ガバナンス

昭和電工について

CSR

財務

コーポレート・ガバナンス
基本的な考え方
昭和電工は、経営の健全性、実効性および透明性を

コーポレート・ガバナンスに関する
施策の実施状況

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、お客さま、取引
先、地域関係者、社員などのステークホルダーの皆さ

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
取締役候補者は、取締役に求められる義務を果たす

まとの適切な関係を維持・発展させていくことが必要

ための知識、経験、能力を有するものとします。また、

であり、これを「グループ経営理念」として明確にし、

経営陣幹部の選任については会社および個人の業績評

その実現に向けた経営を推進します。

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

当社は、コーポレートガバナンス・コードに対応し
た「コーポレートガバナンス基本方針」を制定し、当
社ウェブサイトに公表しています。

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

▶︎コーポレート・ガバナンス体制図

検討を行ったうえ、取締役会に答申する体制とします。

株主総会

諮問・答申

取締役会

指名諮問委員会

業務監査 会計監査

意思決定・監督

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

監査
監査役会

会計監査人

監査役

により、指名の説明を行っています。
連携

業務執行
トップマネジメント
社長
管掌執行役員

社外役員の独立性判断基準

内部監査部

取締役会は、法令および東京証券取引所が定める独

リスクマネジメント推進会議

立性基準に基づき、当社の社外取締役に係る独立性基

人権・企業倫理推進会議

経営会議
研究開発会議
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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

IR推進会議

保安対策委員会

内部監査

CSR会議

レスポンシブル・ケア推進会議

本方針 別紙」に記載しています。

安全保障輸出管理委員会

30

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

報酬諮問委員会

事業部門
スタッフ部門

取締役会

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

当社は、経営の監督機能と業務執行機能の役割分担

当社は、業績連動型株式報酬を導入することで、業

を明確にするため執行役員制度を導入し、社長と管掌

務執行取締役、執行役員の報酬を、基本報酬、短期業

執行役員により構成されるトップマネジメントによ

績連動報酬、中長期業績連動報酬により構成し、役位

り、経営の意思決定の迅速化と活性化を図るととも

等によって決定する基本報酬額に加え、業績評価制度

に、取締役会の構成人員を大幅に減員しました。さら

に基づき会社業績および個人の業績等を勘案して業績

に独立社外取締役を 2 名以上選任することにより、監

連動報酬額を決定しています。報酬を決定するにあ

督機能を強化しています。

たっては、取締役会の諮問機関である、過半数を独立

取締役会は、会社の基本方針を決定するとともに会

社外取締役、社外監査役で構成する報酬諮問委員会に

社法および定款で定められた事項および重要な業務執

おいて検討のうえ、取締役会に答申する体制としま

行案件について、充分な審議を経たうえで決定し、経

す。社外取締役の報酬は基本報酬のみとします。

営の意思決定機能の迅速化と活性化を図っています。

2017 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。

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

役員区分

報酬の総額

対象となる
役員の人数

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

取締役
（社外取締役を除く）

231百万円

10名

する体制としています。また、会長・社長を除く取締

監査役
（社外監査役を除く）

55百万円

3名

役の役付を廃止し、社外監査役を含む監査役による監

社外役員

68百万円

6名

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

各会議体制の概要
体制

メンバー

9名
（うち3名は社外取締役）
取締役会 （2018年3月時点）
議長は会長

を機動的に構築するとともに、取締役の経営責任を明
開催頻度
（ ）
は2017年実績
1〜2回/月
（15回開催・平均
出席率98.6％）

社長、各管掌執行役員、
および必要に応じて
経営会議 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

社長、各管掌執行役員、
および必要に応じて
CSR会議 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）

確化するため、取締役の任期は 1 年としています。

監査役会
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。
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ガバナンス

昭和電工について

CSR

財務

コーポレート・ガバナンス

会計監査
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。

CSR会議
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

会計監査人は、監査役と年間監査計画の確認を行う

出管理委員会、保安対策委員会、レスポンシブル・ケ

とともに、監査結果の報告を行っています。また、情

ア推進会議、リスクマネジメント推進会議、人権・企

報・意見交換を随時行い、連携を図っています。

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。

経営会議・研究開発会議
取締役会に付議すべき事項や重要な案件は、社長が

レスポンシブル・ケア推進会議

議長を務める経営会議において、2 審制による審議の

昭和電工では、レスポンシブル・ケア推進会議を

うえ策定しています。経営会議へ上程する投資案件

CSR 会議のもとに設置し、レスポンシブル・ケアに

は、リスクに係わる事前審査やタスクチームの検討に

関する重要事項を事前審議しています。活動の詳細は

より、事前のリスク分析や成果・進捗管理を行ってい

P.48 以降に記載しています。

ます。中期経営計画などの経営基本施策は、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。

リスクマネジメント推進会議
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

内部監査部
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。
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事項を審議し、CSR 会議で決定します。

C R O メッセージ

ステークホルダーから
持続的な信頼を得るために

取締役 執行役員 最高リスク管理責任者

上口 啓一
昭和電工グループは、最高リスク管理責任者（CRO）

また、当社グループでは、コンプライアンスや労働

を中心としたリスクマネジメント体制を構築していま

安全、製品品質など、企業活動に関わるさまざまなリ

す。他方、昨今も企業における不祥事が絶えないこと

スクを有していますが、これらのリスクを極小化する

からも、企業統治（ガバナンス）の重要性は一層の高ま

と共に、リスクが顕在化した際の影響を最小限に止め

りを見せております。

ることが求められています。

2017 年は、当社グループである昭光通商（株）子会

当社グループでは「社会正義と企業倫理の遵守」を

社の取引に関連して調査が必要となったため、当社の

経営の最重要事項の一つと位置づけ、コンプライアン

決算発表が遅延し、株主さまをはじめとする関係各位

スを基本とした経営を進めています。当社グループ全

にはご心配とご迷惑をお掛けする事態となりましたこ

員が、安全やコンプライアンス・企業倫理に対する感

とを深くお詫びいたします。当社は昭光通商（株）での

度をさらに高め、発生しているリスクにすばやく対処

改善施策に全面的に協力、支援するとともに、今後は

し、改善につなげる活動に結び付ける、企業風土づく

グループ全体のリスク管理機能の強化を重要課題とし

りを進め、リスクマネジメントをさらに向上させてま

て捉え、内部統制のさらなる充実を図ってまいります。

いります。

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。漏れのな
いリスクの抽出は重要であり、2017 年は、情報漏
洩など抽出の視点を示した「抽出強化項目」を設定
し、リスクの棚卸を実施しました。
▶︎リスク棚卸の進め方

TOPIC
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。なお、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。
また、2018 年にサイバーセキュリティ体制強化への
取り組みを開始しました。
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昭和電工について

ガバナンス

CSR

財務

コーポレート・ガバナンス

人権・企業倫理推進会議

当社が採用されているESG関連のインデックス

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、その中で人権
を企業倫理の中核的テーマに掲げています。

2018年1月現在

人権・企業倫理推進会議は、当社グループ全体の啓
発を図るために CRO が議長となり、人権と企業倫理
に関する中期的な取り組みの方針および年度活動計画
を決定しています。活動の詳細は P.62 以降に記載し
ています。

安全保障輸出管理委員会
安全保障輸出管理委員会は CSR 会議のもとに設置

IR推進会議
IR 推進会議は、CFO が議長となり、IR に関する総

されています。当社では、すべての輸出品に対して行
政の許可裁要否を確認するために、該否判定、顧客審
査、取引決裁をシステム化しています。

合施策・基本計画の検討、適時開示規則に基づく決算
等に関する重要事実の一元的な管理や、重要事実の適
切な開示の確保を行っています。
当社は、IR 活動を、
「株主や投資家の皆さまに当社

保安対策委員会も CSR 会議のもとに設置されてい

の企業経営、企業活動、戦略をご理解いただき、当社

ます。当社では、環境・安全・健康に関する総合施

の企業価値を正当に評価いただくための活動」と考え、

策・基本計画の検討、意見具申を行っています。

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、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
つ正確に開示することに取り組んでいます。2018 年
4 月に施行された改正金融商品取引法のフェア・ディ
スクロージャー・ルールに対応すべく、当社の情報開
示に関する基本方針（ディスクロージャー・ポリシー）
を改訂し、当社ウェブサイトで開示しました。

TOPIC
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、モーニ
ングスター（株）の「ゴメスIRサイト総合ランキング・銀
賞」
（ 業種別第 3 位）
、日興アイ・アール（株）の「ホーム
ページ充実度ランキング・最優秀サイト」
、大和インベス
ター・リレーションズ（株）の「インターネットIR・優良
賞」にそれぞれ選定されました。

34

保安対策委員会
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取締役・監査役
取締役

社外取締役

西岡 潔

社外取締役

秋山 智史

取締役

上口 啓一

取締役

田中 淳

代表取締役会長

市川 秀夫

代表取締役社長

森川 宏平

取締役

取締役

髙橋 秀仁

加藤 俊晴

社外取締役

尾嶋 正治

監査役

社外監査役

大西 節

社外監査役

手塚 裕之

常勤監査役

武藤 三郎

常勤監査役

森木 徹

社外監査役

齋藤 聖美
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昭和電工について

ガバナンス

CSR

財務

執行役員

取締役
代表取締役会長

専務執行役員

市川 秀夫

石川 二朗

代表取締役社長

パワー半導体プロジェクト管掌

HD事業部長

社長執行役員

森川 宏平

電子機能材事業部、先端電池材料事業部、

最高経営責任者（CEO）

執行役員

取締役

アルミ圧延品事業部、アルミ機能部材事業部、アルミ缶事業部、

常務執行役員

田中 淳
最高技術責任者（CTO）
情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、事業開発センター、
東長原事業所、伊勢崎事業所、龍野事業所、研究開発部、

髙﨑 完二
小山事業所、喜多方事業所管掌

竹内 陽一
大分コンビナート代表

知的財産部管掌

佐藤 貴幸

髙橋 秀仁

パワー半導体プロジェクト マネージャー 秩父事業所管掌

カーボン事業部長
セラミックス事業部、戦略企画部管掌

電子機能材事業部長 兼 営業部長、

竹内 元浩
戦略企画部長

取締役

執行役員

上口 啓一
最高リスク管理責任者（CRO）
内部監査部、法務部、総務・人事部、購買・SCM 部管掌
兼 安全保障輸出管理委員会委員長

加藤 俊晴
最高財務責任者（CFO）
財務・経理部、情報システム部管掌

社外取締役

秋山 智史
尾嶋 正治
西岡 潔

長井 太一
生産技術部長 エネルギー・電力部、SPS 改革推進部、
CSR 部管掌 兼 保安対策委員会委員長

西村 浩一
産業ガス事業部長

基礎化学品事業部、川崎事業所管掌

兼 昭和電工ガスプロダクツ
（株）
社長

柳下 政道
情報電子化学品事業部長

徳山事業所管掌

海宝 益典
川崎事業所長

大王 宏
セラミックス事業部長 兼 アルミナプロジェクト マネージャー
横浜事業所、塩尻事業所管掌

山本 卓司
社長付特命担当（AI 戦略推進担当）

渋谷 昌夫
監査役
常勤監査役

武藤 三郎
森木 徹
社外監査役

手塚 裕之
齋藤 聖美
大西 節
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先端電池材料事業部長

神保 彰宏
基礎化学品事業部長

和田 哲夫
事業開発センター長 兼 融合製品開発研究所長

福田 浩嗣
石油化学事業部長 兼オレフィン部長

大分コンビナート管掌

Klaus Unterharnscheidt

（クラウス・ウンターハーンシャイト）

昭和電工カーボン・ホールディング社長

