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リスクマネジメント

リスクマネジメント体制
昭和電工は、CRO（最高リスク管理責任者）を中心

にリスクマネジメント体制を構築しています。また、
リスクマネジメント推進会議にてリスクに関する重要
事項を審議し、CSR会議で決定します。

リスクマネジメント活動
環境保全、保安防災、製品品質、輸出管理や契約な

ど、企業活動に関わるリスクについて社内規程などに
基づき、事前審査や決裁制度を通じて管理をしていま
す。また、事業所などは火災・爆発・漏えい、労働災
害、業務上疾病、品質不良、環境汚染などのリスクの
極小化および発生時の影響の最小化に日常的に取り組
んでいます。

リスクの棚卸
当社グループは毎年、海外拠点を含めたグループ全

体でリスクの棚卸を行っています。リスクの棚卸は、
（1）リスクの抽出、（2）影響度評価、（3）対策立案、
（4）対策実施・確認の手順で行っており、各部署で抽
出されたリスクの中から共通的なリスクについて全社
的対策を立案・実施しています。2016年は共通的な
リスクとして地震リスク、情報セキュリティリスク、
総務リスクなどについて取り組みました。

地震リスク
事業所が立地する地域で予想される地震の頻度・地

震動などを考慮した上で、建屋・設備について優先順
位をつけて耐震診断・耐震補強に取り組んでいます。
また、2007年より事業継続計画（BCP）（災害想定の
中心は地震発生）の策定に取り組んでいます。内閣府
の事業継続ガイドラインなどを参考に推進体制の構
築、基本方針の策定、事業部・事業所・主要なグルー
プ会社ごとの重要業務の決定、重要業務に関わるボト
ルネックの抽出を行い、計画の策定を進めるとともに
文書化し、教育・訓練、見直しを通じて事業継続を確
実に管理する（BCM）事業継続マネジメント活動も推
進しています。

情報セキュリティリスク
当社グループは情報に関わるリスクへ適切に対応す

るため、情報セキュリティ規程および個人情報管理
規程を制定しています。これらを浸透させるため、e-
ラーニングやサイバーセキュリティ月間での啓発活
動など、あらゆる機会を利用しています。2017年4
月には、e-ラーニングの内容を刷新しました。また、
海外グループ各社の情報セキュリティ強化にも継続的
に取り組んでいます。

昨今の脅威である標的型攻撃に対しては、(一社)日
本化学工業協会や石油化学工業協会の活動に参画し最
新情報を取得するとともに、訓練を定期的に実施し意
識向上によるリスク低減を進めています。

総務リスク
当社グループでは、総務関連業務のリスクマネジメ

ント強化のための取り組みを継続しています。具体
的には、（1）リスクを切り口に総務関連業務を網羅し
た「ガイドライン」を活用した総務リスクの把握、対
策立案、（2）先進事例や対応要領の共有化、法令理解
のためのデータベースの充実、（3）総務担当者の連携
強化を目的とした、定期的な責任者会議、担当者会議

（研修）の実施、（4）事業所・グループ会社での意見交
換などを実施しています。

2016年は、ロケーション訪問による意見交換を
10拠点、総務担当者会議（研修）では千葉事業所にお
ける先進事例の共有化等の従来からの施策を継続実施
しました。またロケーションの担当者6名を選抜し、
プロジェクトにより2017年以降の施策の方向性と具
体的施策を提言する等の新規の取り組みも実施してい
ます。

リスクマネジメント

▪ リスク棚卸の進め方
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昭和電工グループは、「社会正義と企業倫理の遵守」
を経営の最重要事項の一つと位置づけ、コンプライア
ンスを基本とした経営を進めています。遵法経営の推
進・定着を図るための全社的な推進基盤として、社長
が議長を務めるCSR会議のもとに、人権・企業倫理
推進会議を設置するとともに、全社のリスク・コンプ
ライアンスマネジメントを担う最高リスク管理責任者

（CRO）を任命しています。
コンプライアンスに関する違反行為については、再

発防止措置と適正な処分を行うとともに、内部牽制制
度や内部通報制度により、問題の未然防止やその早期
発見と適切な対応を行う体制をとっています。

基本的な考え方
昭和電工グループは、汚職・贈収賄防止、独占禁止

法への対応はもちろん、サプライチェーン全体で社会・
環境に配慮した事業活動を重要と考え、CSR調達＊にも
取り組んでいます。
＊CSR調達についてはP62をご覧ください。

基本的な考え方

企業倫理・
コンプライアンス

公正な事業慣行

1．企業倫理月間
当社グループでは毎年1月を「企業倫理月間」と定

めています。
2016年も、「私たちの行動規範と実践の手引き」＊

を用い、海外グループ会社も含めて職場単位でグルー
プディスカッションなどを実施しました。また、全役
員は業務執行誓約書、全管理職は遵守誓約書の署名、
提出を行いました。

さらに、管理職を対象に企業倫理・コンプライアン
スに関するe-ラーニングを導入し、昇格者に対する
必須の学習項目として継続実施しました。

2. 企業倫理ホットライン
法令・社内規則などの諸ルールに抵触したり、企業

倫理に反したりするような事象を、未然に防止あるい
は早期に是正することを目的として、国内ではグルー
プ従業員を対象に「企業倫理ホットライン」を設置し
ています。また、パワハラ・セクハラに関しても従来
同様、問題の早期解決に努めています。

2016年は28件の通報・相談があり、通報者への
不利益処遇禁止とフィードバックを重視した対応を実
施するとともに、窓口と利用方法を適宜周知するなど
利用しやすい環境づくりを進めました。海外グルー
プ会社4社においても内部通報の窓口を設置していま
す。今後、取り組みの拡大を進めていきます。

「私たちの行動規範と実践の手引き」に定められて
いるように、2015年に引き続き次のような取り組み
を行いました。

1. 汚職・贈収賄防止への対応
当社グループでは賄賂の禁止に関するリーガル・ガ

イドラインを設けており、関係する組織を対象に各国
贈収賄禁止法制の教育を実施し、各国の法令に基づい
た賄賂の禁止の再確認と徹底を図りました。

2. 独占禁止法への対応
当社グループでは独占禁止法遵守マニュアルおよび

同業他社との接触に関するルールに基づき、関係組織
を対象に教育を実施することにより、独占禁止法の遵
守徹底と自由で公正な競争の確保に努めました。

3. 安全保障輸出管理の対応
当社では、CSR会議のもとに安全保障輸出管理委

員会をおき、すべての輸出品に対して行政の許可要否
を確認するために該非判定、顧客審査、取引決裁をシ
ステム化しています。

2016年の取り組み

2016年の取り組み

2013年 2014年 2015年 2016年

41件 44件 46件 28件

▪ ホットライン通報・相談件数（匿名含む）

＊「私たちの行動規範と実践の手引き」についてはP38をご覧ください。



36 SHOWA DENKO REPORT 2017

コーポレート・ガバナンス 情報開示とIRリスクマネジメント 企業倫理・コンプライアンス 公正な事業慣行

情報開示とIR

昭和電工は、情報開示とIR活動を、「株主や投資家
の皆様に当社の企業経営、企業活動、戦略をご理解い
ただき、当社の企業価値を正当に評価いただくための
活動」と考え、以下の方針で取り組んでいます。

基本方針概要
1） 株主や投資家の皆様との積極的なコミュニケー

ションを図り、経営の透明性の向上を図ります。
2） 当社に対するご理解と信頼を深めるため、当社に関

する企業情報を、わかりやすく、公平に、タイム
リーに、かつ正確に開示いたします。

基本的な考え方

株主・投資家の皆様とは次のようなコミュニケー
ションを行いました。

株主総会
当社は、株主総会の招集ご通知を、発送前にウェブ

サイトにも掲載することにより、株主の皆様に十分に
議案をご検討いただけるように努めました。

また、より多くの株主の皆様に議決権を行使してい
ただくために、株主総会にご出席いただけない株主様
には、郵送による方法に加え、インターネットによる
方法もご案内しました。

当社は、株主総会を株主の皆様との重要な対話の機
会と位置付け、株主の皆様からのご質問にはわかりや
すく答えるよう努めました。また、展示スペースを設
けて、当社グループの製品・技術を紹介しました。

機関投資家・株主の皆様と
国内の機関投資家や証券アナリストの皆様に対して

は、個別取材に随時対応したほか、決算時の説明会や
ネット・カンファレンスをはじめ、経営計画や主要事
業の進捗状況説明会を開催しました。2016年12月
には中期経営計画「Project 2020＋」の進捗状況を
報告し、国内外の機関投資家・証券アナリストに向け
て積極的に説明しました。

海外の機関投資家・株主の皆様に対しても、決算発
表資料などの英語版の配信を行うとともに、年に数回、
社長やCFOが欧州、北米、アジアで当社グループの
業績や経営計画などについて直接説明を行いました。

また、個人投資家の皆様に対しては、個人投資家向
けイベントへ出展し、事業や経営計画についてのセミ
ナーや製品展示を行いました。

ウェブサイトを通じたIR情報の提供
当社ウェブサイト内の株主・投資家の皆様向けIRサ

イトを通じて、決算情報やコーポレート・ガバナンス
等の会社情報、事業に関する情報を提供し、当社グ
ループの事業活動をご理解いただけるよう努めました。

決算短信等の適時開示資料やニュースリリースを掲
載しているほか、ニュースリリースやホームページ更
新情報などのIRニュースを希望いただいた方へメー
ル配信を行うサービスを開始しました。

また、タブレットやスマートフォン等からのアクセ
ス数増加に対応するため、英文アニュアル・レポート
のオンライン版を制作した他、多くのアクセスがある

「個人投資家の皆様へ」ページを端末に合わせて表示
するレスポンシブデザインを取り入れました。

英語サイトにおいては、決算情報等重要な情報を日
本語と同時にウェブサイトへ公開し、日本語版とほぼ
同様のコンテンツを提供するなど、海外投資家の皆様
向けへの情報開示にも努めました。

2016年の取り組み

当社が採用されているESG関連のインデックス

IR活動への評価

当社は、公益社団法人日本証券アナリスト協会の証券
アナリストによるディスクロージャー優良企業選定にお
いて、高評価を受けました。また、IRサイトは、日興ア
イ・アール（株）で「ホームページ充実度ランキング・最
優秀サイト」に選定され、大和インベスター・リレー
ションズ（株）では「インターネットIR・優良賞」、モー
ニングスター（株）の「ゴメスIRサイト総合ランキング・
銅賞」（業種別第3位）を受賞しました。

2017年1月現在

昭和電工株式会社
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