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昭和電工は、経営の健全性、実効性および透明性
を確保し、企業価値の持続的な向上により社会から信
頼・評価される「社会貢献企業」を実現するために、
コーポレート・ガバナンスの充実に取り組みます。

また、企業価値の持続的な向上により社会から信
頼・評価されるためには、株主をはじめ、お客様、取
引先、地域関係者、社員等のステークホルダーの皆様
との適切な関係を維持・発展させていくことが必要で
あり、これを「グループ経営理念」として明確にし、
その実現に向けた経営を推進します。
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当社は、経営の監督機能と業務執行機能の役割分担
を明確にするため執行役員制度を導入し、社長と管掌
執行役員により構成されるトップマネジメントによ
り、経営の意思決定の迅速化と活性化を図るととも
に、取締役会の構成人員を大幅に減員しました。さら
に独立社外取締役を2名以上選任することにより、監
督機能を強化しています。

取締役会は、会社の基本方針を決定するとともに会
社法および定款で定められた事項および重要な業務執
行案件について、充分な審議を経たうえで決定し、経
営の意思決定機能の迅速化と活性化を図っています。

取締役会の監督機能の強化と意思決定の適正性を確
保するため、取締役はコーポレート・ガバナンスの視
点を重視して選任し、業務執行が本来の職務である執
行役員は可能な限り取締役を兼任せず業務執行に専念
する体制としています。また、会長・社長を除く取締
役の役付を廃止し、社外監査役を含む監査役による監
視、各取締役間の相互監視により、その実効を図って
います。

さらに、経営環境の変化に迅速に対応した経営体制
を機動的に構築するとともに、取締役の経営責任を明
確化するため、取締役の任期は1年としています。

取締役会に付議すべき事項や重要な案件は、社長が
議長を務める経営会議において、2審制による審議の
うえ策定しています。経営会議へ上程する投資案件
は、リスクに係わる事前審査やタスクチームの検討に
より、事前のリスク分析や成果・進捗管理を行ってい
ます。中期経営計画等の経営基本施策は、経営会議の
審議はもとより、執行役員全員による充分な検討を経
た上で策定しています。

また、研究開発に関わる重要事項については、研究
開発会議で審議、決定しています。

当社は経営の施策とCSRを連動させるためにCSR
会議を設置しています。CSR会議の下に安全保障輸
出管理委員会、保安対策委員会、レスポンシブル・ケ
ア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企
業倫理推進会議、IR推進会議を設置し、それぞれの事
項に関して調査、研究、審議などを行っています。

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

取締役会

経営会議・研究開発会議

CSR会議

▪ コーポレート・ガバナンス体制図
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コーポレート•ガバナンス

社長直轄の組織として内部監査部を設置していま
す。内部監査部は、グループ会社を含む会社の業務執
行状況を調査し、正確性、妥当性および効率性を、ま
た、経営方針、計画および内部統制システムの機能状
況を調査し、整合性および健全性を検証しています。
内部監査の結果は監査役にも報告され、監査役監査と
相互の連携を図っています。

取締役会は、法令および東京証券取引所が定める独
立性基準に基づき、当社の社外取締役に係る独立性基
準を定め、その基準を満たす候補者を選定します。独
立性基準については、「コーポレート・ガバナンス基
本方針　別紙」に記載しています。

有限責任あずさ監査法人との間で監査契約を締結
し、同法人が会計監査を実施しています。

会計監査人は、監査役と年間監査計画の確認を行う
とともに、監査結果の報告を行っています。また、情
報・意見交換を随時行い、連携を図っています。

取締役候補者は、取締役に求められる義務を果たす
ための知識、経験、能力を有するものとします。また、

経営陣幹部の選任については会社および個人の業績評
価等も勘案して決定します。監査役候補者は、財務・
会計に関する適切な知見を有しているものを含め、監
査役に求められる義務を果たすための知識、経験、能
力を有する者とします。

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名を行
うにあたっては、取締役会の諮問機関である、過半数
を独立社外取締役で構成する指名諮問委員会において
検討を行ったうえ、取締役会に答申する体制とします。

当社は、株主総会に係る参考書類に、取締役、監査
役候補者全員について個々の選任理由を記載すること
により指名の説明を行っています。

当社は、新たに業績連動型株式報酬を導入すること
で、業務執行取締役、執行役員の報酬を、基本報酬、
短期業績連動報酬、中長期業績連動報酬により構成
し、役位等によって決定する基本報酬額に加え、業績
評価制度に基づき会社業績および個人の業績等を勘案
して業績連動報酬額を決定しています。報酬を決定す
るにあたっては、取締役会の諮問機関である、過半数
を独立社外取締役、社外監査役で構成する報酬諮問委
員会において検討のうえ、取締役会に答申する体制と
します。社外取締役の報酬は基本報酬のみとします。

2016年に取締役および監査役に支払った報酬は次
の通りです。

当社は監査役制度を採用しています。監査役は取締
役会および社内の重要な諸会議に出席し、必要に応じ
て意見を述べ、また業務執行の監督を、現地実査、責
任者のヒアリング、重要文書の閲覧などを通じて行
い、経営の健全性確保のための提言、助言、勧告を
行っています。また、グループ会社の監査を充実し、
主要なグループ会社の監査役と連携し、連結経営体制
の強化に取り組んでいます。

監査役会

各会議体制の概要

内部監査部

社外役員の独立性判断基準

会計監査

取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・監査役
候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名
を行う際の、個々の選任・指名についての説明

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を
決定するにあたっての方針と手続き

体制 メンバー 開催頻度
（　）は2016年実績

取締役会
9名（うち3名は社外取締役） 

（2017年3月時点）
議長は会長

1〜2回/月
（15回開催・平均
出席率99％）

経営会議
社長、各管掌執行役員、および必要に応じて
社長が認める他の執行役員およびスタッフ部門長
議長は社長

原則として
1回/週

CSR会議
社長、各管掌執行役員、および必要に応じて
社長が認める他の執行役員およびスタッフ部門長
議長は社長

原則として
2回/年

監査役会 5名（うち3名は社外監査役）（うち1名は女性）

役員区分 報酬の総額 対象となる
役員の人数

取締役（社外取締役を除く） 218百万円 7名

監査役（社外監査役を除く） 56百万円 3名

社外役員 68百万円 6名
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取締役

監査役

取締役

田中 淳

社外取締役

森田 章義

常勤監査役

武藤 三郎

代表取締役会長

市川 秀夫

取締役

加藤 俊晴

常勤監査役

鯉沼 晃

代表取締役社長

森川 宏平 

取締役

上口 啓一

社外監査役

手塚 裕之

取締役

髙橋 秀仁

社外取締役

秋山 智史

社外監査役

小原 之夫

社外取締役

尾嶋 正治

社外監査役

齋藤 聖美

取締役・監査役
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コーポレート•ガバナンス

社外取締役インタビュー

社外取締役 

森田 章義

当社の取締役会議をどう評価していますか？

とてもよい雰囲気で運営されていると感じてい
ます。歯に衣着せぬ物言いをしても、社長や会
長以下、他の役員全員が真摯に耳を傾けてくれ
る。誰かが異論を唱えれば、自然と活発な議論
の応酬へと移行します。取締役会議がこれだけ
オープンでフェアに執り行われているというこ
とは、コーポレート・ガバナンスが健全に機能
している証拠だと思います。

社外取締役としての自身の役割をどう捉えてい
ますか？

普段、経営陣に直接意見を述べる機会が少ない
一般株主に代わって、経営陣が正しい選択をし
ているかチェックする立場であると認識してい
ます。とはいえ、私は経営トップにいた経験も
あるので、社長の重責は理解できます。経営の
監視役であると同時に、よき理解者、よきア
ドバイザーとなれるよう心掛けています。私は

「経営のヒントは常に現場にある」をモットー
にさまざまな経営判断をしてきました。トヨタ
自動車出身なので、現場主義が染み付いている
のかもしれません。昭和電工でも機会があれば
現場を見て回り、よりよい未来へつながるヒン
トを探しています。

昭和電工の現場では、どのようなことを感じま
したか？

現場ごとに違った専門知識を持つプロフェッショ
ナルが数多く存在することは、事業展開が多様な
昭和電工の特長です。一方で、そうしたプロたち
が部署の垣根を超え、もっと交流に注力すべきで
はないかと感じたのも事実です。特に今、昭和電
工は多彩な技術のシナジー効果を模索していま
す。異なる知識や経験を持つ者同士が頻繁に交流
して知恵を出し合えば、そこから新たな発想や画
期的なアイデアが生まれるはずです。社内にその
ようなムードを作るためにも、役員や部長クラス
がフランクに横断的なコミュニケーションをする
べきだと提案しています。

今後の昭和電工に期待することは何ですか？

昭和電工ならではの「個性派事業」には、とて
も将来性を感じています。企業が持続的に成長
するためには、思考の範囲を地球規模まで広げ
る必要があります。求められているのは「世界
の人々が笑顔になるようなビジネス」や「地球
環境全体にやさしい技術」。すでに「個性派事
業」を数多く展開してきた昭和電工なら、今後
も個性的かつ画期的なアイデアを生み出し続け
てくれると確信しています。

取締役会はオープンでフェア
コーポレート•ガバナンスは
健全に機能していると思います

【略歴】
1967年　トヨタ自動車工業株式会社
　　　　　（現トヨタ自動車株式会社）入社
1994年　同社取締役
1998年　同社常務取締役
1999年　同社専務取締役
2000年　愛知製鋼株式会社取締役副社長

2004年　同社代表取締役社長
2008年　同社代表取締役会長
2011年　同社相談役
2012年　当社取締役(現任)
2015年　愛知製鋼株式会社　
　　　　  顧問(現任)
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社外取締役 

尾嶋 正治

社外取締役としての自身の役割をどう捉えていま
すか？

第三者の視点に立って、経営を正しい方向へ導く
ことが社外取締役としての使命だと感じていま
す。渦中にいる当事者より、外部の者の方が全体
の状況を冷静に見渡せる場合があります。特に近
年、昭和電工もグローバルにM&Aを進めている
ため、買収金額や買収後のプロセスなど、客観
的な判断が必要な案件も増えています。私はずっ
と研究畑にいたため経営の専門家ではありません
が、客観的に見て疑問を感じたら、何でも遠慮な
く指摘するよう心掛けています。
　一方で、研究開発に関しては、専門家としての
視点でアドバイスするように心掛けています。可
能なら「この技術でどんなイノベーションが起こ
せるか」「製品を通じて社会にどう貢献できるか」
というところまで言及します。時代や社会のニー
ズと自社の技術を結びつけて考えることは、企業
価値を高めるうえで非常に重要なポイントだと感
じているからです。

これからの時代、経営陣は自社の技術をどう活用
すべきでしょうか？

革新的な技術があったとしても、それらを活かす
ビジネスモデルがなければ、社会に変革をもたら
すことは不可能です。自社の技術をこの先どう活
用し、どう展開するのか。経営陣は常に一歩先の
ビジョンを描いていなければなりません。

　注意しなければならないのは、「技術の自前主
義」にこだわりすぎないことです。技術というも
のは、時間が経つと必ず陳腐化します。自社の独
自技術に固執するより、オープンイノベーション
を上手に活用した方が、変化の激しい時代の波に
うまく対応できる場合もあります。だからといっ
て、自社の研究開発に対する投資を減らせば、企
業の将来は危うくなる。これは絶対に避けなけれ
ばなりません。重要なのは、バランス感覚です。
その時々の状況に応じて、経営陣は技術開発の方
向性を的確に示していくべきだと思います。

昭和電工の今後の課題は何だと考えていますか？

私は昭和電工の多様性にこそ強みがあると考えて
います。多様な技術を持つ昭和電工が、技術同士
をうまく融合させれば、企業価値はさらに上がる
はず。しかし、私はすべての分野で技術融合する
必要はなく、いくつかの有望な分野に絞ってシナ
ジー効果で大きなイノベーションを狙えばよいと
考えています。肝心なのは、その見極めです。AI
やIoTによって変化のスピードがますます速くな
るこの先、経営者だけではなく現場の社員、特に
技術系社員にとっても、この「見極める力」が求
められていると思います。

多様性という強みを生かし
シナジー効果でイノベーションを起こそう

【略歴】
1974年　日本電信電話公社（現日本電信電話）入社
1995年　東京大学大学院工学系研究科応用化学専攻教授
2013年　東京大学放射光連携研究機構特任教授、同大名誉教授（現任）
2014年　同大学放射光連携研究機構特任研究員（現任）
2015年　当社取締役（現任）
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社外取締役インタビュー


