をつなぐため、各職

場にコンプライアンスマネージャを配置することで、連絡・報告体制の強化を図っており、明電グループ

内で相互に連絡を取り合いながら、コンプライアンスを推進する活動に注⼒しています。

このようなグループ全体のコンプライアンスに関する取組みとして、2019年度は国内グループ会社のコン

プライアンス推進体制の充実を図りました。また、海外コンプラアンスの強化を⽬的に海外グループ会社

の内部統制の仕組みの整備を継続して進めています。

コンプライアンス体制

腐敗防⽌に関する⽅針

 不正な利益提供⾏為や独占禁⽌法に抵触する事業活動を禁⽌することを「絶対的禁⽌事項」として3項

⽬にまとめ、取締役会で決議しています。これらを徹底するための活動の状況については、コンプライア

ンス委員会への報告が⾏われています。
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コンプライアンス研修

コンプライアンス通報制度

 違法⾏為や不適切⾏為の防⽌や早期問題解決を図ることを⽬的に、コンプライアンスに関する通報制度

を設けています。この通報制度には、独禁法・贈収賄規制違反等の法令違反、社内外のルール違反や労務

問題など幅広くコンプライアンス問題を取り上げる「コンプライアンス・ホットライン」、ハラスメント

の対応に特化した「ハラスメント相談窓⼝」及び違法⾏為等の早期発⾒と是正のための公益通報窓⼝があ

ります。また2018年度にはサプライヤ専⽤の通報窓⼝も整備しました。

 コンプライアンス・ホットラインは従業員が専⽤電話、書⾯、専⽤メールのいずれの⼿段でも匿名にて

社内窓⼝へ通報ができます。公益通報窓⼝は社内のほか社外窓⼝として弁護⼠事務所にも設置し、明電グ

ループの従業員（退職者含む）、派遣・請負社員、サプライヤが利⽤できます。

 通報窓⼝に寄せられた情報は、コンプライアンス委員会として調査を⾏い、必要に応じて弁護⼠と相談

しながら対処する仕組みになっています。また国のガイドラインに則り、通報者⽒名などの情報管理、通

報したことで不利益になるようなことのないように、通報制度への信頼性向上を図っています。2019年度

に寄せられた明電グループにおける通報・相談は47件あり、そのうち対処の必要なものに関しては事実確

認のうえ、対応しています。制度の運⽤については監査部⾨による社内監査を受けています。

⼈権侵害を回避する仕組み

ハラスメント防⽌の体制

 ハラスメントはコンプライアンス問題でも相談件数の多い問題であり、ハラスメントに特化した体制を

整備するためハラスメント防⽌委員会を設置し、秘密管理・対応の⼀元化と啓蒙活動の強化に努めていま

す。

 ハラスメントに関する通報では、特に通報者を含む⼈間関係に配慮した対策が求められるため、ハラス

メントに特化した相談窓⼝を置き、相談しやすい環境を整備することで、⼈権侵害を回避できる仕組みを

構築しています。またハラスメント対策の啓蒙活動としては、管理職をはじめとした従業員に対するアン

ガーマネジメントの指導を強化しています。

取組み

コンプライアンス教育

 コンプライアンス委員会では、コンプライアンス及び内部統制に関す

る意識の維持・向上と各職場からの声を把握するため、毎年、全国の拠

点でコンプライアンス研修を開催しています。コンプライアンス研修で

は、明電グループ各社のコンプライアンスマネージャをはじめ従業員に

対し、活動状況の報告や教育、コンプライアンス委員会との意⾒交換を

⾏っています。

 2019年度は全国の拠点で研修を実施し、1,443名が参加しました。委

員会からの会社全体のコンプライアンス活動状況報告に加え、法務部⾨

からは営業や⽣産活動に関わる法律遵守の徹底に向けてケーススタディ

を⽤いながら独占禁⽌法・下請法を中⼼に教育が⾏われました。その他

ハラスメントや環境法令についての教育も⾏い、幅広いコンプライアン

ス意識の向上を図っています。
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 また、役員向けの外部講師による研修や部⾨⻑向けに内部統制強化を

⽬的としたグループワーク教育を継続して⾏っています。

これらの研修の参加者からは職場の状況、委員会への意⾒や要望、その

他多くの質問が寄せられたため、これらを2020年度の活動に反映させて

いきます。

グローバル化に向けたグループ企業⾏動規準の整備

 明電グループでは、従来「明電グループ企業⾏動規準」を定め、法令その他の社会的規範の遵守に努め

ており、これに企業理念体系と解説書を加えて⼀体化（冊⼦化）及び3か国語（⽇本語・英語・中国語）

対応とすることで、グローバル化に備えています。

 また、上記企業⾏動規準を補⾜する指針として、贈収賄防⽌法令および競争法令への対応のため、贈収

賄防⽌指針と公正競争遵守指針を、同じく3か国語で策定しています。

 これらの基準と指針は、グループ共通ポータルから参照できるようにしています。
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