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取締役

田中 淳
取締役

竹内 元浩
社外取締役

一色 浩三
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

上口 啓一
取締役

髙橋 秀仁
社外取締役

西岡 潔
社外取締役

尾嶋 正治

代表取締役会長

市川 秀夫

社外取締役

尾嶋 正治
西岡 潔
一色 浩三

代表取締役社長　社長執行役員

森川 宏平

取締役　常務執行役員

田中 淳
最高技術責任者（CTO）
先端電池材料事業部、融合製品開発研究所、
先端技術ラボ、研究開発部、知的財産部管掌

髙橋 秀仁
カーボン事業部長
セラミックス事業部、コーティング材料部、横浜事業所、
塩尻事業所、戦略企画部管掌

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、CSR・総務部、人事部、購買・SCM 部管掌
兼 安全保障輸出管理委員会委員長

竹内 元浩
最高財務責任者（CFO）
財務・経理部長、情報システム部管掌

取締役・監査役

取締役

取締役
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常勤監査役

加藤 俊晴
常勤監査役

森木 徹
社外監査役

手塚 裕之
社外監査役

大西 節
社外監査役

齋藤 聖美

専務執行役員

石川 二朗
デバイスソリューション事業部長
電子機能材事業部管掌

常務執行役員

柳下 政道
情報電子化学品事業部長
機能性化学品事業部、
東長原事業所、徳山事業所、
伊勢崎事業所、龍野事業所管掌

執行役員

髙﨑 完二
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、
小山事業所、喜多方事業所管掌

常勤監査役

森木 徹　　　　加藤 俊晴
社外監査役

手塚 裕之　　　　齋藤 聖美　　　　大西 節

監査役

執行役員

監査役

竹内 陽一
川崎事業所長

佐藤 貴幸
電子機能材事業部長 兼 営業部長 兼 
デバイスソリューション事業部副事業部長
秩父事業所管掌

長井 太一
大分コンビナート代表

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

海宝 益典
生産技術部長
エネルギー・電力部、
SPS 改革推進部、
レスポンシブルケア部管掌
兼 保安対策委員会委員長

渋谷 昌夫
中国総代表
戦略企画部中国室長 兼 
昭和電工管理（上海）有限公司
総経理

神保 彰宏
基礎化学品事業部長

和田 哲夫
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

和久津 英史
戦略企画部長

(2019 年 7 月現在 )
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顧客の「こころ」や「社会」を動かす
企業の経営と哲学

当社は3名の社外取締役体制となっており、尾嶋正治氏、西岡潔氏に加え、2019年3月には一色浩三氏が
新たに就任されました。今回、3名の社外取締役にさまざまな観点から意見をいただきました。

社外取締役座談会

社外取締役

尾嶋 正治
1974年、日本電信電話公社（現日本電信
電話株式会社）入社。1995年に東京大学
大学院工学系研究科応用化学専攻教授就
任後、日本放射光学会会長、（公財）日本表
面科学会会長などの要職を経て2015年
より現職。現在も国立大学法人東京大学物
性研究所特任研究員として従事。

社外取締役

西岡 潔
1977年に新日本製鐵株式会社（現日本製
鉄株式会社）入社。同社取締役技術開発企
画部長を務め、2012年、国立大学法人東
京大学先端科学技術研究センター特任教
授に就任。2017年、同研究顧問。国立大学
法人愛媛大学客員教授として後進を指導
しつつ、2018年3月に現職就任。

社外取締役

一色 浩三
1969年、日本開発銀行（現株式会社日本
政策投資銀行）入行。政策金融機関で30年
以上にわたって投融資に携わる。2005年
に株式会社テクノロジー・アライアンス・
インベストメント 取締役会長に就任し、
いすゞ自動車（株）社外監査役などの要職
を経験し、2019年3月より現職。

西岡：非常にフラットでオープンな会社だと感じてい
ます。社内では、役職など立場に縛られず、互いに

「さん付け」で呼び合うことが習慣となっています。
とくに取締役会はどの会社も往々にして堅苦しいもの
ですが、当社はその堅苦しさがない。感じたことをそ
のまま言える素晴らしい文化が根付いています。

尾嶋：確かに議論のしやすさは実感しています。市川
現会長が社長時代から雰囲気づくりに意識をむけられ

ていましたし、西岡さんのおっしゃる「さん付け」文
化もそうした空気の醸成に一役買っているように思い
ます。私も研究者・技術者であった経験に立って、自
由に発言させてもらっています。

一色：私は日本開発銀行時代に当社を担当していたの
で馴染みがあり、当時は名門企業らしい落ち着いた雰
囲気が印象的でしたが、2019年3月から社外取締役
として関わり、ずいぶん変わったと感じました。お二
人がおっしゃるとおり、取締役会での質疑応答の闊達
度は、上場企業の中でも代表選手になれるほどだと感
じています。

昭和電工の企業文化・印象
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尾嶋：当社はグループ経営理念で「社会的に有用かつ
安全でお客様の期待に応える製品」を提供すること、

「国際社会の一員としての責任を果たす」ことを掲げ
ています。当社が生産する黒鉛電極は、スクラップ鉄
を再生させる電気製鋼炉に使われています。また使用
済みのプラスチックを化学原料にリサイクルする事業
なども手掛けており、こうした事業の価値をさらに向
上させています。これはまさにESGですが、アピー
ルがあまりうまくない。また、今後のオープンイノ
ベーションによる研究開発はSDGsにも貢献していく
ものと考えています。

一色：当社は今、社会との接点をできるだけ厚くし、
共生していこう、ということに力点を置いています。
その中で持ち上がった社会のニーズに対して、時には
他の産業と融合して、化学で解決していこうとしてい
ます。トップはメディアを通して自ら語っており、ま
た、同様に考える社員が増えてきている印象です。こ
うした企業哲学が末端まで浸透すれば企業として強く
なり、社会に大きく貢献できる。この動きを止めるこ
となく進めてほしいです。

西岡：社会との関係を大切にしている姿勢は、2018
年12月 に 発 表 し た 新 中 期 経 営 計 画「The TOP 
2021」で明確にしていますね。また今回、グループ
経営理念を実現するため、新たに、Mission（使命・
存在意義）、 Vision（目指す姿）、 Value（Vision実現

尾嶋：ただ、取締役会にあがってくる議題について
は、結論だけでなく、経営会議での経緯がわかる情報
もバランスよく開示してもらえると、一層議論が深
まってよいと思います。経営会議にまで参加すると言
うと嫌われそうですが（笑）。

一色：そうですね。賛成・反対の両意見をもとに議論
を進めるほうが、判断の拠り所も増えますし。私は、
取締役会で経営トップがコンプライアンスという言葉
を頻繁に発していることも印象的でした。

西岡：確かに。コンプライアンスに対して非常に意識
が高いことは間違いありませんね。ただ、コンプライ
アンスの問題は、あらゆる面から出てきます。私は、
製鉄会社で研究開発、製造、営業と一連の事業を経験
してきましたが、安全、品質、環境など事業を取り巻
く全てに目を配る必要があります。また全社員がコン
プライアンスを意識しなければ問題はどこからでも発
生しますから、トップの発信が全社員まで浸透するた
めの、さらなる工夫や施策に期待しています。

一色：個人的な見解になりますが、人材育成のベー
スにコンプライアンスがあると思えてなりません。
コンプライアンスは平たく言えば、誠実であること
です。その価値観を中心において社員も組織も動く。
個々の社員がそうなる力をつけることで、変化の激
しい社会で将来どのような事業が主流になったとし
ても、持続可能な企業になることができるのではな
いでしょうか。

社会との関わり、社会への貢献

堅苦しさがなく、
感じたことをそのまま発言できる
文化が根付いている

西岡
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尾嶋：私は、今回のMission、Vision、Valueは非
常にわかりやすいキーワードになっていると思いまし
た。しかも、その実現に向けて全社一丸となって進ん
でいる印象です。また、森川社長がおっしゃっている

「組織化された混沌」は激動の時代における当社のあ
るべき姿を示していると思います。

一色：私が当社を担当していた30〜40年前と比べ
て、一味違う企業に成長したと、とくに感じるのが、
こうした言葉の掲げ方です。Vision（目指す姿）とし
て謳う「個性派企業」やコーポレート・メッセージで
ある「動かす」といった、シンプルだけど明確な意味
合いを持ったワードを用いて、想いを会社の隅々に
まで周知できるように、繰り返し指導しているように
感じます。結果、会社中が意思を共有できる。それが
可能な心象形成が育まれています。しかもそうした力
強いワーディングが、会社を飛び出し、地域とのつな
がり、社会貢献という次元まで接点を伸ばしているの
は、他社にはない大きな強みです。

西岡：企業が世の中の役に立つことに領域の制限はあ
りませんから、他のどの会社にもないお客さまの役に
立つ商品を提供することを第一に、積極的に取り組ん
で欲しいですね。

尾嶋：研究開発戦略では「融合」という言葉を使い、
すでに大学などと積極的にオープンイノベーション
を図り、ワンランク上の研究開発をやっている。その
点は非常に巧みに取り組んでいる印象です。全般的
に研究開発には優秀な人材が多く、がんばっていると

の手段）を定めましたが、Valueは「CUSTOMER 
Experience（顧客体験価値）の最大化」としていま
す。これは、本当にお客さまのことを知っているの
か、ということです。みな知っているつもりにはなっ
ていても、本当に理解できているケースは多くない。
今回、顧客体験価値という言葉を打ち出したのは、
まさに社会との関わりを深める、つまりは本当にお
客さまが必要な製品を提供するという意志の表れに
も感じます。

Mission （使命・存在意義）
すべてのステークホルダーを満足させる

Vision （目指す姿）
個性派企業
収益性と安定性を高レベルで維持できる個性派事業の連合体

Value （Vision実現の手段）
“CUSTOMER Experienceの最大化”
製造業を超えたソリューション提案へ、ビジネスモデルを革新

当社グループのMission/Vision/Value コーポレート・メッセージ 「動かす」

私たちは、お客さまの声を聴き、
技術を磨くことで

「こころ」を動かす製品やサービスを

「社会」を動かすソリューションを

提供します

社会と共生し、化学で課題を解決する
という企業哲学が全社員に浸透すれば、
もっと社会に貢献できる

一色
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尾嶋：お二人もおっしゃったように、株主の付託の
下、独立した客観的な知見で経営に対して監視、監督、
助言をする。これが与えられた使命です。同時に後継
者の育成、見抜きも社外取締役の重要な役目と自覚し
ています。持続可能な経営を担う経営者の世代交代
を、客観的な立場で後押しすることになる私たちの役
割は大きいといえます。また経営トップだけでなく、
リーダーとなり得る人材がどこにいるのかといった点
にも目を向け、社外取締役としての役目を果たしてい
きたいと考えています。

思いますが、変化の激しい社会に対応した研究開発を
と考えると、まだまだ人員も予算も少ない。ここには
もっと力を入れ、研究開発型企業を目指してほしいと
思います。

一色：社外取締役の代表的な責務は、個人株主の代弁
者であろうとする姿勢です。会社との接点が多く意見
を言いやすい機関投資家や金融機関、大株主とは異な
り、個人株主は会社に物申す機会が限られています。
彼らの代理人として発言していく。これが重要です
し、続けていかなければなりません。また、先述のと
おり、将来、主業が変わっていく可能性も否定できま
せん。会社の継続的な発展のためにも、新しい分野を
開拓できる優れた人材がそろう会社、人材の宝庫だと
言われる会社の実現に、貢献していくつもりです。

西岡：社内にいると気付けないことは多々あります。
それを外からの視点でアドバイスする。これが私の任
務だと思っています。会社にいると同じようなことを
考え、同じように行動するようになりがちです。この
会社の常識は、実は常識ではなかった。そうした気付
きを提供したいと考えています。加えて、私も含め社
外取締役は、各地の事業所を回り、現場の皆さんと対
話する機会をもらっています。リアルな声を聞き、想
いや温度を感じて、経営トップの意向や企業哲学がど
う浸透しているか確認し、経営への助言に活かしてい
きます。

社外取締役の役割

我々の使命のひとつは、
次世代のリーダーを育成して
世代交代を後押しすること

尾嶋
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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・ 
会計に関する十分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。

取締役会は、法令および東証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。

会計監査人
監査役会

監査役

監査業
務
監
査
会
計
監
査

諮
問・
答
申

意思決定・監督

取締役会

指名諮問委員会

報酬諮問委員会

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・企業倫理コンプライアンス推進会議

IR推進会議

安全保障輸出管理委員会

保安対策委員会

経営会議

研究開発会議

業務執行

内部監査部

トップマネジメント
社長

管掌執行役員

株主総会

内
部
監
査

連
携

スタッフ部門

事業部門

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。

■ コーポレート・ガバナンス体制図

コーポレート・ガバナンス

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。

基本的な考え方

 決定方針

取締役（社外取締役を除く）、執行役員の報酬は、
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
績等を勘案して短期業績連動報酬額を決定します。ま
た、役員株式給付規程に基づき、中長期業績連動報酬

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、監査役および執行役員の報酬を
決定するにあたっての方針と手続き

独立社外取締役の独立性判断基準
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2018年において取締役および監査役に支払った 
報酬は次の通りです。

体制 メンバー 開催頻度
（ ）は2018年実績

取締役会
9名（うち3名は社外取締役）

（2018年3月時点）
議長は会長

1〜2回/月
（14回開催・出席
率100%）

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

監査役会 5名（うち3名は社外監査役（うち1名は女性））
1〜2回/月

（13回開催・出席
率100%）

指名諮問
委員会 社内取締役2名、社外取締役3名

3〜4回/年
（3回開催・出席
率100%）

報酬諮問
委員会

社内取締役2名、社外取締役2名、
社外監査役1名

3〜4回/年
（4回開催・出席
率100%）

報酬内容 概要

基本報酬 役位等により決定する固定報酬

短期業績連動報酬 評価指標：売上高、経常利益、ROA

中長期業績連動報酬
信託を活用した 業績連動型株式報酬
退任時までに付与されたポイントの累積数に株
価の変動による調整指数を乗じて算出した数で
確定したポイントに応じた株式等を給付

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） 305百万円 6人

監査役（社外監査役を除く） 56百万円 3人

社外役員 68百万円 8人

 取締役会

取締役会は、会社の基本方針を決定するとともに会 

 取締役（社外取締役を除く）、執行役員の報酬構成

各会議体制の概要

を給付します。社外取締役、監査役の報酬は基本報酬
のみとします。

 手続き

取締役、監査役の報酬は株主総会の決議により定め
られた総額を上限とし、上記決定方針に基づき、取締
役、執行役員の報酬は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での審議のうえ取締
役会で決定します。監査役の報酬については監査役会
の協議により決定します。

 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。

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。

 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
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。

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、充分な審議を経た上で決定し、
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。

 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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当社は、適切な業務執行上必要な特定事項につい
て、社長直下の委員会として、安全保障輸出管理委員
会、保安対策委員会を設置すると共に、社長が議長を
務める経営会議の下に、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・企業コンプ
ライアンス倫理推進会議、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。

 レスポンシブル・ケア推進会議

昭和電工グループは、「環境・安全・健康」に関す
る経営方針である「レスポンシブル・ケアに関する行
動指針」に基づき活動を推進しています。また、レス
ポンシブル・ケア推進会議では、レスポンシブル・ケ
アに関する重要事項を事前審議しています。

 リスクマネジメント推進会議

昭和電工グループは、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では、リスク
に関する重要事項を事前審議しています。

 人権・企業倫理コンプライアンス推進会議

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。

人権・企業倫理コンプライアンス推進会議は、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

委員会・推進会議

私たちの行動規範と実践の手引き

び年度活動計画を企画・立案しています。

 IR推進会議

IR推進会議は、CFOが議長となり、IRに関する総
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
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、
株主や投資家の皆さま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。

 安全保障輸出管理委員会

安全保障輸出管理委員会では、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、該否判定、顧
客審査、取引決裁をシステム化しています。

 保安対策委員会

保安対策委員会では、環境・安全・健康に関する総
合施策・基本計画の検討、意見具申を行っています。

昭和電工グループでは、国際社会と当社グループの
持続的発展のために、社員一人ひとりが何を考えどう
行動するべきかを「私たちの行動規範と実践の手引
き」に定めています（2012年１月制定）。

グローバル版（英語、中国語、韓国語、ベトナム語、
インドネシア語、マレー語、ポルトガル語）も発行し、
全世界の当社グループ社員が共通の価値観・基準によ
り企業グループとして責任を果たしていくことを目指
しています。

 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。

コーポレート・ガバナンス
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リスク抽出
全社集約

取組方針

データ分析

影響度評価

各部署 本社スタッフ

対策実施対策立案

 ■ リスク棚卸活動サイクル

リスクマネジメント

当社グループは、CROをトップとしたリスク管理
体制を構築し、リスク管理にかかわる重要事項を「リ
スクマネジメント推進会議」で検討しています。また

「リスク棚卸」活動を通して、社員全員にリスク管理
意識を根付かせ、リスク管理に関するPDCAを確実
に回すことで、当社グループの活動にかかわるリスク
を適切にマネジメントする体制を整えてきました。会
社の存続を脅かしかねないような事態（クライシス）
に至った場合は、問題解決に早期に対応できるよう、
社長を本部長としたクライシス対策本部を設置する体
制を整えています。これらのリスク管理状況は、適
宜、経営会議に上程し内容を確認するとともに、取締
役会でリスク管理のプロセスが有効に機能しているか
監督を行う体制としています。

リスク棚卸活動とは、当社グループの活動に関する
リスクを抽出・評価し見える化することにより、リス
ク発生の抑制および発生時の適切な管理につなげる一
連のマネジメントサイクルです。

当社グループの全96拠点をリスク管理対象とし、拠
点の部署ごとに次に示す分類で事業活動に関するリス
クを具体的に抽出しています。抽出されたリスクごと
に顕在化した際の影響度を評価後、全社のリスク管理
システムに登録、リスク低減のための対策を策定し計
画的に実施します。その活動状況を各部署に配置する
リスク管理者が事業部長、事業場長といったトップマ
ネジメントに報告し、対策やリスク評価の見直しなど
のPDCAサイクルを回しています。また、リスク分類
ごとに本社スタッフ部を担当に割り当て、特に損失の
レベルが高いと評価されたトップリスクについては、本
社スタッフ部がリスク対策の妥当性を評価し、必要な
助言を行うとともに、該当するリスクに関する教育・研
修の実施、現場査察、対策指導を実施しています。

当社グループのリスク棚卸活動はスタートして12
年目となります。この間、自然災害への備えや情報漏
洩への対策などに関して、グループをあげた着実な取
り組みによりリスク低減が進んできました。毎年抽出
強化すべきリスクを選定し、リスク棚卸作業を行うこ
とにより、昨今の社会情勢を踏まえた情報管理やコン
プライアンスなどのリスクへの感度を高める結果につ
ながりました。また、グループ全体の登録総数9,045
件におよぶリスクを分類別・拠点別・所管機能別など
さまざまな視点で分析した結果やトップリスクへの対
策情報を報告書にまとめ、グループ全体で情報共有を
図りました。

リスク棚卸活動を通して、品質管理、化学物質管理、
気候変動、知的財産、汚職防止、労働安全、サプライ
チェーンといったさまざまな視点で包括的なリスク管
理を進めるとともに、トップマネジメントによるリス
ク管理の有効性評価を徹底しています。特にサプライ
チェーンに関しては、事業部、事業場が連携して、災
害など緊急事態にも早期復旧を図り、事業の継続を可
能とする活動を行っています。

リスクマネジメント体制

リスク棚卸活動

2018年の取り組み

①事故・災害
設備事故
火災・爆発
人身事故
環境事故
自然災害・気候変動
社会基盤事故
交通・物流事故
化学物質取扱事故
製品事故

リスク分類

想定されるリスクの損失

⑤経営
株式・社債
投資
財務・経理

社会的信用損失
　会社の評判低下
　ブランド価値の低下
　監督官庁との信頼関係悪化
　地域との信頼関係悪化

人的損失
　死亡・後遺症障害
　後遺症のない障害・怪我・疾病
　精神的ダメージ
　人材流出
　人材確保の未達
　追加業務発生
　生産効率低下

経済的損失
　設備障害
　操業停止
　機会損失
　損害賠償
　訴訟
　環境対策
　製造コスト増加
　課徴金

⑥サプライチェーン
在庫・資産
調達
営業

⑦外部環境
国家・地域・コミュニティー
業界

②法令違反・反社会的事象
産業財産権の侵害
独禁法違反
インサイダー取引
外為法違反
下請法違反
環境・化学物質・保安安全に
係る法違反
名誉棄損・プライバシー侵害
従業員の犯罪
贈収賄

③人事・労務
人権問題
人材流出・確保
評価・報酬・配置
伝染病
労働時間
雇用形態の多様化
犯罪・テロへの巻き込まれ

④情報管理
情報漏洩
システム障害
報道・風評・内部告発
ソフトウェアの不正利用
IDの不適切利用

昭和電工グループは、ステークホルダーの信頼維持
にはリスク管理の徹底が欠かせないと考え、適切な管
理体制の整備やリスク低減の対策に努めています。

基本的な考え方
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コンプライアンス

昭和電工グループでは、コンプライアンスを経営理
念の実現に欠かせない事業継続の基盤と考え、法令は
もちろん、社会規範や企業倫理の遵守を徹底するため
の諸活動を実施しています。

基本的な考え方

 １．贈収賄禁止法令の遵守と腐敗防止に向けて

公務員等への贈収賄やその強要・申込・勧誘等は、
国の政治経済に腐敗を及ぼし、国際社会の持続的成長
を妨げる行為であり、当社グループは、各国贈収賄禁
止法令の遵守に関して、徹底して取り組んでいます。

具体的には、2018年５月にe-ラーニング『贈収
賄の基礎』を公開し、累計で444名が受講しました。
さらに、贈収賄に関する当社グループの基本方針を社
内外に明確に宣言し、その遵守徹底を表明するため、
2019年１月に「昭和電工グループ贈収賄に関するグ
ローバルポリシー」を策定しました。

また、賄賂に該当しない便宜供与、無償利益供与ま
たは交際・接待・贈答に関しても、不当な利益を得る
目的で行うと腐敗を及ぼすおそれがあることから、そ
の必要性を十分に検討した上で行います。 

具体的には、社内規程において不当な利益を得るた
めと疑われるおそれのある便宜供与、無償利益供与ま
たは交際・接待・贈答などの授受・供与を禁止し、か
つ社交儀礼の範囲を超えた無償利益供与を行わないよ
うに上限金額と承認プロセスを厳格に定め、運用して
います。さらに、これらの社内規程に関してCSR調
達ガイドラインを通じて、当社のお取引先にも賛同と
協調をいただいています。

2018年の取り組み

 ２．競争法遵守に向けて

公正かつ自由な競争は、国際社会の持続的成長に欠
かせないものであり、当社グループは、公正かつ自由
な競争の維持を目的とする各国競争法の遵守に関し
て、徹底して取り組んでいます。

具体的には、2010年5月に策定した「同業他社
接触ルール」の運用を通じて、日常業務における
カルテルリスクを適切にコントロールしています。
1999年から毎年「競争法遵守ヒヤリング」を実施
し、当社グループにおける遵法営業の実態を自主監
査し、その結果をトップに報告しています。また、

「営業のための独占禁止法ハンドブック」「Antitrust 
Compliance Guideline」「Compliance Program 
of EU Competition Laws」などの各種ガイドライ
ンを発行し、当社グループにおける競争法遵守意識の
底上げを図っています。さらに、2014年以来毎年、
競争法の外部有識者を招いて、当社グループの営業関
係者（ナショナルスタッフを含む）を対象とする「競
争法セミナー」を国内外5拠点で実施し、累計で631
名が受講しました。

 ３．「企業倫理月間」活動

当社グループでは、「企業倫理月間」を定めています。
2018年１月には、海外グループ会社を含めた全役

員・管理職が行動規範を遵守する誓約書に署名、グ
ループCEOに提出しました。また同年5月には、全
グループ従業員が「私たちの行動規範と実践の手引
き」を再確認して日常の行動を振り返り、職場での
ディスカッションなどを実施しました。
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（件）

体制 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年

人権侵害
（セクハラ・パワハラ等） － 34 15 26 24

コンプライアンス違反
（法令違反） － 2 1 0 2

その他 － 14 15 19 28

計 44 50 31 45 54

汚職防止の方針に関
する違反が原因で解
雇されたスタッフ数

－ 0 0 0 0

 ■ ホットライン通報・相談件数（昭和電工グループ）

＊ 匿名および他の相談窓口での通報・相談受付件数を含む（国内および一部海外
グループ会社）

＊人権についてはP.67をご覧ください

情報開示と
コミュニケーション

昭和電工
グループ

お客さま

株主・
投資家

社員および
家族

取引先
（パートナー）地域・行政

昭和電工グループは全てのステークホルダーの皆さ
まに対し、社会的責任を果たし、信頼・評価される企
業であることを目指しています。ステークホルダーの
皆さまへの責任を明らかにするとともに、対話を通じ
て当社グループへの期待や課題をとらえ、それらを企
業活動に反映させています。

基本的な考え方

 株主・機関投資家の皆さまと

当社は、株主総会を株主の皆さまとの重要な対話の
機会と位置付けています。また、より多くの株主の皆
さま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さまには、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ています。

株主総会では、株主の皆さまからのご質問には分か
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。

国内の機関投資家や証券アナリストの皆さまに対
しては、決算説明会を四半期ごとに開催しています。
2018年は、2019年より始動させた新中期経営計画

「The TOP 2021」の説明会を実施しました。また説
明会後は、個別の取材に対応し説明を重ねました。

フェア・ディスクロージャー推進の観点から2018
年にディスクロージャーポリシーを改定し、海外の機
関投資家・株主の皆さまに対して、日・英同時開示を

2018年の取り組み

 ４．企業倫理ホットライン（内部通報制度）

当社グループにおけるコンプライアンス違反や不正
などの企業倫理に反する行為を早期に発見し、問題解
決につなげることを目的として、「企業倫理ホットラ
イン」を設置しています。当社ホームページやイント
ラネットの窓口、外部の弁護士事務所の利用も可能で
あり、グループ従業員だけでなく、サプライヤーや
地域住民など、あらゆるステークホルダーからの通報
を受け付けています。また、世界各国のナショナルス
タッフ社員のための多言語対応内部通報窓口（社外・
12カ国言語）も2018年4月から稼働しました。

匿名での通報も可能であり、各窓口では、個人のプ
ライバシーの尊重、会社による不利益な取り扱いの禁
止を明示しています。

2018年に通報があった内容はいずれも、当社企業
倫理推会議事務局にて受信し、社内で迅速かつ慎重な
調査を行った後、必要な場合は是正措置を早急に講じ
ました。
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TOPIC

アルミ缶リサイクル活動

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、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・優秀賞」、モー
ニングスター（株）の「ゴメスIRサイト総合ランキング・
銀賞」を受賞しました。

昭和電工グループでは、1972年からアルミ缶リサイク
ル活動を行っています。2018年のグループ社員の活動へ
の参加率は97.2％でした。社員が回収してきたアルミ缶
は、会社により買上げられます。買上げた缶は、グループ
会社の（株）昭和アルミ缶リ
サイクリングセンター、その
他に売却しています。本活
動で得た売却益は、地域ご
とにさまざまな施設や団体に
寄付しています。 寄付の様子

（昭和電工セラミックス（株）富山工場）

 地域・行政の皆さまと

当社グループは、地域・行政の皆さまに当社グルー
プの安全・安定操業に信頼をお寄せいただけるよう努
力しています。

例えば、事業場の活動について紹介するサイト情報
誌の発行や、近隣住民の方々を対象にした地域対話・
工場見学の開催、地域の清掃活動や近隣の小学校を対
象とした出前授業などを実施することで、地域社会と
のコミュニケーションを図っています。

 お客さまと

当社グループは、お客さまのニーズにお応えした安
全・安心な製品とサービスを提供し、当社グループの
製品・サービスに満足し、繰り返し購入していただく
ことを目指しています。

 ■ 当社が採用されているESG関連のインデックス

 取引先（パートナー）の皆さまと

当社グループは、パートナーの皆さまに当社グルー
プとの取引に信頼感を持っていただくとともに、共存
共栄の関係を維持することを目指しています。

 社員および家族の皆さまと

当社グループでは、グループ社員に対して、さまざ
まな情報発信を行っています。

また、意識調査の実施や企業倫理ホットラインの運
営などを通じて、社員との良好なコミュニケーション
を図り、当社グループが働きがいのある職場、誇りの
持てる企業となることを目指しています。

社員の家族に対しては、家族見学会の実施などを通
じて、当社グループへの理解を深めてもらう取り組み
を行っています。2018年には家族向けの会社案内を
発行しました。

情報開示とコミュニケーション

推進するとともに、社長やCFOが欧州、北米、アジ
アを訪問し、業績や経営計画などについて直接説明を
行いました。

個人投資家の皆さまに対しては、札幌から福岡まで
の国内主要都市において個人投資家向け説明会の開催
や証券会社支店での説明の機会を増やしました。

金融商品取引法の改正に合わせ、ディスクロー
ジャーを改定しフェア・ディスクロージャーの推進の
方針を明確化しました。

また、ウェブサイトの機能拡充をはじめ、決算発表
資料などのIRニュースメー
ル配信サービスや、決算短
信の主要業績データと説明
を抜粋したコンテンツの提
供も行いました。

個人投資家向け説明会

＊当社ウェブサイトCSRニュースもご覧ください
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当社のCSR調達は、「昭和電工グループCSR調達ガ
イドライン*」を調達先（パートナー）の皆さまと共有
し、その遵守を求めることで、お互いの企業価値を向
上させることを目指すものです。ガイドラインは、当
社がパートナーに求めるCSRの取り組みを具体化し
たもので、当社はその遵守状況の確認のため、「自己
診断」、「CSR訪問」、「フォローアップ」の3つの活動
を引き続き行いました。

また、対象の拡大を図るため当社だけではなく国内
グループへもCSR調達活動を広げ、グループ会社５
社の同意を得て、パートナーの皆さまへの「自己診断」
を実施しました。

 自己診断

当社CSR調達ガイドラインの内容に関して、自己
診断票（アンケート形式)で回答していただくことで、
CSRの取り組みをパートナー自身で確認していただ
いています。主要な既存取引先には3年に1回、新規
取引先には取引開始時に回答していただいています。

自己診断票の内容は2018年に見直しを行い、「社
会的責任（CSR）推進全般」「品質・製品安全」「企業倫
理・コンプライアンス・公正取引」「環境保全」「職場の
安全･衛生」「人権・労働」「情報セキュリティ」「社会貢
献」「持続可能な調達」の9項目とし、海外版と国内版

取引先とのかかわり

昭和電工は、原材料調達から製造・販売に至るサプラ
イチェーン全体で、社会・環境に配慮した事業活動を行
うことが重要と考え、次のような方針でCSR調達に取
り組んでいます。
1. 品質、価格、納期、経営の信頼性、安全性、サービス、

技術力および環境や社会への配慮を総合的に勘案し
た上で、経済合理性に基づき最適なお取引先（パー
トナー）を選定します。

2.お取引先の選定にあたり、取引実績や企業グループ
関係などにこだわることなく、公平かつ公正な参入
機会をつくり広く門戸を開放します。

3.法令および社内規程を遵守した購買活動を行います。

基本的な考え方

2018年の取り組み
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 CSR訪問

パートナーを訪問し、CSRの取り組みを確認する
活動です。各事業所の購買担当者が、年間約40社の
パートナーを訪問しています。自己診断票の結果を確
認するとともに、「当社が伝えたいこと」「当社が知り
たいこと」などの対話を行っています。

 フォローアップ

「自己診断」「CSR訪問」により、ガイドライン遵守
に関して確認・改善のテーマが見つかったパートナー
と協働で改善に取り組むものです。

 ■ CSR訪問件数

 ■ 2018年自己診断 平均点

の統一を行いました。
自己診断票は記入後、当社に返送していただき、そ

の分析結果はパートナーにフィードバックしています。
自己診断
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A. 社会的責任（CSR）全般

B. 品質・製品安全

C. 企業倫理
　 コンプライアンス
　 公正取引

D. 環境保全

E. 職場の安全・衛生F. 人権・労働

G. 情報セキュリティ

H. 社会貢献

I. 持続可能な調達

CSR 調達

http://www.sdk.co.jp/about/purchase/csr.html

「昭和電工グループ CSR 調達ガイドライン 」WEB
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コンゴおよび隣接する国々で採掘される鉱物（ス
ズ、タンタル、タングステン、金）は、これを購入す
ることで現地の武装勢力の資金調達につながり、結果
として地域の紛争に加担し、人権侵害、環境破壊を引
き起こしているとして国際的に大きな問題となってい
ます。当社グループでは、CSR調達ガイドラインに
この取り組みを盛り込むとともに、取引先の調達状況
を把握し、これらを購入・使用しない取り組みを進め
ています。

ホワイト物流とは、トラック業界のドライバー不
足に対応して政府が推進している運動で、トラック
輸送の生産性の向上、物流の効率化、働きやすい労
働環境の実現に取り組むものです。

ホワイト物流は、物流業界の働き方改革ともいえ
る運動ですが、その実現には、荷主のコンプライア
ンス遵守が重要になっています。

昭和電工はこの活動に賛同し、持続可能な物流の
実現に向けた自主行動宣言を2019年5月に行い、
その実現に取り組んでいます。

紛争鉱物への対応

取引先とのかかわり

ホワイト物流
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