
コーポレート・ガバナンス

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅は以下のとおりです。

当社は、取締役会が定める当社グループの企業理念、ビジョン、価値観、⾏動規範（総称して以下「企業理念
等」）、会社の⽬指す姿及びコーポレート・ガバナンス基本⽅針（※）に基づき、株主、投資家をはじめ従業員、
顧客、取引先、債権者、地域社会等の当社及び当社⼦会社（以下「当社グループ」）に係る全てのステークホルダ
ーとの信頼関係を構築するとともに、コーポレート・ガバナンスを整備しています。

当社は、会社法上の機関設計として、指名委員会等設置会社を採⽤し、監督と執⾏を分離することにより、取締役
会の経営監督機能の強化、経営の透明性・公正性の向上及び業務執⾏の意思決定の迅速化を図っています。

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化を経営の最重要課題のひとつとして、継続的に改善に取り組みます。

なお、当社グループは、世の中にとって不可⽋な基礎素材・部材を供給するとともに、リサイクル事業、再⽣可能エネルギー事業を有す
る複合事業体でありますので、業務執⾏を機動的かつ適切なものとするため、社内カンパニー制度を導⼊しています。

（※） 当社は、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え⽅及び枠組みを「コーポレート・ガバナンス基本⽅針」として取り纏
め、当社ホームページにて開⽰しています。

（取締役会）

取締役会の役割・責務は以下のとおりです。

株主からの委託を受け、経営の⽅向性を⽰すとともに、経営⽅針や経営改⾰等について⾃由闊達で建設的な議論を
⾏うこと等により、当社グループの中⻑期的な企業価値の向上に努める。

法令、定款及び取締役会規則の定めに基づき、経営⽅針や経営改⾰等、経営に重⼤な影響を及ぼす可能性のある事
項について決定する。

執⾏役が、⾃らの責任・権限において、経営環境の変化に対応した意思決定、業務執⾏を担うことができるよう、
取締役会規則等の定めに基づき、適切な範囲の業務執⾏の権限を執⾏役に委譲し、業務執⾏の意思決定の迅速化を
図る。

グループガバナンスの状況や経営戦略の進捗を含む業務執⾏の状況について執⾏役より定期的に報告を受け、監督
する。取締役会は、10名（うち社外取締役6名）の取締役で構成され、議⻑は取締役会⻑が務めています。

ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え⽅

企業統治の体制の概要
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■ コーポレート・ガバナンス体制の概要(2020年6⽉30⽇時点）

（指名委員会）

指名委員会は、取締役候補者の指名の⽅針、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、執⾏役の選
解任等について、取締役会からの諮問を受けて審議を⾏い、取締役会に答申します。
指名委員会は、5名（うち社外取締役3名）の取締役で構成され、委員⻑は社外取締役が務めています。

（監査委員会）

監査委員会は、内部統制システムを活⽤した監査を通じて、または選定監査委員が直接、取締役及び執⾏役の職務の適法性及び妥当性の
監査を⾏います。
監査委員会は、5名（うち社外取締役3名）の取締役で構成され、委員⻑は社外取締役が務めています。また、監査委員会監査の実効性を
向上させるため、常勤監査委員２名を選定しています。

（報酬委員会）

報酬委員会は、取締役及び執⾏役が受ける個⼈別の報酬等の内容に係る決定に関する⽅針を定め、その⽅針に従い、取締役及び執⾏役が
受ける個⼈別の報酬等の内容を決定します。
報酬委員会は、5名（うち社外取締役3名）の取締役で構成され、委員⻑は社外取締役が務めています。

（執⾏役）

執⾏役は、取締役会からの権限委譲に基づき、定められた職務分掌等に従い、業務の執⾏を⾏います。執⾏役は11名であり、執⾏役のう
ち、執⾏役社⻑である⼩野直樹、執⾏役副社⻑である鈴⽊康信の両⽒は、取締役会の決議により、代表執⾏役に選定されています。

（執⾏役会）

執⾏役会は、取締役会から権限委譲を受けて、当社グループ全体の経営に係わる重要事項について審議及び決定を⾏います。執⾏役会
は、11名の執⾏役全員で構成されており、議⻑は執⾏役社⻑が務めています。

経営の⽅向性を決定し、かつ、業務執⾏状況を監督する役割を有する取締役会は、専⾨知識や経験等が異なる多様な⼈材をもって構
成することを基本⽅針としています。特に、社外取締役候補者については、企業経営（当社グループ類似業種、異業種等）経験を有

取締役候補者の指名及び執⾏役の選解任

取締役候補者指名⽅針1.
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する⼈材、及び財務・会計、法務、⾏政、科学技術、国際関係等に関する幅広く⾼度な専⾨知識や豊富な経験を有する⼈材で構成さ
れるよう考慮しています。
上記の構成に関する基本⽅針を踏まえ、取締役候補者には、性別、国籍、⼈種等の個⼈の属性にかかわらず、

⾒識、⼈格に優れた⼈物

⾼い倫理感及び遵法精神を有する⼈物

会社経営に対する監督及び経営の⽅向性を決定する職責を適切に果たすことができる⼈物

を指名することとし、更に、独⽴社外取締役候補者についてはこれらに加え、

当社グループと重⼤な利害関係がなく、独⽴性を保つことができる⼈物

を指名することとしています。具体的な⼈選は、指名委員会において審議のうえ、決定します。なお、当社は、社外取締役につい
て、（株）東京証券取引所が定める独⽴性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独⽴性がないと判断します。

1. 現在または過去のいずれかの時点において、次の（１）、（２）のいずれかに該当する者

2. 現在において、次の（1）〜（5）のいずれかに該当する者

3. 過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）〜（５）のいずれかに該当していた者

4. 上記１の（１）、（２）、上記２の（１）〜（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

5. 当社の社外取締役としての在任期間が８年を超える者

業務執⾏を担当する執⾏役の選任にあたっては、性別、国籍、⼈種等の個⼈の属性にかかわらず、

⾒識・⼈格に優れた⼈物

⾼い倫理感及び遵法精神を有する⼈物

会社経営や当社グループの事業・業務に精通した⼈物

を選任することとしています。
選任の⼿続きとしては、まず、執⾏役社⻑が、必要に応じて関係役員と協議のうえ、執⾏役選任原案を策定します。その後、指名委
員会での審議・答申を踏まえ、執⾏役社⻑が取締役会へ執⾏役選任議案を上程し、経歴や実績、専⾨知識等の諸要素を総合的に勘案
したうえで、取締役会の決議により選任します。
また、これらの基準に照らして、著しく適格性に⽋ける事象が⽣じた場合、取締役の提案により、指名委員会での審議を経て、取締
役会の決議により解任することとしています。

当社の業務執⾏者または業務執⾏者でない取締役(1)

当社の⼦会社の業務執⾏者または業務執⾏者でない取締役(2)

当社との取引先で、取引額が当社または取引先の直前事業年度の連結売上⾼の２％以上である会社の業務執⾏
者

(1)

専⾨家、コンサルタント等として、直前事業年度において当社から役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受
けている者

(2)

社からの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執⾏者(3)

当社総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執⾏者(4)

当社の会計監査⼈またはその社員等(5)

執⾏役選解任⽅針2.
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当社グループの中⻑期的な企業価値の向上を牽引する優秀な経営者⼈材にとって魅⼒的な報酬制度とするとともに、株主をはじめとした
ステークホルダーに対する説明責任を果たすことができる報酬ガバナンスを構築することを⽬的とし、以下のとおり取締役及び執⾏役
（以下「役員」）の報酬の決定⽅針及び報酬体系を定めています。

＜基本報酬＞

基本報酬は、固定報酬として役位に応じ⾦銭で⽀払う。

＜年次賞与（短期インセンティブ報酬）＞

年次賞与は、単年度の業績評価及び⾮財務評価に加え、連結営業利益成⻑率の他社⽐較評価によって決定する。
具体的な評価項⽬は以下のとおりとする。

【評価項⽬】

① 経営の最終結果であり、株主との利益意識の共有化を図るための親会社株主に帰属する当期純利益

② 本業の収益⼒を評価する連結営業利益（事業系執⾏役は担当事業営業利益）

③ 短期的な業績には表れにくい、中⻑期的な企業価値の向上に向けた取り組みを評価する⾮財務評価

役員報酬等の決定に関する⽅針

役員報酬の決定⽅針1.

当社グループと類似の業態・規模の企業と⽐べ、競争⼒のある報酬⽔準となる制度とする。(1)

各役員が担う役割・責務に対する成果や中⻑期的な企業価値の向上に対する貢献を公平・公正に評価し、これ
を報酬に反映する。

(2)

当社グループの中⻑期的な企業価値の向上を図る健全なンセンティブとして機能させるため、基本報酬、事業
年度ごとの業績等の評価に基づく年次賞与、中⻑期的な業績や企業価値に連動する中⻑期インセンティブであ
る株式報酬により構成するものとし、報酬構成割合は役位に応じて適切に設定する。但し、取締役（取締役と
執⾏役を兼任する者を除く）については、執⾏役の職務執⾏の監督を担うという機能・役割に鑑み、⾦銭によ
る基本報酬のみとする。

(3)

年次賞与は、事業年度ごとの業績に加えて中⻑期的な経営戦略の遂⾏状況等を適切に評価し、これを報酬に反
映する。

(4)

中⻑期インセンティブは、中⻑期的な企業価値の向上を図るため、株主との利益意識の共有を実現する株式報
酬とする。

(5)

報酬の決定⽅針及び個⼈別の⽀給額については、過半数を独⽴社外取締役によって構成する報酬委員会で審議
し決定する。

(6)

株主をはじめとしたステークホルダーが業績等と報酬と関連性をモニタリングできるよう必要な情報を積極的
に開⽰する。

(7)

役員報酬体系2.

取締役（取締役と執⾏役を兼任する者を除く）
取締役の報酬体系は、⾦銭による基本報酬のみとし、外部専⾨家の調査に基づく他社報酬⽔準を参考に取締役
としての役位、常勤・⾮常勤の別等を個別に勘案し決定する。

(1)

執⾏役
執⾏役の報酬体系は、固定報酬である基本報酬と業績連動報酬である年次賞与及び株式報酬で構成する。ま
た、報酬構成割合は、執⾏役社⻑において、「基本報酬︓年次賞与︓株式報酬＝1.0︓0.6︓0.4」（※年次賞
与については⽀給率100％の場合）を⽬安とし、その他の執⾏役は、業績連動報酬の基本報酬に対する⽐率を
執⾏役社⻑より低めに設定する。
また、その報酬⽔準については、外部専⾨家の調査に基づく同輩企業（報酬委員会が定める同規模企業群）の
報酬⽔準を参考に決定する。

(2)
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④ マーケットの成⻑以上の成⻑を意識付けるための最終的な調整係数としての連結営業利益成⻑率の他社⽐較（⾮
鉄6社及び同規模製造業各社との他社⽐較）

【算定式】

⽬標を達成した場合に⽀給する額（年次賞与基本額）を100％とし、個⼈別に、以下の算定式により算出する。
年次賞与＝役位別の年次賞与基本額×業績評価⽀給率（※）

（※）業績評価⽀給率は、業績の達成度に応じ０％〜200％の範囲で変動

【評価ウェイト】

役位に応じた基本額を、親会社株主に帰属する当期純利益及び連結営業利益（事業系執⾏役は担当事業営業利益）を各40％、⾮財務評価
を20％の割合で評価したうえで、連結営業利益成⻑率の他社⽐較を最終的な調整係数として⽤いて年次賞与額を決定する。

＜株式報酬（中⻑期インセンティブ報酬）（※）＞

株式報酬は、株主との利益意識の共有を実現し、当社グループの中⻑期的な企業価値向上のインセンティブとして機能させることを⽬的
として、信託の仕組みを利⽤した制度とし、役員退任時に役位に応じた当社株式及び当社株式の換価処分⾦相当額の⾦銭を交付及び給付
する。なお、交付する株式については、業績条件・株価条件を設けない。
なお、国内⾮居住者については、法令その他の事情により、これとは異なる取り扱いを設けることがある。

（※）株式報酬制度は、ＢＩＰ信託を⽤いて、役員等に当社株式の交付等を⾏う仕組みです。ＢＩＰ信託は連続する３事業年度（当初は
2020年度から2022年度）を対象として、各事業年度の役員等の役位に応じたポイントを付与し、累積します。役員等の退任後、
当該累積ポイント数に相当する当社株式及び当社株式の換価処分⾦相当額の⾦銭を役員報酬として交付及び給付するインセンティ
ブプランです。

取締役、監査役及び執⾏役の報酬等の額

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）
⽀給⼈員（名） 

基本報酬 賞与 

取締役
（うち社外取締役）

273 
（99）

273
99

̶ 14
（6）

監査役
（うち社外取締役）

33 
（15）

33
（15）

̶ 5
（3）

執⾏役 275 275 ̶ 10

（注1） 当社は2019年６⽉21⽇開催の第94回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移⾏し
ました。そのため、上記表中の監査役の報酬等の総額及び⽀給⼈員につきましては、2019年４⽉１⽇から同年６⽉21⽇までの間
に在任しておりました監査役の当該期間に係る報酬等の総額及び⽀給⼈員を記載しています。

（注2） 取締役と執⾏役を兼任する者に対して⽀給された報酬等の総額については、執⾏役の欄に記載しています。
（注3） 指名委員会等設置会社移⾏前の取締役の報酬額は、2016年６⽉29⽇開催の第91回定時株主総会決議により、⽉額49百万円以内

（うち社外取締役⽉額６百万円以内）と定められていました。

注１
注3 注4

注3

注4

注２
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（注4） 指名委員会等設置会社移⾏前の監査役の報酬額は、2007年６⽉28⽇開催の第82回定時株主総会決議により、⽉額17百万円以内
と定められていました。

（注5） 取締役の基本報酬のうち、株式取得型報酬は６百万円です。また、執⾏役の基本報酬のうち、株式取得型報酬は27百万円です。
なお、当社は報酬委員会の決議により2020年度以降の取締役及び執⾏役の報酬制度を改定し、株式取得型報酬制度に代えて信託
の仕組みを利⽤した株式報酬を導⼊しています。

（注6） 指名委員会等設置会社移⾏前の取締役の賞与額は、2006年６⽉29⽇開催の第81回定時株主総会決議により、社外取締役以外の
取締役に対し年額１億70百万円以内と定められていました。

（注7） ⽀給⼈員には、当事業年度中に退任した取締役３名及び監査役５名を含んでいます。2019年度末⽇現在の取締役は11名、執⾏役
は10名です。また、⽀給⼈員は、指名委員会等設置会社への移⾏に際し取締役を退任し執⾏役に選任された者及び監査役を退任
し取締役に選任された者並びに取締役と執⾏役を兼任している者を重複して集計し記載しています。

当社では、毎年、各取締役による評価に基づき、取締役会の実効性についての分析・評価を⾏っています。
2019年度の取締役会の実効性評価の⽅法及び結果の概要は以下のとおりです。

2019年12⽉に取締役11名全員に対しアンケートを配布し、全員から回答を得ました。その後、2020年2⽉開催の取締役会におい
て、アンケートの回答結果も踏まえて取締役会の実効性に関する審議を⾏い、同年3⽉開催の取締役会において、2019年度の取締役
会の実効性の評価について決議しました。
なお、アンケートについては、2019年6⽉21⽇開催の第94回定時株主総会における承認を経て指名委員会等設置会社へ移⾏したこと
等を踏まえ、設問の⾒直しを⾏ったうえで実施しました。

アンケートの項⽬の⾻⼦は以下のとおりです。

取締役会における審議の結果、2019年度の当社取締役会の実効性は確保されていることが確認されました。アンケートの回答結果及
び取締役会における審議の概要は以下のとおりです。

取締役会の実効性評価

分析・評価⽅法1.

2019年度のアンケートの項⽬2.

指名委員会等設置会社への移⾏に関する事項
・移⾏⽬的の達成状況の確認、指名、監査、報酬各委員会の職務執⾏状況の監督に関する事項等

(1)

企業価値向上のため、特に重要と考えられる事項
・経営戦略に関する事項、デジタルトランスフォーメーションに関する事項等

(2)

経営モニタリングの実効性に関する事項
・政策保有株式の縮減の監督、グループガバナンス等の監督に関する事項等

(3)

取締役会の運営に関する事項
・取締役会の構成、開催頻度、議案、付議資料に関する事項等

(4)

2019年度の評価結果の概要3.

指名委員会等設置会社への移⾏に関する事項
指名委員会等設置会社への移⾏の⽬的としていた「業務執⾏の意思決定の迅速化」、「経営監督機能の強
化」、「経営の透明性、公正性の向上」については、効果的に実現されつつあるが、移⾏してからの期間が短
いため、今後継続的に改善していく必要があるとの意⾒が出されました。特に、「経営監督機能の強化」につ
いては、執⾏役からの報告内容を含め監督のあり⽅に改善の余地があるとの意⾒が出されました。
当社取締役会では、これらの意⾒も踏まえ、指名委員会等設置会社としての適切な経営のあり⽅を検討してい
きます。

(1)

企業価値向上のため、特に重要と考えられる事項
中期経営戦略の策定にあたっては⼗分に議論が⾏われているとの意⾒が出された⼀⽅で、中期経営戦略に基づ
く諸施策等に対する監督機能をより有効に果たしていくためには、報告の⽅法・内容等に改善の余地があると
の意⾒が出されました。

(2)
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監査委員会による監査の状況

監査委員は、執⾏役会その他重要な会議に出席するほか、取締役、執⾏役、内部監査担当部署、その他内部統制所管部⾨等からその職務
の執⾏状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、監査委員会が定めた監査委員会監査基準及び監査計画等に従い、選定監査委員が本社
及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて⼦会社等の往査を実施して、取締役及び執⾏役の職務執⾏状況を
監査する体制をとっています。また、主要グループ会社の監査役と定期的に会合を持ち、グループ経営に対応した監査体制の連携強化に
努めています。これら監査委員の監査についての職務を補助するための組織として、内部監査担当部署内に監査委員会を補助する部内組
織を設置しています。

内部監査の状況

内部監査担当部署である監査部は、2020年６⽉30⽇現在、監査部⻑ほか24名の使⽤⼈で構成され、執⾏役社⻑の指⽰のもと、監査委員
会と連携して、執⾏役社⻑及び監査委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社グループにおいて内部統制システムが適切に構成・
運⽤されているかの調査、当社グループにおける会社業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活⽤状況、リスク管
理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等についての監査を⾏っています。
また、内部監査担当部署は、監査委員会とは期初に双⽅の監査計画について協議を⾏ったうえで、監査を実施するほか、監査委員会に対
して定期的に監査結果の報告を⾏い、情報の共有化を図り、緊密な連携をもった監査に取り組んでいます。
他⽅、監査委員会は会計監査⼈とも双⽅の監査計画について協議を⾏ったうえで、会計監査⼈から定期的に監査結果の報告を受け、情報
の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しています。

内部統制については、2006年1⽉の内部統制システム整備委員会設置以降、会社法、⾦融商品取引法等への対応のみならず、当社及びグ
ループ会社に最適な内部統制システムの充実を図るため、内部統制整備の基本⽅針策定、財務報告に係る内部統制評価・開⽰制度に関す
る事項への対応等を⾏ってきました。
2019年度の財務報告に係る内部統制評価については、「開⽰すべき重要な不備」には該当せず、内部統制は「有効である」との結果に
て、 2020年6⽉に「内部統制報告書」を提出しており、監査法⼈からも「その内容が適正である」との報告を受けています。

当社取締役会では、これらの意⾒も踏まえ、中期経営戦略等の経営戦略に関する適切な監督のあり⽅を検討し
ていきます。

経営モニタリングの実効性に関する事項
政策保有株式については、従来から踏み込んだ縮減の⽅針等は議論されているとの意⾒が出された⼀⽅で、今
後縮減の状況について継続的に監督していく必要があるとの意⾒が出されました。
グループガバナンス等の監督に関する評価については、2018年より改善が⾒られ、⼗分な報告と指⽰は⾏え
ているとの意⾒が出された⼀⽅で、より⾼いレベルのグループガバナンスの実現のためには更なる議論、検討
が必要であるとの意⾒が出されました。
当社取締役会では、これらの意⾒も踏まえ、経営モニタリングの実効性の更なる向上に取り組んでいきます。

(3)

取締役会の運営に関する事項
取締役会に付議する議案に関する評価については、2018年より改善が⾒られ、指名委員会等設置会社へ移⾏
し執⾏役へ権限委譲を⾏ったことから、⼀定程度は整理されたとの意⾒が出されました。
取締役会資料については、⼯夫がなされ効率化が図られているとの意⾒が出された⼀⽅で、量・内容について
は改善する余地があるとの意⾒が出されました。
当社取締役会では、これらの意⾒も踏まえ、議論を円滑に⾏うにあたっての資料のあり⽅を検討していきま
す。
今後も、当社取締役会は、上記の点を含め、更なる実効性の向上のため継続的な取り組みを⾏っていきます。

(4)

監査の状況

内部統制
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今後のグループガバナンス強化に関する取り組み
当社グループにおいて発⽣した品質問題を受けて、問題の 背景にある課題を抽出し、今後このような事態を繰り返すことがないよ
う、グループガバナンス体制強化策並びに品質問題再発防⽌策を講じてきましたが、これらの施策は着実に進捗し、所期の成果が得ら
れています。
これまでの活動実績、成果については「ガバナンス強化策モニタリング委員会」に報告し、確認、監督を受けていましたが、 同委員
会において、この２年間の取り組みを通して各施策が確実に実⾏され、所期の成果を上げていることを確認できたことから、同委員会
は2020年５⽉１３⽇付で解散しました。
今後、品質管理を含むグループガバナンス強化については、当社内に設置されたサステナブル経営推進本部が統括、推進します。ま
た、各拠点のガバナンスに関する計画の審議、進捗確認を⾏うガバナンス審議会を継続します。
各拠点は、サステナブル経営推進本部等が策定するグ ループ⽅針及びガバナンス審議会で承認されたガバナンス計画に従い、⾃律的
に品質管理やガバナンス強化に関する取り組みを継続していきます。これまでに引き続き、品質管理を含むグループガバナンス強化の
取り組みを継続するとともに、その状況については取締役会に報告し、取締役会にてモニタリングを続けていきます。これまでに実施
した各種施策が形骸化することのないよう留意し、さまざまな環境の変化により困難な状況が⽣じても、SCQDE の優先順位を守ると
いう強い意志を経営層から⽰し続けていきます。

執⾏役常務 佐々⽊ 晋

■ 今後のグループガバナンス強化に関する取組み

品質管理を含む当社のグループガバナンス強化については、当社内に設置されたサステナブル経営推進本部が統括、推進いたします。ま
た、各拠点のガバナンスに関する計画の審議、進捗確認を⾏うガバナンス審議会を継続し、各拠点は、サステナブル経営推進本部等が策
定するガバナンス強化に関する取組みを継続していきます。コーポレート部⾨は、各拠点の取組みの⽀援を続けていきます。
このように、引き続き品質管理を含むグループガバナンス強化の取組みを継続するとともに、その状況については取締役会に報告いたし
ます。

グループ全体のガバナンス強化に向けて
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■ 当社グループが⽬指すグループ・ガバナンスの姿

親・⼦会社間、本社・⼯場間及び各⼦会社内で円滑かつ⾃律的にコミュニケーションが⾏われるガバナンスの姿を⽬指します。
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①

②

③

④

⑤

当社グループにおいては、グループガバナンスの課題への対応に取り組んでまいりました。
今後、各施策を継続することでさらに効果が発揮されるよう努めます。

施策名 具体的取組 2018〜2019年度実績 効果/今後の取組

ガバナンス関係審議・報告体
制強化
管理部⾨の機能強化・事業部
⾨との連携強化

グループガバナンス報告体制等
の整備

・ガバナンス審議会︓年2回実施
・ガバナンス実施計画書/進捗報

告の運⽤

グループを挙げてガバナンス課
題抽出・対応、資源配分への配
慮ができている

管理部⾨によるガバナンス関係
事項の管理・⽀援機能の強化

・重点⽀援拠点の選定及び⽀援
強化実施（約20拠点）

・海外地域統括会社の⽀援強
化。教育⽀援を実施

ガバナンス体制の弱い海外⼩規
模拠点に対する対策の実施が必
要

新リスクマネジメントシステム
の運⽤

・新リスクマネジメントシステ
ムを構築

・管理者・担当者向けに研修を
実施

・仕組みの改善

グループ全体の重⼤リスクの把
握・対応ができたが、洗い出さ
れた重⼤リスク（⼈材不⾜、設
備⽼朽化・劣化）については今
後も対策を実⾏

⼈材育成の強化・⼈材交流活
性化

役員ガバナンス研修 ・グループ全役員290名
・グループ新任役員59名

経営者の責任と役割の認識が向
上

あらゆる階層におけるコンプラ
イアンス意識向上とコミュニケ
ーション強化

・CSR管理者向け研修︓約220
名（2年計）

・コミュニケーションワークシ
ョップ︓第⼀線管理者層約
1,000名、全課⻑層約2,500
名

・CSR研修、コンプライアンス
⼩集団活動︓全グループ展開
従業員ハンドブック制作（国
内外全グループ向け）

・コンプライアンス意識、バッ
ドニュースファーストの意識
づけが徹底

・当社⼀グループ会社の⾵通し
は良化するも職場内のコミュ
ニケーションは更なる改善が
必要

・コミュニケーションワークは
対象層を拡⼤

コンプライアンス意識調査 半年に1回実施（海外は年1回）
（当社グループ社員の約90%、
約20,000名が回答）

年1回に頻度を変更し継続実施

⼈材交流活性化 当社ーグループ会社間で約30名
の⼈材交流を実施

各階層での実施には⾄っておら
ず、交流範囲の拡⼤

内部監査の強化 ガバナンス監査・品質監査 監査頻度を年1回/5〜6年から1
回/2年に変更し、年間約200社
実施

継続実施

事業最適化の観点からの検討 ガバナンスの観点でグループ会
社を区分

中期経営戦略で事業ポートフォ
リオ最適化の考え⽅を開⽰

考え⽅に従って対応

グループガバナンス体制強化の取り組み

86



リスクマネジメント
当社グループを取り巻くさまざまなリスクに適切に対応し、被害・損害を極⼩化することにより事業を安定的に運営するために、当社グ
ループではリスク感度とリスクコントロール能⼒の向上に努めています。２０１８年度には当社グループのガバナンス体制強化の⼀環と
して、従来のリスクマネジメントの仕組みを⾒直し、より実効性と確実性を⾼めた新たなリスクマネジメントシステムを構築し、国内外
の全グループ事業拠点においてリスク低減活動を展開しています。

当社グループのリスクマネジメント活動は、「事業活動に負となる事象の要因を管理し、健全な事業の継続を⽀援する」ことを⽬的とし
ています。この⽬的を達成するため、3つの基本⽅針を定め、活動を展開しています。

リスクマネジメントの基本⽅針と実施事項

1. ハイリスク対応 リスクランクを反映した対策を実施

2. 未認識リスクの発⾒ リスク管理台帳を使⽤し網羅的にリスクを整理

3. リスク情報の共有化 全社取り組みリスクを関係者に開⽰

当社グループでは、グループ全体で共通性や優先度が⾼い、事業運営に深刻な影響を及ぼす重⼤リスクを経営レベルで特定する⼀⽅で、
各事業分野における固有の重⼤リスクは事業部⾨が特定しています。
全グループで優先的に取り組む重⼤リスク、及び各事業部⾨が取り組む重⼤リスクの内容と対応⽅針については、当社のサステナブル経
営推進本部、執⾏役会及び取締役会で決議され、年次で決定されます。これに沿い各事業拠点は活動の実施計画を策定し、ガバナンス審
議会における審議を経て、リスク低減活動を展開しています。
活動内容は、経営層やコーポレート部⾨とも共有され、進捗状況は、サステナブル経営推進本部、執⾏役会、取締役会、内部監査、及び
社外取締役で構成するモニタリング委員会等により定期的にモニタリングされる体制としています。また、リスクマネジメント活動で捉
えたリスク情報は内部監査の材料として提供され、監査等により指摘されたリスクについても適宜リスクマネジメントの対象に追加され
る仕組みとなっており、全体として厳にPDCA管理を⾏っています。
なお、教育⾯では、社内及び社外コンサルタントを起⽤した研修を国内外で実施し、リスク感度の向上とリスクコントロール能⼒の強
化・底上げに努めています。

当社グループでは、２０１８年度にグループガバナンス体制強化策の⼀環として、よりリスクマネジメントの実効性を⾼めるべく従来の
仕組みを⾒直し、強化した新たなリスクマネジメントシステムを構築し、２０１９年度より国内外の全グループにて活動を展開していま
す。また２０２０年度からはリスク情報を可視化する機能について利便性の向上を図り、親⼦間でのコミュニケーションが円滑に⾏われ
るように改善しています。

ガバナンス

リスクマネジメント活動

基本的な考え⽅

推進体制

新リスクマネジメントシステム

強化のポイント
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新リスクマネジメントシステムの主な強化ポイント

1.  重⼤リスクを漏れなく洗い出し、重点的に対策を実施

2.  グループ全体のリスクの状態を可視化し、リスクポートフォリオ管理とモニタリングを強化

3.  経営幹部、コーポレート部⾨、カンパニー等事業部⾨、事業拠点ごとに、役割と責任を明確化

4.  重⼤リスクに関する親⼦間における対話、協議の強化と、事業拠点に対する適切な⽀援の実施

重⼤リスクについては、その属性に応じて4分類し、階層（経営レベル、コーポレート部⾨、カンパニー等事業部⾨、事業拠点）ごとに関
与⽅法につき役割と責任を設定しています。
特に、事業拠点単独ではリスク対策の実⾏が困難な場合には、親会社や所管の事業部⾨、及び専⾨性を有するコーポレート部⾨と協議の
うえ、⼗分な⽀援を受けることができる体制にすることにより、重⼤リスクへの対応を漏れなく確実に⾏うことを⽬指しています。

■ 重⼤リスクごとの階層に応じた役割と責任

リスクの状態やリスク低減活動の進捗状況等を可視化することにより、リスク情報をモニタリングしやすくしています。
当社グループが保有するリスクをマッピングし、どのリスクに優先的に経営資源を投⼊し、どこまでリスクを低減するか等、迅速かつ適
切に判断するよう努めています。
また、リスク低減活動の進捗状況を⼀元的にモニタリングすることにより、遅延案件の特定が容易となり、速やかかつ適切な対応が可能
となります。
２０２０年度からは、より使い易いツールへ改良し、また全グループの重⼤リスク情報をグループ内で共有できるようにしました。これ
により、管理⽔準を向上させることと併せ、リスク対策の好事例をグループ内で⽔平展開し易くしました。

リスク対策に関する親⼦間協議、⽀援の強化

リスクポートフォリオ管理とモニタリングの強化
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■ リスク情報の可視化

※ 図に掲載した個々のリスク項⽬は⾮開⽰のため、画像に処理を加えています。

当社グループは、⾃然災害、事故、テロ及びパンデミック等の危機事態に迅速かつ的確に対応するべく、危機管理体制の強化に努めてい
ます。当社グループ全体に適⽤される危機管理関連規定を運⽤するとともに、事業継続計画（Business Continuity Plan）を国内外の全
連結⼦会社で策定し、危機事態が発⽣した場合でも、事業を早期に復旧し継続することにより、お客様への影響を最⼩限に⽌めるよう努
めています。
これと併せて、社外コンサルタント会社等から世界各地の最新の危機管理に関する情報や専⾨的な助⾔を随時受けており、海外出張者及
び現地駐在員は、有事の際に⾏動判断の助⾔や直接的な安全確保サービス及び医療サービスを現地で受けることができる体制としていま
す。また、国・地域ごとのリスクを考慮した安全確保の⼿引き（地域版）の展開や、特にリスクが⾼い国・地域のセキュリティチェック
等を⾏っています。
また、２０２０年度よりこれまでの危機管理活動で体制を整備してきた⾃然災害、事故、テロ及びパンデミック等に加え、品質不祥事、
事業系の法令違反、情報漏洩、サイバー攻撃、信⽤棄損等の重⼤なオペレーショナルリスクについても危機管理活動の対象としていま
す。
夫々の危機事態が発⽣した場合の対応体制、役割と責任を明確にし、時系列に対応事項等を整理したフレームワークを整備のうえ、広く
危機事態に対応できる体制としています。

当社グループでは、⾃然災害等の危機事態が発⽣した際に、いち早く従業員の安否や事業拠点の被害状況を把握し、グループ内で共有す
るために、２０１９年１⽉より危機管理システムを国内外に導⼊しています。
これにより、速やかかつ適切な初動対応が可能になり、また当社グループのネットワークを活かした被災地域の近隣拠点からの⽀援等も
可能となります。

危機管理活動

基本的な考え⽅

危機管理システムの導⼊
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当社グループは、情報セキュリティをＣＳＲ経営上の重要課題のひとつに位置付けており、特にお客様及びお取引先の個⼈情報について
は最重要情報資産のひとつと認識して、漏えいや滅失、破損のリスク低減に取り組んでいます。
情報セキュリティ活動については、⼤規模災害時等の事業継続も視野に⼊れて情報インフラの強化拡充に努めるとともに、サステナブル
経営推進本部の下部組織である「情報セキュリティ部会」の⽀援のもと、情報システムに関するさまざまな技術的対策の強化、並びにマ
ネジメントシステムの導⼊と運⽤を柱にしています。
技術的対策では、既知の脆弱性を狙った攻撃に対して、「被害にあわない」ための防御策を充実させる⼀⽅、標的型攻撃といった新たな
脅威に対しては、「多層防御の拡充」、「被害の早期検知」といったリスク低減策に取り組んでいます。
近年、感染被害が増加しているランサムウェア（⾝代⾦要求型ウイルス）をはじめとしたコンピュータウイルスへの対策については、当
社及び全グループ会社への注意喚起はもちろんのこと、脆弱性に対する修正プログラムやアップデートを強制的に適⽤させるシステムを
海外グループ会社にまで導⼊しています。
マネジメント⾯では、パフォーマンス評価、従業員教育といったＰＤＣＡサイクルを反復実施することで、セキュリティレベルの維持向
上に努めています。
深刻化するセキュリティの脅威に対して、今後とも、さまざまな技術的対策を、総合的・効率的かつ適切なレベルで検討・実施していき
ます。

危機管理システム

情報セキュリティ
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コンプライアンスの徹底

当社グループでは、コンプライアンスを法令遵守はもとより企業倫理や社会規範を含む広い概念として捉え、ステークホルダーの期待に
誠実に応えていくことと考えています。
当社グループ全体のコンプライアンス体制強化に向け、国内外での研修をはじめとしたさまざまな施策を通じ、グループ社員⼀⼈ひとり
のコンプライアンス意識を⾼める地道な取り組みを続けてきました。これら取り組みを継続し、意識の浸透と定着を図っていきます。

CSR、特にコンプライアンスに関する教育や研修を、国内外の当社グループ社員へ⾏っています。
国内グループ各社の全社員が、年に1回はCSR研修を受講できる体制を整えるため、2012年からグループ会社を含めてCSR研修の講師を
養成しています。各事業所、グループ会社におけるCSR活動の推進者が講師となり、研修を⾏っています。
また、経営幹部に対しては、外部有識者を招き、CSR、コンプライアンスに関する講演を実施しています。更に2018年より、当社経営幹
部も講師となりグループ会社経営幹部に対し、ガバナンス、コンプライアンスにおいて経営者が果たすべき責任・義務・役割を理解させ
るとともに、それらを全うするための意識の醸成・⼿段の習得等を図るための研修を実施しています。
海外でのCSRに関する教育・研修は、世界各地域の事情も踏まえながら研修内容を検討し、海外統括会社での集合研修に加え、2018年度
よりＷｅｂ上での研修「WEBINAR」も導⼊し、幅広い地域での研修を効率良く実施しています。海外赴任前研修、あるいはグローバル⼈
材育成講座といった、海外赴任者を対象とした研修では、紛争鉱物問題、新興国等における⼈権問題（児童労働、強制労働）、関係国の
競争法、海外腐敗防⽌といったCSR上の問題について研修を実施しています。
これら国内外の研修については、外部講師やeラーニングも活⽤して、コンプライアンス意識の改⾰・強化をしていきます。

■ 2019年度教育・研修受講者数（グループ会社67社）★

各種教育・研修 受講者数（延べ）

国内事業所・⽀店、グループ会社CSR教育 17,003名

海外グループ会社CSR教育 369名

階層別教育 640名

その他（リスクマネジメント研修等） 563名

合 計 18,575名

当社及びグループ会社の社員等からの通報・相談を受け付けるために2002年12⽉より内部通報制度を運⽤しています。2020年1⽉からは
通報・相談窓⼝である「三菱マテリアルグループ社員相談窓⼝」の運営を外部専⾨業者に委託するとともに、グループ各社の対応体制の
整備を⾏い、通報・相談への適切な対応体制の整備と対応能⼒の強化に努めています。また、⼀連の品質問題のような不祥事の早期発
⾒・是正措置を監査委員の業務として⾏うことに資するため、2018年6⽉に「監査委員窓⼝」を設置し運⽤しています。これらの内部通
報窓⼝は当社グループ社員に配布している携帯⽤カードへの記載や、広報誌、CSR研修を通じて当社グループ全社員に周知しています。
更に海外グループ会社における横領、法令違反等の不正⾏為またはその恐れのある⾏為を早期に発⾒し、健全なガバナンス、コンプライ
アンス体制推進に資する海外内部通報制度の導⼊も進めていきます。

ガバナンス

コンプライアンスの徹底に向けて

コンプライアンス意識の浸透・定着

コンプライアンス教育の拡充・再徹底

内部通報制度の運⽤
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■ 内部通報窓⼝への相談件数推移［年度］

2014 2015 2016 2017 2018 2019

24件 33件 38件 42件 61件 58件

当社グループでは、第三者の知的財産権を尊重しつつ、⾃社権利の適切な保護・充実を図っています。特許のビッグデータを事業・開発
戦略に活⽤する特許俯瞰図を作成、分析するツールを導⼊し、運⽤しており、その分析情報を基に、事業戦略及びこれを⽀える研究開発
戦略に即した出願・権利化を進め、強い権利「群」の構築を進めていきます。また、秘密保持や共同開発等の社内の知財契約の確認・助
⾔を通じ、当社の知的財産リスクへの対応を⾏うとともに、知的財産の権利化・活⽤に関する理解を深めるため、新⼊社員から管理職に
⾄る社員に対して実施する階層別研修、知財技能検定取得に向けた研修、選択型研修等、各種社内教育を継続的に実施しています。
これらの活動で得た知⾒・課題、⽀援ツール、社内教育講座等をグループ会社に提供・開放することにより、社内・グループ事業部⾨の
知財ガバナンス⽔準の維持向上を図るとともに、当社グループ全体の知財リスクの低減と事業価値の最⼤化に貢献しています。

当社は、当社グループ各社、三菱グループ各社、現地法⼈並びに現地提携事務所等との連携を通じ、的確な情報収集及び適切な権利保護
に向けた体制を構築してきました。中国・東南アジアにおいては、ＰＰＨ（特許審査ハイウェイ）等の活⽤等により出願体制を整えると
ともに、中国を起点に発⽣する模倣品への対策を強化しています。また、インドでは、当社の顧問弁理⼠及び現地の特許・知財事務所を
通じて知財情報を把握し、当社知的財産の保護に向けた体制を充実化しています。

■ 新興国対応⽀援

知的財産マネジメント

中国・東南アジアにおける知的財産マネジメントの強化
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