
コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方
　当社は、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。 

ガバナンス体制 （2020年4月時点）

取締役（社外取締役を除く）の報酬構成平均値

　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、株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域関
係者、従業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ています。

経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名 

役員の報酬等 

　当社は、取締役候補者を高い見識や洞察力、公正・公
平な判断力や実行力、そして十分な実務経験等を有すると
いった基準により選定しています。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
を有している者を含め、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ています。
　経営陣幹部の選任と取締役・監査役候補の指名にあ
たっては、取締役会の諮問機関である、過半数を独立社外

報酬の決定方針・構成 
　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を給付します。社外取締役、監査役の報酬は基本報
酬（月例定額）のみとし、報酬の水準は、外部専門機関の調査に基づく他社水準（同業種・同規模等）を踏まえ決定しています。 

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
上、取締役会に答申する体制としています。 

最⾼経営責任者等の解任 
　最高経営責任者をはじめとする取締役が、企業価値を著
しく毀損させた場合や選任基準に定める資質が認められな
い場合等、指名諮問委員会がその適否を議論し、その結果
を取締役会に答申し、取締役会が最終決定します。 
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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。
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コーポレート・ガバナンス

内部実効性評価について  

私たちの行動規範  

考え方 
　企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のた
めの取締役会の責務・役割は、透明・公正かつ迅速・果
断な意思決定を行うための仕組みを構築し、その運用を監
督することです。当社では、各取締役・監査役へのアンケー
ト形式による自己評価をもとに、取締役会全体での実効性
を確認し、その責務・役割が十分に果たされているかを振
り返り、また今後の課題について議論しています。
　当社は「意思決定のプロセス・構造」をマテリアリティ（重
要課題）の一つに設定しており、この取締役会の実効性評
について継続して実施・公開していくことをマテリアリティ達
成のKPIとしています。
※  詳細については、P56「サステナビリティ 中核課題3：意思決定のプロセス・構造」をご参
照ください。

評価方法 
　2019年の取締役会の実効性評価について、2020年1

月に各取締役・監査役への設問、自由記述によるアンケー
トを実施し、その集計結果をもとに、2020年3月の取締役
会で議論を行いました。なお、アンケートの実施とその集約
については、客観性を確保し、今後の取締役会の実効性を
さらに高めることを目的に外部機関に委託しています。 

　当社グループが社会的責任を果たし、広く社会に貢献す
る企業となるためには、グループとしてあるべき姿、ありたい
姿を明確に描き、グループ従業員一人ひとりがそれに倣って
主体的に行動していくことが必要です。当社グループは、そ
の道標として1998年に企業行動規範を制定しました。その
後、2012年には「“私たちの”行動規範」と名称を含め見直
し、全役職員に遵守を要請するとともに、株主の皆様・お客
様・従業員・地域社会・取引先などすべてのステークホル
ダーに対して当社グループの取り組みの姿勢を示すものとし
てきました。
　昨今、事業を取り巻く環境は日々変化を遂げ、SDGs（持
続可能な開発目標）の採択など、企業の社会的責任に関す
る国際的な取り組みにもさまざまな変化が生じています。ま
た、当社グループにおいても海外事業展開が拡大し、グルー
プガバナンスの重要性がより一層増大しています。
　国内外の当社グループの役職員全員が、この社会の空
気感を感じ取り、ベクトルを合わせて主体的に行動していく
ために、2020年5月に「私たちの行動規範」を改定しました。
外部環境の変化を取り入れながらも、特定国の法令・慣習
等に依拠せず、「法の支配の実現」と「人権の尊重」を根幹
に据え、よりグローバルに活用できるようにしたことがポイン
トです。そして、役職員一人ひとりが法令遵守を超えて正
直・公平・誠実であること、より高みを目指して成長・進歩・
向上に努めること、絆を深め互いに寄り添い横のつながり
を広げていくことによって、経済価値と社会価値を両立させ
た持続可能な社会の実現に貢献することを、基本的な考え
方としています。
　今後、この新たな「私たちの行動規範」を一人ひとりが自
分のものとして理解し、実践していきます。
　なお、本規範は弁護士による監修を経て、経営会議で審
議された後、取締役会での決議により改定されました。

評価結果 
　アンケートの結果および議論を通じ、当社取締役会は、
多様な経験・専門性を反映した広範な視点や価値観に基
づく実効性の高い構成員が企業価値を高める議論を行っ
ていること、審議項目については資料の事前配布・説明を
行い、審議に十分な時間を確保することにより、活発かつ
建設的な議論を可能とする運営が行われていることを確認
しました。

 

1. 前年の結果を踏まえた2019年計画の実績評価 

•  中期経営計画の進捗とそれに伴う経営戦略の見直し、事
業のグローバル化進展を踏まえたCSR・コンプライアンス
体制の整備・強化等の重点項目については継続的に審
議を行うことにより、事業環境等の変化に関する認識が
共有されている。

•  より効率的な取締役会の議事運営のため、ペーパーレス
会議システムなどのIT化、取締役会事務局の機能強化を
促進している。

•  経営戦略、ガバナンス体制、グループ経営については、日
立化成との将来的な経営統合も踏まえてさらに議論を深
める必要がある。 

報酬決定の手続き 
　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上、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。 

2019年に支払った報酬 

 

役員区分 

報酬等の総額 

（百万円） 

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の員数 

（名） 基本報酬 短期業績連動報酬 株式報酬 

取締役 402 261 121 20 11

　うち社外取締役 39 39 ̶ ̶ 4

監査役 93 93 ̶ ̶ 6

　うち社外監査役 33 33 ̶ ̶ 3

（自由意見）

•  年2回の意見交換会の時間が拡張され、議論の場は改
善されていると考える。

• 取締役会規定は適宜、必要な見直しが行われている。

•  2019年は新中計「The TOP 2021」の実行にあたり、取
締役会や意見交換会において、活発な議論が行われた。

2. 2020年の実行計画
　2020年の実行計画としては、 取締役会や全役員による
意見交換会において、経営戦略、ガバナンス体制、グループ
経営に関する審議をさらに深化させること、また、議事運営
のさらなる充実に向けた取り組みを継続して行うこととしま
した。

※ 上記株式報酬は、2016年3月30日開催の第107回定時株主総会において決議された取締役（社外取締役を除く）への業績連動型株式報酬制度に基づき、 20百万円を費用計上しています。 

基本的な考え方
1.1  倫理とコンプライアンス（Ethics and Compliance）

  法令を遵守することはもとより、正直・公平・誠実を自
らの行動基準とし、社会から信頼を得ていきます。

1.2 レスポンシブル・ケア（Responsible care）

  高度な生産技術をもとに、環境・安全・健康が確保さ
れた製品・サービスを安定的に供給します。

1.3  多様性の尊重と包摂的な支援 

（Diversity and Inclusion）

  個性を尊重し、多様であることに価値を認め、確かな
パートナーシップで支え合います。

1.4 成長を牽引するビジネスの革新（Innovation）

  ダイナミックに変容する社会に合わせ、常に意識と行
動を変革させ、イノベーションを生み出します。

1.5 経済価値と社会価値の創造（Creating shared value）

  地球と子供たちの未来へと続く、豊かさと持続性が調
和する社会の創造に貢献します。

環境 人間

社会

CSV
経済価値と社会価値の創造

安心安全の提供
レスポンシブル・ケア

イノベーション
ビジネスの革新・成長

正直・公平・誠実
倫理・コンプライアンス

人権尊重
ダイバーシティ・ 
インクルージョン
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コーポレート・ガバナンス

取締役 （2020年6月30日現在）

₃ 竹内 元浩 

2019年取締役会出席回数：12回中12回  

※ 就任後の出席回数 

1983年 4月 当社入社
2013年 1月 同セラミックス事業部長
2015年 1月 同執行役員 セラミックス事業部長
2017年 1月 同執行役員 戦略企画部長
2019年 1月 同執行役員 最高財務責任者（CFO） 
2019年 3月 同取締役 執行役員  
  最高財務責任者（CFO）、財務･経理部長
2020年 1月 同取締役 常務執行役員  
  最高財務責任者（CFO）、財務･経理部、 
  情報システム部管掌 
2020年 3月 同代表取締役 常務執行役員  
  最高財務責任者（CFO）、財務・経理部、 
  情報システム部管掌（現在）

₄ 市川 秀夫 

2019年取締役会出席回数：15回中15回 

1975年 4月 当社入社
2003年 5月 同戦略企画室長
2006年 1月 同執行役員 戦略企画室長
2008年 3月 同取締役 執行役員 戦略企画室長
2008年 9月 同取締役 執行役員 HD事業部門長
2010年 1月 同取締役 常務執行役員 HD事業部門長
2011年 1月 同代表取締役社長 社長執行役員  
  最高経営責任者（CEO）
2017年 1月 同代表取締役会長
2020年 3月 同取締役 取締役会議長（現在） ₇ 西岡 潔 

独立社外取締役  

2019年取締役会出席回数：15回中15回

製鉄会社の研究、製造、営業部門での経験や、
全社の技術開発を所管する立場の経験に基づ
く、高い専門知識、幅広い見識を有しています。
大学の研究者としての技術経営、産学連携等
の活動も行っており、当社社外取締役に就任
以来、客観的かつ有益な助言をいただき、適切
な経営監督にあたっていただいています。

1977年 4月 新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式 
  会社）入社
1997年 4月 同社君津製鐵所厚板工場長（部長）
2001年 4月 同社本社厚板事業部厚板営業部部長
2005年 6月 同社取締役技術開発本部技術開発企画 
  部長
2006年 6月 同社執行役員技術開発本部技術開発 
  企画部長
2009年 6月 同社顧問
2012年 11月 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
2017年 4月 同研究顧問（現在）
2017年 4月 国立大学法人愛媛大学客員教授（現在）
2018年 3月 当社社外取締役（現在）
2019年 7月 株式会社ＶＣＲＩ代表取締役（現在）

₈ 一色 浩三 

独立社外取締役　 

2019年取締役会出席回数： 12回中12回  

※ 就任後の出席回数 

長年にわたり金融業に従事し、産業金融全般
に関する豊富な経験と、特に化学産業に対する
深い知見を有しています。2019年より当社社外
取締役として、当社業務執行全般を監督し、事
業に対する深い理解・助言をいただいています。

1969年 7月 日本開発銀行 
  （現株式会社日本政策投資銀行）入行
1993年 4月 同行庶務部長
1994年 5月 同行秘書役
1996年 6月 同行産業･技術部長
1998年 5月 同行人事部長
2001年 6月 株式会社日本政策投資銀行理事
2005年 5月 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
2015年 6月 株式会社メディカルシステムネットワーク 
  社外取締役（現在）
2019年 3月 当社社外取締役（現在）

₅ 酒井 浩志 

新任 

1986年 4月 当社入社
2012年 1月 同コーポレートフェロー ＨＤ事業部門技術 
  開発部長
2013年 1月  同コーポレートフェロー ＨＤ事業部技術開 

 発統括部長
2015年 1月 同シニアコーポレートフェロー HD事業部 
  技術開発統括部長
2019年 1月 同理事 デバイスソリューション事業部技術 
  開発統括部長
2020年 1月 同執行役員 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 
2020年 3月 同取締役 執行役員  
  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（現在）

₆ 尾嶋 正治 

独立社外取締役  

2019年取締役会出席回数：15回中15回

エレクトロニクス分野の研究者としての豊富な
専門知識と経験に基づき、当社の社外取締役
に就任以来、経営、特に研究開発分野に対し
有益な助言をいただいています。また、社外取
締役として将来の技術動向を踏まえ、当社の経
営監督にあたっていただいています。

1974年 4月 日本電信電話公社（現日本電信電話 
  株式会社）入社
1995年 11月 東京大学大学院工学系研究科応用化学 
  専攻教授
2006年 4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究 
  機構機構長
2009年 10月 日本放射光学会会長
2013年 4月 国立大学法人東京大学放射光連携研究 
  機構特任教授
2013年 5月 公益社団法人日本表面科学会会長
2013年 6月 国立大学法人東京大学名誉教授（現在）
2014年 4月 同大学放射光連携研究機構特任研究員
2015年 3月 当社社外取締役（現在）
2015年 4月 学校法人五島育英会東京都市大学 
  特別教授（現在）
2016年 7月 国立大学法人東京大学大学院工学系 
  研究科特任研究員（現在）
2016年 12月 同大学物性研究所特任研究員（現在） ₉ 森川 典⼦ 

独立社外取締役  
新任

証券会社、会計事務所の勤務を経て、情報･通
信業、自動車部品業界等において経理、財務
等の管理部門の責任者として経営に携わるとと
もに、現在は他社の社外取締役も務めています。
当社が注力する情報電子、自動車等の事業領
域に対して幅広い知見を有しており、2020年よ
り社外取締役として当社管理部門の業務執行
を適切に監督していただけるものと期待してい
ます。

1981年 4月 蝶理株式会社入社
1988年 8月 アメリカ大和証券株式会社入社
1991年 9月 アーサーアンダーセン会計事務所入所
1995年 3月 モトローラ株式会社入社
2005年 3月 同社取締役 経理財務担当  
  国内経理財務本部長
2009年 6月 ボッシュ株式会社入社
2010年 8月 同社取締役副社長 管理部門統括
2018年 6月 蝶理株式会社社外取締役（現在）
2020年 3月 当社社外取締役（現在）

₁ 森川 宏平 

2019年取締役会出席回数： 15回中15回 

1982年 4月 当社入社 
2013年 1月 同執行役員 情報電子化学品事業部長 
2016年 1月 同常務執行役員 最高技術責任者（CTO） 
2016年 3月  同取締役 常務執行役員 最高技術責任者 

  （CTO） 
2017年 1月 同代表取締役社長 社長執行役員  
  最高経営責任者（CEO）（現在）

₂ 髙橋 秀仁 

2019年取締役会出席回数： 15回中15回 

1986年 4月  株式会社三菱銀行（現株式会社三菱 
 UFJ銀行）入行

2002年 2月  日本ゼネラルエレクトリック株式会社事
業開発部長

2004年 10月  同社ＧＥセンシング アジアパシフィック 
プレジデント

2008年 10月  モメンティブ･パフォーマンス･ 
マテリアルズ･ジャパン

   合同会社シリコーン事業社長兼 
 最高経営責任者（CEO）

2013年 1月  GKNドライブラインジャパン株式会社 
 代表取締役社長

2015年 10月 当社入社 シニアコーポレートフェロー 
  社長付特命担当
2016年 1月 同執行役員 戦略企画部長
2017年 1月 同常務執行役員
2017年 3月 同取締役 常務執行役員
2017年 7月  同取締役 常務執行役員  

 カーボン事業部長
2020年 1月 同取締役 常務執行役員
   最高戦略責任者（CSO）、カーボン事業部、 

 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

2020年 3月  同代表取締役 常務執行役員  
 最高戦略責任者（CSO）、カーボン事業部、 
 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（現在）
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監査役 （2020年6月30日現在） 執⾏役員 （2020年6月30日現在）  

13 25 4

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、秩父事業所管掌

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 陽一 川崎事業所長

長井 太一 大分コンビナート代表

西村 浩一 社長付特命担当 
（化学品関連安全・環境推進担当） 
産業ガス事業部、基礎化学品事業部、 
情報電子化学品事業部、機能性化学品事業部、
川崎事業所、東長原事業所、伊勢崎事業所、
龍野事業所管掌

海宝 益典 生産技術部、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 

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

山枡 謙二郎 情報電子化学品事業部長 
徳山事業所管掌 

酒井 浩志 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 

平倉 一夫 産業ガス事業部長 
兼 昭和電工ガスプロダクツ株式会社社長

江田 浩之 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 

武田 真人 カーボン事業部長

コーポレート・ガバナンス

₁ 加藤 俊晴 

1981年 4月 昭和アルミニウム株式会社（現昭和電工株式会社）入社
2014年 8月 当社財務・経理部長
2016年 1月 同執行役員 財務・経理部長
2017年 1月 同執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務・経理部長
2017年 3月 同取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO）、財務・経理部長
2018年 1月 同取締役 執行役員 最高財務責任者（CFO）、 
  財務・経理部 情報システム部管掌
2019年 1月 同取締役 社長付 
2019年 3月 同常勤監査役（現在）

2019年 取締役会出席回数：12回中12回 

 監査役会出席回数：10回中10回 ※ 就任後の出席回数

₃ 齋藤 聖美 

1973年 4月 株式会社日本経済新聞社入社
1975年 9月 ソニー株式会社入社
1984年 8月 モルガン･スタンレー投資銀行入行
1990年 1月 同行エグゼクティブディレクター
2000年 4月 株式会社ジェイ･ボンド（現ジェイ･ボンド東短証券株式会社） 
  代表取締役社長 （現在）
2011年 4月 東短インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長
2012年 3月 当社社外監査役（現在）
2015年 6月 鹿島建設株式会社社外取締役（現在） 

独立社外監査役 

2019年 取締役会出席回数：15回中15回 

 監査役会出席回数：13回中13回

経営コンサルティング会社、債券電子取引専業の証券会社の起業経験、ま
た、それらの会社の経営者としての見識に基づき、2012年に当社社外監査
役に就任以来、業務執行全般に対して適切に監査していただいています。

₂ 田中 淳 

1982年 4月 当社入社
2012年 1月 同コーポレートフェロー 先端電池材料部 副部長
2013年 1月 同執行役員 先端電池材料部長
2017年 1月 同常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
2017年 3月 同取締役 常務執行役員 最高技術責任者（CTO）
2019年 1月 同取締役 常務執行役員 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 
2020年 1月 同取締役 社長付
2020年 3月 同常勤監査役（現在）

新任 

₅ 矢嶋 雅⼦ 

1994年 4月 第一東京弁護士会登録
  西村総合法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
2001年 3月 ニューヨーク州弁護士登録
2004年 4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科助教授
2006年 1月 西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー（現在）
2007年 4月 学校法人慶應義塾大学大学院法務研究科教授（現在）
2020年 3月 当社社外監査役（現在） 

独立社外監査役 

新任

国際経験豊富な弁護士としての経験、企業法務に関する高い見識を有して
おり、当社事業のグローバル化およびM&A等における業務執行の適正性、
適法性確保のため、2020年より社外監査役として特に法的な観点で監査し
ていただけるものと期待しています。

₄ 大西 節 
独立社外監査役 

2019年 取締役会出席回数：15回中15回 

 監査役会出席回数：13回中13回 

内部監査部門の担当役員として銀行経営に携わり、また、リース会社の経営
にも携わった経験から、職務執行の監査を公正かつ客観的に判断するため
の能力、知識、経験を有しています。2018年に当社社外監査役に就任以来、
業務執行全般に対して適切に監査していただいています。

1978年 4月 株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行  
2002年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行 （現株式会社みずほ銀行）本店 
  営業第八部長
2004年 4月 同行本店営業第八部長兼営業第四部長  
2004年 6月 同行本店営業第十四部長  
2005年 4月 同行執行役員本店営業第十四部長  
2007年 4月 同行常務執行役員グローバルシンジケーションユニット統括役員兼 
  グローバルプロダクツユニット統括役員
2010年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員内部監査部門長  
2010年 6月 同社代表取締役副社長内部監査部門長  
2011年 4月 同社取締役  
2011年 6月 興銀リース株式会社顧問  
2011年 6月 同社取締役副社長  
2013年 6月 同社代表取締役社長  
2016年 6月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事  
2017年 4月 日本商業開発株式会社上級顧問（現在）  
2017年 6月 NSユナイテッド海運株式会社取締役（現在）  
2018年 3月 当社社外監査役（現在）
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