
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(2021年6⽉24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10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、
10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。
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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）・組織運営に
関する経験・知⾒を有する⼈材、及び財務・会計、法務、⽣産技術、研究開発、営業販売、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。

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.

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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■ 取締役の専⾨性と経験（スキルマトリックス）

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、以下のとおり役員の報酬の決定⽅針及
びそれに基づく報酬体系を定めています。

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)
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＜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
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】

役位に応じた基準額を、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。

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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【年次賞与における業績評価指標の⽬標】

年次賞与における業績評価指標の⽬標については、原則、事業年度末の決算発表時における次期の連結業績予想を適⽤する（担当事業営業
利益については、連結業績予想の基礎となった数値を⽤いる）こととしている。なお、2020年度の執⾏役の賞与については、前事業年度の
業績の状況を踏まえ、不⽀給とすることを報酬委員会で審議し決定しており、年次賞与額の算定は⾏っていない。

＜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、執⾏役、執⾏役員及びフェロー（以下「執⾏役等」という。）の退任時に役位に応じた当社普通
株式及び当社普通株式の換価処分⾦相当額の⾦銭を交付及び給付（以下「交付等」という。）する。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。

（※）役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みを採⽤し、執⾏役等に当社普通株式の交付等を⾏う。連続する３事業年度（当初は
2020年度から2022年度まで）を対象（以下「対象期間」という。）として、各事業年度の執⾏役等の役位に応じて付与するポイントを累積し、
執⾏役等の退任後、当該累積ポイント数の70％に相当する当社普通株式（単元未満株式については切捨て）及び残りの累積ポイント数に相当す
る当社普通株式の換価処分⾦相当額の⾦銭を役員報酬として交付等するインセンティブプランである。１ポイント＝当社普通株式１株とし、信託
期間中に株式分割・株式併合等が⽣じた場合には、当社株式の分割⽐率・併合⽐率等に応じて、１ポイントあたりの当社株式数を調整する。な
お、当初の対象期間において執⾏役等に対して付与するポイント数の上限は、合計で35万ポイントである。

取締役及び執⾏役の報酬等の額（2020年度）

役員区分
報酬等の総額 
（百万円）

報酬等の種類

⾦銭報酬 ⾮⾦銭報酬

基本報酬 賞与（業績連動報酬） 株式報酬

総額（百万円） 対象⼈員（名） 総額（百万円） 対象⼈員（名） 総額（百万円） 対象⼈員（名）

取締役 
（うち社外取締役）

245 
（111）

245 
（111）

13 
（７） 

̶ ̶ ̶ ̶

執⾏役 438 316 11 ̶ ̶ 121 11

（注1） 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2） 対象⼈員には、当事業年度中に退任した取締役３名を含んでいます。2020年度末⽇現在の取締役は10名、執⾏役は11名です。
（注3） 執⾏役の賞与については、前事業年度の業績の状況を踏まえ、不⽀給とすることを報酬委員会で審議し決定しています。
（注4） 当社は、＜株式報酬（中⻑期インセンティブ報酬）＞に記載のとおり、信託の仕組みを利⽤した株式報酬を導⼊しており、上記株式報酬の額は

2020年度の費⽤計上額を記載しています。

当社取締役会は、定期的な開催に加え、適宜臨時に開催しています。2020年度は、20回開催しました。取締役会の実効性を確保するため
に、各取締役には極⼒全ての取締役会への出席を求めており、2020年度の出席率は100％でした。指名委員会（10回開催）、監査委員会
（16回開催）、報酬委員会（6回）においても、⾼い出席率を維持しています。

取締役会の開催・出席状況（2020年度）

 取締役会 指名委員会 監査委員会 報酬委員会 計

開催回数 20 10 16 6 52

全取締役の出席率（％） 100 100 100 100 100

社外取締役の出席率（％） 100 100 100 100 100

なお、取締役の任期は会社法に基づき2年ですが、各取締役がその能⼒を⼗分に発揮できるよう、必要な範囲で再任を⾏っています。現職の
取締役の2020年7⽉時点における平均在任期間は3.7年、過去5年に退任した取締役の平均在任期間は4.8年です。

取締役の平均任期（2021年7⽉現在）

項⽬ 単位 2020

現職の取締役の現時点における平均在任期間 年 3.7

過去5年に退任した取締役の平均在任期間 年 4.8

（※）

注４

注２

注１

注３ 注３

取締役会の開催・出席・在任状況
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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。 
2020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。

2020年12⽉に取締役10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。（なお、当該アンケートは、設問ごとに３段階
（３点＝できている、２点＝概ねできているが課題または改善すべき事項もある、１点＝できていない）で評価する⽅式としており、
設問ごとに⾃由記述欄を設けています。） 
その後、2020年度の取締役会の実効性の評価について、2021年２⽉開催の取締役会においてアンケートの回答結果等を踏まえて協議
した上で、同年３⽉開催の取締役会でこれを決議しました。

アンケートの項⽬の⾻⼦は以下のとおりです。

2019年度の取締役会の実効性評価の結果を踏まえ、当社は、2020年度に以下の事項に取り組みました。

取締役会における審議の結果、2020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
取締役会における主な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.

2020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後の運営に関する事項
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

(1)

企業価値向上のために重要と考えられる事項
中期経営戦略、ＤＸ等の経営戦略の監督
資本コストの把握、指標の設定に関する運⽤状況の監督

(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
企業倫理問題の報告体制の確認
グループガバナンス等の監督

(3)

取締役会の運営に関する事項
取締役会のバランス、多様性、規模
取締役会の開催頻度、議案、付議資料
取締役への情報提供及び⽀援体制

(4)

実効性向上に向けた2020年度の取り組み3.

「経営戦略の監督」に関する意⾒への対応（中期経営戦略に基づく諸施策の監督、資本コストの把握、指標の設定、ＤＸ
推進を含む経営戦略の確認） 
経営戦略に対する監督機能をより有効に果たすため、取締役会に対する執⾏役からの報告内容について、中期経営戦略に
基づく諸施策等の予算や⽬標に対する進捗・課題への対応等を中⼼とした報告となるよう⾒直しを⾏いました。また、Ｄ
Ｘ推進を含む中期経営戦略の重要施策については、定期的に取締役会において協議の場を設けました。

(1)

「政策保有株式縮減⽅針の監督」に関する意⾒への対応 
政策保有株式について、事業提携、取引関係及び投資効果に基づく検証を⾏い、保有 意義が認められない株式について
縮減を進めてきました。なお、実際の縮減の取り組み状況については、「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載し、
当社ホームページにて開⽰しています。

(2)

「取締役会資料の内容・量、事前の検討時間」に関する意⾒への対応 
 資料作成時のルールの徹底に加え、重要なポイントが把握できるように⼀部資料にサ マリー（概要書）を添付するこ
ととしたほか、業界⽤語や専⾨⽤語をまとめた⽤語集を配布するなどの取り組みを⾏いました。また、取締役会の議案に
関する参考資料の早期送付に努めるなど、取締役の事前の検討時間を確保するための取り組みを⾏いました。

(3)

2020年度の評価結果の概要4.

「経営監督機能の強化」に関する事項（中期経営戦略に基づく諸施策の監督、取締役会の適切な議案の内容と数、取締役
会資料の内容・量、事前の検討時間を含む監督のあり⽅について） 
重要課題等について取締役会以外にも時間を設けて⼗分に審議できているとの意⾒が出された⼀⽅で、中期経営戦略に基

(1)
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2020年度の取締役会の実効性評価の結果を踏まえた当社の2021年度の実効性向上施策は、以下の通りです。

今後も当社取締役会は、これらの意⾒も踏まえ、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。

監査委員会による監査の状況
監査委員は、インターネット回線を経由した⼿法も活⽤しながら、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

づく諸施策の監督については、計画と実績の差異の原因を分析するとともに、その原因に対する対応策についての監督を
更に充実させる必要があるとの意⾒が出されました。また、執⾏役からの報告内容を含めた監督のあり⽅には改善の余地
があるとの意⾒が出されました。

「資本コストの把握、指標の設定」に関する事項 
事業ポートフォリオの⾒直しについては⼗分な説明を受けているとの意⾒が出された⼀⽅で、資本コストに対する考え⽅
を整理する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。

(2)

「政策保有株式縮減⽅針の監督」に関する事項 
取り組みにより⼀定の改善が⾒られたとの意⾒が出された⼀⽅で、各政策保有株式の保有意義に関しては今⼀度精査が必
要との意⾒が出されました。

(3)

「グループガバナンス等の監督」に関する事項 
取締役会及び監査委員会で⼗分な報告と議論が為されているという意⾒が出された ⼀⽅で、引き続きコンプライアンス等
の事項について定期的に報告を受け、監督していく必要があるとの意⾒が出されました。

(4)

更なる実効性向上に向けた2021年度の取り組み

「経営監督機能の強化」に関する意⾒への対応（中期経営戦略に基づく諸施策の監督、取締役会の適切な議案の内容と数、取
締役会資料の内容・量、事前の検討時間を含む監督のあり⽅について）

取締役会資料の早期配布を徹底するほか、資料の特に重要な部分をハイライトする。
取締役会における執⾏役からの報告については、新規案件や、進捗が芳しくない案件の原因・対策等の説明に重点を置
く。
取締役が、業績概況等を踏まえたうえで各施策の妥当性を判断することができるよう、取締役会の付議事項について、事
業成績や予算・決算等に関する報告を前半に⾏う。
社外取締役が、当社の事業・主要プロジェクト、海外の拠点や事業展開、中期経営戦略に係る施策の概要や過去の経緯等
を把握できるよう、新たに社外取締役向けの説明会を定期開催する。

(1)

「資本コストの把握、指標の設定」に関する意⾒への対応
中期経営戦略の⼀部⾒直しに伴い、３⽉及び４⽉の定例取締役会で協議のうえ、ＲＯＩＣを含む財務計画を⾒直した。
（2021年５⽉14⽇開⽰済み）
次期中経に向けて適切な管理指標に基づくモニタリングの仕組みを構築するため、取締役会においてＲＯＩＣを含む管理
指標に関する適切な算出・運⽤⽅法等についての議論を深める。

(2)

「政策保有株式縮減⽅針の監督」に関する意⾒への対応
政策保有株式については、コーポレート・ガバナンス基本⽅針に則り、事業戦略上保有することが必要と認められる銘柄
を特定する。
上記を除く全ての上場銘柄については、計画的に売却を推し進め早期の全部売却を⽬指す。

(3)

「グループガバナンス等の監督」に関する意⾒への対応
当社グループ全体のコミュニケーション活性化施策及び内部統制強化策に引き続き取り組む。
モニタリングに必要な情報提供として、従来から実施している「サステナブル経営推進本部」による安全、品質やコンプ
ライアンス等に関する取締役会への報告を継続する。

(4)

その他
取締役と執⾏役の共通認識強化の観点から、原則としてすべての取締役会資料を執⾏役に開⽰する。
社外取締役への情報提供に係る利便性向上や充実化を図るため、社外取締役への専⽤ＰＣ及びタブレット端末の提供や、
Web会議システムの活⽤等に引き続き取り組む。

(5)

監査の状況
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上場株式縮減推移 連結純資産に占める政策保有株式割合（％）

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、2021年６⽉24⽇現在、監査部⻑ほか22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築・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、監査部は、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。 
2020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、
2021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。

当社は、事業戦略上必要である場合を除き、純投資⽬的以外の株式（政策保有株式）を取得・保有しない⽅針としています。 
政策保有株式について、毎年取締役会において、保有の妥当性を具体的に精査し、保有の適否を検証しており、検証の結果、保有意義が認
められない政策保有株式は縮減します。 
今後も、取締役会における保有の適否の検証結果に基づき、引き続き政策保有株式の縮減に努めることとしております。

2020年度における縮減
2020年度において、当社は政策保有株式（期初の保有上場株式、60銘柄）のうち、31銘柄の全部⼜は⼀部の売却を⾏いました。その売却
総額は約624億円（時価ベース）であります。

内部統制

政策保有株式の縮減について
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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り組みを継続していきます。関連部署は、各拠点の取り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ま
す。

※当社のコーポレートガバナンス体制の詳細は、上記、「コーポレート・ガバナンス体制の概要(2021年6⽉24⽇時点）」をご参照ください。

■ 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、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。

グループ全体のガバナンス強化に向けて

今後のグループガバナンス強化に関する取り組み
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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きました。 
今後、各施策を継続することで更に効果が発揮されるよう努めます。

グループガバナンス体制強化の取り組み
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コンプライアンス意識調査等に関する社員意識調査（第５回）の結果（2020年10⽉実施）

第１回調査で明らかになった点  第５回調査で明らかになった点

コンプライアンスに対する意識は⾼まっているが、ルールや⼿順の
具体化・周知徹底に継続して取り組む必要がある

▶ コンプライアンス強化のための経営層の取り組みやCSR・コンプ
ライアンス研修等についても⼗分であると感じている

コンプライアンス関連の報告・情報提供の重要性は充分に理解され
ているが、不安・ためらいを感じる社員も多い

▶ ほぼすべての社員がコンプラアインス関連の報告・情報提供の
重要性を理解している
その⼀⽅で報告・情報提供を⾏うことに不安やためらいを感じ
ている社員が依然として多い傾向にある

職制を通じたコンプライアンス強化を進めているが、職場のマネジ
メントやコミュニケーションの更なる改善が求められる

▶ ⼤多数の社員が、職場は相談しやすい雰囲気であり、コミュニ
ケーションが⼗分とれていると感じている
また、多くの社員が、上司は⾃⾝の業務を把握していると感じ
ている⼀⽅で、職場内で特定の担当者しか理解していない業務
があると感じている社員が依然多い
また、管理職に⽐べ、管理職以外の層に否定的な回答割合が⾼
い傾向が継続しており、管理職以外の層への浸透が⼗分でない
と考えられる

[調査対象] 
当社及び国内グループ会社（計67社）の全役員と全従業員 
海外グループ会社（計56社）の全役員と従業員 
[回答率]９１％
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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。

事業を安定的に運営するため、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。また、グループ全体でリスクマネジメントシ
ステムを展開しており、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・評価する⼀⽅
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をしています。 
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協議し、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、活動を展開しています。 
活動内容は、経営層や関係部署とも共有され、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。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。

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
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■ 重⼤リスクの選定プロセス

■ リスクマネジメント推進体制
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重⼤リスクは、その属性に応じて4分類し、階層（経営レベル、関係部署、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関係
部署と協議のうえ、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

■ 事業等のリスク

これら体制のもと、経営者が当社グループの業績及び財政状態に重要な影響を及ぼす可能性があると認識している主要なリスクは下表のと
おりです。なお、本内容については、有価証券報告書「事業等のリスク」項においても開⽰しています。

リスク名称 発⽣可能性 影響度

国際情勢、海外経済情勢 中 ⼤

市場動向 中 ⼤

原材料・ユーティリティ価格の変動 中 ⼤

調達品 中 ⼤

気候変動 ⾼ ⼤

⾃然災害・異常気象 中 中

公害及び環境法令違反の発⽣ 中 ⼤

感染症（新型コロナウイルス） ⾼ ⼤

情報セキュリティ ⾼ 中

財務リスク 中 ⼤

リスク対応における階層ごとの役割と責任

96



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、情報漏えい、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。

■ 危機管理システム

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経営上の課題のひとつに位置付けており、個⼈情報の取り扱いを含め、情報管理の徹底を図ることで
安全な事業運営を⽬指します。

当社グループは、情報セキュリティを経営上の課題のひとつに位置付けており、特に顧客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。

当社グループの情報セキュリティポリシーを守るため、「グループ情報セキュリティマネジメント規定」「情報セキュリティ対策基準」
「秘密情報管理規定」、そして各種の実施⼿順が定められ、その遵守を義務づけています。

グループ情報セキュリティマネジメント規定︓
当社グループが所有または管理する情報資産を盗難、漏えい、改ざん、破壊⾏為等から防ぎ、企業の損失を最⼩化することを⽬的として、
当社グループにおける情報セキュリティについてマネジメントシステムの構築及び運⽤に関する基本的事項を定めたもの。

情報セキュリティ対策基準︓
当社グループがとるべき電磁的情報資産に係る情報セキュリティ対策の基準を定めたもの。

秘密情報管理規定︓
情報資産全般の機密性を維持するための管理⽅法について、基本指標を定めるとともに、個⼈情報の取り扱いに関する基本的事項を定めた
もの。

■ 情報セキュリティポリシーと⽂書の体系図

また、情報セキュリティポリシーの確⽴、導⼊、運⽤、監視、⾒直し、維持及び改善を実施する「情報セキュリティ部会」を設置し、その
実効性を確保するため、当社及びグループ各社に情報セキュリティ統括責任者を置き、運⽤・監視にあたっています。

情報セキュリティ

基本的な考え⽅

管理体制
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■ 情報セキュリティ運⽤管理体制

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、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合わないための防御策を充実させる⼀⽅、標的型攻撃など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、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。

■ 基本的な考え⽅

当社グループは、従業員の感染防⽌と事業拠点や地域における感染拡⼤防⽌を最優先に、重要事業を停⽌させることのないよう、グループ
共通⽅針のもと、各種対策に取り組んでいます。

1. 従業員の健康と職場の安全を最優先に、感染予防・拡⼤防⽌に万全を期す。
2. 国や⾏政の要請・指⽰に従い事業活動を⾏うとともに、従業員個々⼈が私⽣活においても⾃覚を持って⾏動する。
3. 社会基盤を⽀える製品の⽣産・供給やリサイクル事業が途絶えることがないよう事業継続させ、顧客・社会からの要請に応え

る。
4. コロナ禍への取り組みを契機にワークスタイルの⾒直しに繋げ、⽣産性を向上させる。

■ 体制

当社グループは、中国において感染症の拡⼤が認められた2020年1⽉下旬の段階で本社に対策本部を設置し、グループの統⼀的な対応を指
揮しています。対策本部は、世界各地の感染症の流⾏状況に応じたグループ対応⽅針と予防対策のガイドライン等を策定し、全事業拠点へ
の周知を図るとともに、従業員の健康状態、国・地域の状況や⽅針・規制等、事業拠点への影響、サプライチェーンへの影響等の情報を⼀
元的に収集、経営陣とも共有し、状況の変化に応じて適切かつ迅速に対応するべくモニタリングしています。

情報セキュリティ遵守に向けたさまざまな取り組み

新型コロナウイルス感染防⽌と事業継続
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■ 感染予防・拡⼤防⽌策

国内外の全従業員の健康と職場の安全を確保すること、及び事業を⾏う各地域における感染拡⼤を防⽌するため、各種施策を実施していま
す。

1. 職場における感染予防策の周知・徹底と従業員の健康管理の徹底。
2. 罹患者やその疑いのある者が発⽣した場合の対応⼿順の周知・徹底。
3. オフィスにおける在宅勤務の本格運⽤、公共交通機関の利⽤制限、サテライトオフィスの活⽤。
4. 出張、会議、⾏事等の制限、WEB会議等のリモート対応。
5. 海外駐在員は、地域の流⾏状況、⾏動制限、医療⽔準、医療サービス体制の状態等に応じ、国外退避を実施。

■ 事業継続

当社グループの社会基盤を⽀える製品・サービスや、リサイクル事業等の重要事業を継続させ、顧客・社会からの要請に応えるため、拠点
ごとの事業継続計画に則り、感染症の流⾏状況と国・⾏政の要請に応じ各種施策を実施しています。

1. オフィスは重要業務を特定のうえ、在宅勤務を原則とし、出社は最⼩限のＢＣＰ要員に限定し事業を継続。
2. ⽣産拠点は、地域の感染拡⼤に伴う従業員の通勤制限や操業制限に応じた複数のシナリオに基づき、継続する重要業務の特定

とそれに応じた体制を整備。
3. 原材料調達先や業務委託先の分散化、物流ルートの複線化、顧客との連携強化等、サプライチェーンを強化。

■ 変化への適応

今後⻑期化が⾒込まれる深刻な実体経済への影響や事業環境、ビジネス構造の⼤きな変容に対応するべく、当社グループは市場や顧客との
連携を更に強化することと合わせ、テレワーク等の新たなワークスタイルへの移⾏や、デジタルトランスフォーメーションによる経営スピ
ードの向上、ビジネスモデルの再構築等の競争⼒を⾼めるためのさまざまな施策に取り組んでいきます。

▼関連記事︓コーポレートサイト
「新型コロナウィルス感染症に関連する当社の対応について」
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コンプライアンスの徹底

企業が持続的発展を遂げるために「コンプライアンス」はその⼟台となる重要な部分です。 
倫理的な企業⽂化や組織⾵⼟の醸成のため「コンプライアンス」意識の浸透・定着のための取り組みを実⾏しています。

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、グループ従業員⼀⼈ひとり
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。

当社グループでは、2006年から毎年10⽉を「三菱マテリアルグループ企業倫理⽉間」と定め、社⻑メッセージを社内イントラネットで配信
しているほか、各事業所、グループ各社が独⾃の活動を展開しています。企業理念体系を当社グループ従業員に浸透させるため、⼩冊⼦
や、ポスター、携帯⽤カード、従業員ハンドブックを作成し、配布しています。⼩冊⼦、ポスター、携帯⽤カード及び従業員ハンドブック
は22⾔語で作成し、世界各国の従業員と共有しています。また、2020年度には「従業員ハンドブック-ケーススタディ編-」を社内イントラ
ネットで配信し、国内グループ各社が教育活動に利⽤しています。 「SCQDE」について、CSR研修や対話型ワークショップでの教育、ポス
ター・携帯⽤カードの作成・配布等を通して、浸透に努めています。 ⾃由闊達なコミュニケーションができる組織⾵⼟を構築し、⾵通しの
良い組織を⽬指すことがガバナンス強化に繋がり、コンプライアンス違反の防⽌となることを認識し、対話型のワークショップや研修を通
じ、コミュニケーションの深化を図っています。 コンプライアンス⼩集団活動により、当社グループが直⾯する危機感を共有し、⾃分の問
題として考え、意⾒を交換することでコンプライアンス意識の醸成及び職場内コミュニケーションの向上に取り組んでいます。 
全従業員を対象としたコンプライアンス意識調査を2018年度より継続して年1回⾏い、その結果を分析することで各種取り組みの効果測
定・推進に役⽴てています。

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従業員へ⾏っています。国内グループ各社の全従業員が、年に1
回CSR研修を受講できる体制を整えています。また、2020年度からはオンラインでの受講を推進しています。 
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型研修に加え、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。 
これら国内外の研修は、外部講師やeラーニングも活⽤しています。

■ 2020年度教育・研修受講者数（グループ会社62社）

各種教育・研修 受講者数

国内事業所・⽀店、グループ会社CSR教育 19,104名

海外グループ会社CSR教育 431名

階層別教育 695名

その他（リスクマネジメント研修等） 759名

合 計 ★20,989名

※上記の教育・研修受講者数は、正社員を対象に算出しています。

持続可能な開発における世界的な課題である腐敗防⽌の重要性に鑑み、グローバルな事業活動全体における贈賄防⽌のため、2018年4⽉に
当社は「外国公務員等贈賄防⽌規定」を制定しました。グループ会社における贈賄防⽌体制の構築・運⽤のため必要な⽀援を⾏っていま
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

コンプライアンス意識の向上に向けたさまざまな取り組み

コンプライアンス教育の拡充・再徹底

腐敗防⽌
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当社及びグループ会社の従業員等からの通報・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内部通報・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、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。 
2021年4⽉1⽇に三菱マテリアルグループグローバル内部通報窓⼝「MMC GROUP GLOBAL HOTLINE」を開設しました。対象は、⽇本国
外に所在するグループ会社・海外拠点等（⼀部例外あり）です。 
これらの内部通報窓⼝は当社グループ従業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従業員に
周知しています。

■ 内部通報窓⼝への相談件数推移［年度］

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

24件 33件 38件 42件 61件 58件 54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、新⼊従業員から管理職に⾄る従
業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。

（2021年3⽉31⽇現在）

国内特許出願件数 361

海外特許出願件数 
（PCTなど含むためファミリー数）
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海外特許権保有件数 3,455

国内特許権保有件数 3,330

当社は、中国を起点に発⽣する切削⼯具の模倣品への対策を強化していましたが、昨年度より、⽶国、欧州も含めたワールドワイドでの
WEB上の模倣品販売サイトの監視、取締りを強化しています。現在までに数千件の模倣品販売サイトを削除しました。今後も継続的にWEB
上のサイトを監視し、違法な販売サイトを削除していきます。

内部通報制度

知的財産マネジメント

模倣品販売サイトの対策強化
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