
　また、2017年6月には「監査等委員会設置会社」に
移行し、監査等委員が取締役会の構成員となることで、
取締役会の監督機能の強化を図っています。

　昭和産業は、コーポレートガバナンスを経営の最重
要課題の一つとし、具体的指針として「昭和産業コーポ
レートガバナンス・ガイドライン」を制定し、コーポ
レートガバナンスの実効性の拡充に取り組んでいます。

 監査等委員会
　会計監査人および業務監査部と連携して取締役会の
職務執行を監督します。

 取締役会
　重要な業務執行を決定するとともに、取締役および執
行役員の職務執行を監督します。

 経営会議
　経営方針など重要事項の審議を行います。

 報酬諮問委員会
　社外取締役のみで構成され、取締役会から諮問された
取締役などの報酬案に対して答申します。同委員会から
の答申を経た上で、取締役会で役員報酬を決定すること
で、報酬決定プロセスの客観性・透明性の向上を図って
います。なお、役員報酬案は、2017年4月1日付で制
定した「役員報酬ポリシー」に従い作成されます。

 経営諮問委員会（Topics参照）

コーポレートガバナンス

［関連する SDGs 目標と取り組み］
コンプライアンスの徹底／独占禁止法への取り組み

コーポレートガバナンス
https://www.showa-sangyo.co.jp/corporate/
governance/

overnanceG

昭和産業グループは、株主をはじめ、お客様、社会など全てのステークホルダーからの信頼を高めるとともに、
持続的な成長と中長期的な企業価値向上の実現に取り組んでいます。

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制図（2019年6月末時点）
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監査等委員である取締役 監査等委員でない取締役

経営会議

株主総会

・CSR委員会
・コンプライアンス委員会
・ダイバーシティ委員会
・環境管理委員会
・社会貢献委員会
・�ステークホルダーエンゲージメント
委員会

・リスクマネジメント委員会
・大規模災害対策委員会
・情報セキュリティ委員会
・内部統制委員会
・投資検討委員会
・製品安全委員会
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IR活動の強化

　全てのステークホルダーの皆様に、昭和産業が目指
す方向性をしっかりと理解していただくことを目的と
してIR活動を推進しています。「フェア・ディスクロー
ジャー・ルール」に則り、速やかな情報提供を行うこと
を基本姿勢とし、正確かつ迅速、積極的に情報を提供す
ることで、ステークホルダーの皆様のご要望に応えてま
いります。

決算発表会

 IR活動実績

活動 実績 内容

アナリスト向け決算説明会 2回 機関投資家や証券アナリスト向けに5、11月（本決算、中間時）に決算や取り組み内容などを説明

アナリスト向け工場見学会 1回 機関投資家や証券アナリスト向けに4月に鹿島工場の見学会を開催

アナリスト向け個別IR 15件 機関投資家や証券アナリスト向けに都度、事業内容や決算、取り組み内容などを説明

個人投資家向け会社説明会 4回 個人投資家向けに7、8、1、3月に事業内容やビジネスモデル、株主還元などを説明

大株主向け個別決算説明 － 大株主に対し個別に5、11月（本決算、中間時）に決算や取り組み内容などを説明

IRサイトリニューアル － 5月の全面リニューアルにて、IRサイトの充実のため、自動更新ツールなど新規コンテンツを導入

経営諮問委員会を設置

　昭和産業は、コーポレートガバナンス体制のより一層の強化を図るために、2019年1月25日付で「経営諮問
委員会」を設置しました。
　「経営諮問委員会」は、3名以上の社外取締役のみで構成され、取締役会の任意の諮問機関として、取締役およ
び執行役員の成果評価や任免等に関するプロセスについて、その妥当性や客観性、透明性の確保に加え、次世代
経営人材の育成等の経営課題に対応していきます。

 役員の教育
　2019年4月1日から、次世代経営人材育成を目的とした「昭和経営者塾」を開催しています。「昭和経営者塾」
には社内取締役および執行役員全員が参加し、ガバナンスやファイナンス、ITリテラシーなど外部専門家のレク
チャーを受けることで経営全般にわたる知見を高めていきます。

Topics

（2017年 4月より）
報酬諮問委員会

役員報酬ポリシー

（2019年 1月より）
経営諮問委員会

諮問

答申

役員の報酬・評価

役員の人事、
経営課題解決

取
締
役
会
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 緊急時対応
　緊急事態が発生した際の対応については、その連絡体
制・行動指針などを規程によって明確にしています。
その実践的訓練の一つとして、毎年9月1日の「防災
の日」に全従
業員参加の大
規模災害訓練
を実施してい
ます。

 情報セキュリティ教育
　特定の企業から重要情報を窃取することを目的とした
標的型メール攻撃は、社会的な影響が最も大きな情報セ
キュリティの脅威です。「不審なメールを見分ける力」と
「添付ファイルやリンクを開いてしまった場合の正しい
対処方法」を従業員に定着させるため、グループ会社も
含めて「標的型メール攻撃訓練」を毎年実施しています。
　また、メールのセキュリティに関する近年の潮流や最
新動向、注意すべき事柄を中心にした情報セキュリティ
に関するe-ラーニングを実施しています。

リスクマネジメント委員会の役割
当社グループでは、リスク管理を組織的に行うため

の枠組みを規定した「リスクマネジメント規程」を制定
し、リスクが顕在化する可能性の程度や、経営成績に及
ぼす影響度に応じたリスク評価を行い、リスク重要度に
応じた対策活動を行っています。
リスクマネジメント委員会は、リスクマネジメント活

動における決議・審議機関として、全社のリスクマネジ
メント目標と各部門のリスクアセスメントおよびリス
ク対策計画の承認、対策活動のモニタリングを行うこと
で、リスク低減に向けた推進活動を行っています。

 情報漏洩対策
　USBメモリ等による情報の持ち出しを防ぐため、デ
バイス管理システムを導入し、利用可能な外部記憶媒体
の制限や利用履歴の管理を行っています。
　また、スマートフォンや持ち出し用パソコンの紛失
による情報漏洩を防ぐため、遠隔操作にて画面ロック
やデータ削除ができる端末管理システムも導入してい
ます。

リスクマネジメント
昭和産業グループでは、リスクマネジメント基本方針に基づきリスクマネジメント委員会を設置し、企業経営
に対する重大なリスクへの適切かつ迅速な対応力の強化に取り組んでいます。

リスクマネジメント体制

情報セキュリティ対策

水リスクの確認

　人口増加や地球温暖化などの影響により、農業用水や飲料水の不足、局地的豪雨の増加など、事業に大きな影
響を与える要因として「水リスク」への関心が高まっています。昭和産業グループは、大地の恵みである穀物類の
恩恵の上に成り立っており、水資源の不足は大きなリスクとなります。
　そこで、主原料調達地域に関し、世界自然保護基金（WWF）が提供する「The	Water	Risk	Filter」を用いて、
水ストレスを中心に評価しました。その結果、短中期的には中～低い程度のリスクであることが分かりました。
　グループの主要生産拠点に関しても、水使用に関するより詳細な数値把握と、水リスクの評価を進めています。
水資源の有効利用に取り組むとともに、今後も定期的に水リスクを評価するなかで、効果的なリスク低減に努め
ていきます。

Topics

仮設トイレ設営訓練の様子
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コンプライアンス委員会の役割
コンプライアンス委員会を核として、昭和産業グルー

プのコンプライアンスにおける方針の明確化と周知、社
会情勢によって変化する課題抽出とその対策の検討・
決定を行っています。
　法令遵守のみならず、社会通念・倫理感の醸成も重視
し、従業員の入社歴や職務に応じた教育の充実を進めて
います。

 内部通報体制
「昭和産業グループ内部通報規程」のもと、通報者の
保護や通報処理体制（右図）を定めています。グループ
全体における不正行為などの早期発見・是正を図るこ
とで、コンプライアンス経営の強化につなげています。
2018年度は1件を受信し、事実関係の調査などマニュ
アルに従った適正な処理がなされています。

コンプライアンス教育
コンプライアンス委員会において、新人向け（初年、

2、3年次）、新任管理者向け、部署長向けの教育体系を
見直し、強化を図りました。
　特に、新任管理者向けは、様々なハラスメントに対す
る理解を深める内容とし、マネジメントにおける注意点
を確認・徹底しました。

 反社会的勢力との関係遮断
　昭和産業グループは、反社会的勢力および関係のある
団体や企業とはいかなる取引も行わず、利益供与は一切
行っていません。

 交通安全委員会の運営
　全営業車に設置したドライブレコーダーの画像を活
用した実践的な安全運転講習会を継続的に実施してい
ます。当社で発生した車両事故の映像を使用し、事故
の原因や再発防止策について活発な意見交換が行われ
ており、その効果もあって近年、交通事故件数は減少
しています。
　また、飲酒運転撲滅を目的として、「運転日前日の22
時以降の禁酒」と「飲酒後運転時まで10時間インター
バル」のルールを導入、さらに2019年7月よりアル
コールチェッカーの運用を開始しました。
また、毎年セーフティドライバーコンテストを開催

し、優良運転者を表彰することで、安全運転の意識向上
にも取り組んでいます。

コンプライアンス
昭和産業グループは、企業市民としての自覚を持ち、従業員一人ひとりがコンプライアンス実践者となり、よ
り堅牢な組織としていくために、コンプライアンス委員会を中心に活動を推進しています。

コンプライアンス体制

コンプライアンス推進活動

 内部通報体制図

通報：ホットライン

報告

通知

指示

調査

報告

通報：ホットライン

独占禁止法等に関する
社外窓口（外部弁護士）

社内窓口
（CSR	推進部長）

グループ従業員（社員・嘱託・派遣社員・パート・アルバイト）

管理部門統轄役員

関係部署

社内処分 是正措置・再発防止・告発

調査結果 当該会社監査役

新任管理者研修の様子
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