
コーポレート・ガバナンス

・��社外取締役の選任�
（１名／８名）

・��取締役会の�
実効性評価を開始

・��報酬諮問委員会の設置
・��役員報酬ポリシーの制定　
・��譲渡制限付株式報酬制度の導入
・��監査等委員会設置会社に移行　
・��社外取締役の選任（３名／11名）

・��経営諮問委員会の設置

昭和産業グループは「人々の健康で豊かな食生活に貢献する」ことを経営理念とし、株主をはじめ、お客様、社

会などすべ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

現を目指します。そのための具体的指針として、「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、経

営の最重要課題の一つとして、コーポレート・ガバナンスの実効性の確保に取り組んでいきます。

基本的な考え方

ガバナンスに対する取り組み

▶  詳細は「コーポレートガバナンス・ガイドライン」「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご覧ください。�
�https://www.showa-sangyo.co.jp/corporate/governance/

2015年度

取締役会

監査等委員会

社外取締役比率

取締役 11名

うち監査等委員
である取締役 3名

11名中3名

3名中2名

27.3%

66.6%

企業活動の基盤

2016年度 2017年度 2018年度

コーポレート・ガバナンス ハイライト

価値創造の基盤
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取締役会
　当社は、社外取締役3名を含む合計11名で取締役会を
組織しています。取締役会は、当社グループの重要な業務
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。

監査等委員会
　当社は、社外取締役2名および社内取締役1名の合計3
名で監査等委員会を組織しています。監査等委員会は、会
計監査人および当社の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。

経営会議
　経営意思および方針の決定などに関する重要事項を協
議し、経営の意思統一を図ることを目的に、経営会議を設
置しています。業務執行取締役7名および常勤の監査等委
員である取締役1名で構成されており、経営に関する重要
な案件について十分な検討を行っています。

コーポレート・ガバナンス体制

会
計
監
査
人

顧
問
弁
護
士

選任・解任 選任・解任 選任・解任

連携

連携 諮問

監督

内部統制 監督

答申

※

連携

監査等委員会

経営会議・経営役員会

各部署・ 
グループ会社

取締役会

業
務
監
査
部

監査

監査

助言

監査・監督

監査等委員である取締役 監査等委員でない取締役

株主総会

昭和産業グループ CSR行動規範

報
酬
諮
問
委
員
会

経
営
諮
問
委
員
会

CSR 委員会
①�製品安全委員会
②�コンプライアンス委員会
③�ダイバーシティ委員会
④��環境管理委員会

⑤�社会貢献委員会
⑥�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
������災害対策委員会
������情報セキュリティ委員会

指針

経営諮問委員会
　3名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な

どに関するプロセスの妥当性、客観性・透明性を確保しま

す。また、次世代経営人材の育成などの経営課題にも対応

していきます。

報酬諮問委員会
　3名の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など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、役員報酬は「役員報酬ポリシー」に基づき決定します。

　当社グループの経営に関与する各種テーマを取り扱う

組織として、部門横断的に様々な委員会を設置していま

す。各委員会は取締役を委員長として、担当する各事案

についての意思決定や経営への提言を通して、それぞれ

の課題解決に取り組んでいます。

　月次の決算概況、子会社の決算に関する事項、取締役

会および経営会議に関する事項等を報告することを目的

に経営役員会を設置しています。取締役11名（うち社外

取締役3名）および執行役員13名で構成されており、毎月

1回開催しています。

各委員会について経営役員会

※��取締役会�任意機関

※��取締役会�任意機関
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氏名

取締役会および監査等委員会への
出席状況（2019年度）

選任理由

取締役会 監査等委員会

柳谷�孝 16╱16 ―
会社経営の経験と資本市場についての豊富な知見を生かし、取
締役会の意思決定機能や監査機能の強化を期待しているため。

三輪�隆司 16╱16 14╱14
損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富
な知見を生かし、当社のリスクマネジメントのさらなる強化を期待
しているため。

吉田�幸宏 13╱13※ 11╱11
金融機関における長年の経験と豊富な知見を生かし、当社の財
務政策の強化を期待しているため。

社外取締役の選任理由

役員の報酬について

     報酬等決定の基本方針

　当社は、取締役の報酬等について、2017年4月1日付で、「役員報酬ポリシー」を制定しています。「役員報酬ポリシー」は、当社

グループの持続的な成長および中長期の企業価値向上に資する健全なインセンティブとして機能させることを目的として、以下の

基本方針を定めています。

　（１）��当社グループの持続的な成長と中長期の企業価値に資するものであること

　（２）��株主との利害共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること

　（３）��短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること

　（４）��優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること

　（５）��様 な々ステークホルダーの価値創造に配慮していること

　（６）��透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること

     決定プロセス

　取締役の報酬等については、決定プロセスおよび結果の透明性と客観性を確保するため、取締役会の任意の諮問機関である報

酬諮問委員会の審議を経た上で、取締役会の決議によって、最終的な決定を代表取締役社長執行役員に一任しています。報酬諮

問委員会は、取締役の報酬制度や各取締役の具体的な報酬の額を決定する過程において随時開催しており、2019年度は延べ７

回開催しました。

※��2019年6月就任以降の状況

価値創造の基盤
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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、10月に鹿島工場の見学会
を開催

アナリスト向け個別IR 21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、4、7、10、翌1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 18回
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

　

     報酬等体系

IRに関する活動状況（2019年度）

　取締役の報酬等の体系は、金銭報酬と株式報酬によって構成されています。

　金銭報酬は、職務内容など役位に応じて定められる基本固定報酬と、前年度の会社業績および個人業績を勘案して定められる

短期インセンティブとしての金銭報酬（以下、「変動型固定報酬」）とで構成されています。これらの報酬の比率は、原則として、基本

固定報酬7：変動型固定報酬および株式報酬3としています。なお、当社株主との価値の共有を図るために、変動型固定報酬および

株式報酬のうち、過半を株式報酬としています。変動型固定報酬については、中長期業績を達成するためのマイルストーンとしての

単年度業績に対する取締役のコミットメントとしての性質を勘案し、会社業績および個人業績などの貢献度に基づき決定しています。　　　

　また、株式報酬については、中長期のインセンティブとして、当社グループの中長期的な企業価値向上および当社株主との利害

の共有を目的とし、各々の取締役が担う役割・責任などを総合的に勘案の上、役位などに応じて決定しています。

　すべてのステークホルダーの皆様に、グループ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いきます。

基本固定報酬

金銭報酬

7 3

変動型
固定報酬

株式報酬

報酬等体系イメージ図
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役員一覧

取締役

経歴
1981年�４月� 当社入社
2001年�６月� 当社広域営業本部長
2006年11月� 当社製粉部長
2009年�６月� 当社執行役員
2012年�６月� 当社常務取締役
2014年�６月� 当社専務取締役
2016年�４月� 当社代表取締役社長
2020年�４月� 当社代表取締役社長執行役員
� � （現任）

経歴
1981年�４月� 当社入社
2006年11月� 当社仙台支店長
2010年�６月� 当社経営企画部長
2011年�６月� 当社執行役員
2015年�４月� 当社常務執行役員
2016年�６月� 当社取締役常務執行役員
2018年�４月� 当社取締役専務執行役員（現任）
2018年�４月� �営業部門統轄、営業企画部・�

飼料畜産部・支店担当（現任）

経歴
1983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
2008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）証券部長
2010年�４月� �同行クレジットエンジニアリング�

部長
2012年�４月� 当社総務部長
2013年�６月� 当社執行役員
2016年�４月� 当社常務執行役員
2018年�４月� 管理部門統轄（現任）
2018年�６月� 当社取締役常務執行役員（現任）

経歴
1984年�４月� 当社入社
2011年�５月� 当社広域営業部長
2014年�６月� 当社執行役員
2018年�４月� 当社常務執行役員
2018年�４月� 海外事業部・広域営業部・製粉部・�
� � 糖質部担当（現任）
2018年�６月� 当社取締役常務執行役員（現任）

経歴
1979年�４月� 当社入社
2001年�７月� 当社鹿島事業所製粉工場長
2002年�６月� �当社技術本部�

製粉テクニカルマネージャー
2005年�６月� 当社生産センター所長
2006年11月� 当社船橋工場長
2009年�６月� 当社執行役員
2012年�６月� 当社常務取締役
2016年�４月� 当社取締役専務執行役員
2016年�４月� 生産・技術部門統轄（現任）
2017年�４月� 当社代表取締役専務執行役員
� � （現任）

経歴
1984年�４月� 当社入社
2006年11月� 当社神戸工場長
2010年10月� 当社総合研究所長
2011年�１月� 当社食品開発センター所長
2013年�４月� 当社商品開発センター所長
2014年�６月� 当社執行役員
2017年�４月� 当社常務執行役員
2017年�４月� �研究開発部門統轄、�

品質保証部担当（現任）
2017年�６月� 当社取締役常務執行役員（現任）

経歴
1984年�４月� 当社入社
2007年�４月� 当社札幌支店長
2009年�６月� 当社食品部長
2014年�６月� 当社執行役員
2018年�４月� 当社常務執行役員
2018年�４月� �油脂部・食品部・原料部担当�

（現任）
2018年�６月� 当社取締役常務執行役員（現任）

経歴
1975年��4月�　野村證券株式会社入社
2001年10月� 野村證券株式会社常務取締役
2002年�４月� 同社代表取締役専務取締役
2003年�６月� 同社代表執行役専務執行役
2006年�４月� 同社代表執行役執行役副社長
2008年�４月� 同社執行役副会長
2008年10月� 同社執行役員副会長
2012年�４月� 同社常任顧問
2012年�８月� 同社顧問
2013年�６月� �株式会社アルファシステムズ�

社外取締役（現任）
2014年�６月� �株式会社ハーツユナイテッドグループ

（現�株式会社デジタルハーツホール
ディングス）社外取締役（現任）

2015年�６月� 当社社外取締役（現任）
2016年�５月� 学校法人明治大学理事長（現任）

代表取締役社長執行役員　
新妻  一彦
所有株式数　38,199株

取締役専務執行役員　

太田  隆行
所有株式数　33,499株

取締役常務執行役員　

大柳  奨
所有株式数　10,225株

取締役常務執行役員　

国領  順二
所有株式数　9,732株

代表取締役専務執行役員　

中村  圭介
所有株式数　27,301株

取締役常務執行役員

金子  俊之
所有株式数　11,246株

取締役常務執行役員　

山口  龍也
所有株式数　13,432株

社外取締役　

柳谷  孝
所有株式数　1,900株

価値創造の基盤
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経歴
1981年�4月� 株式会社千葉銀行入行
2015年�6月� 同行常務執行役員船橋支店長
2016年�6月� �ちばぎんコンピューターサービス����

株式会社�取締役社長
2019年�6月� �当社社外取締役（監査等委員）�

（現任）
2019年�6月� �ちばぎんコンピューターサービス����

株式会社�取締役会長（現任）�

経歴
1981年�4月� 当社入社
2008年�6月� 当社経営企画部長
2011年�6月� 当社執行役員
2014年�6月� 奥本製粉株式会社
　　　　　　���代表取締役社長
2019年�4月� 当社顧問役
2019年�6月� 当社取締役（監査等委員）（現任）

経歴
1990年�8月� 日本火災海上保険株式会社入社
2014年�4月� �日本興亜損害保険株式会社� �

常務執行役員北海道本部長�
株式会社損害保険ジャパン� �
常務執行役員北海道本部長

2014年�9月� �損害保険ジャパン日本興亜株式会社�
（現�損害保険ジャパン株式会社）�
常務執行役員北海道本部長

2016年�4月� �損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ　
株式会社�
（現�SOMPOキャリアスタッフ株式会社）�
代表取締役社長

2016年�6月� 当社社外監査役
2017年�6月� 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
2018年�6月� �SOMPOクレジット株式会社
　　　　　　　代表取締役社長（現任）

取締役（監査等委員）　

齋藤  規生
所有株式数　7,900株

社外取締役（監査等委員）　

吉田  幸宏
所有株式数　200株

常務執行役員
　

猪野  浩  グループ経営推進部長

髙橋  秀和           鹿島工場長

執行役員
　

檜前  慶一

杉山  毅

小河原  賢二

荒川  謹亮

細井  義泰

駒井  孝哉

塚越  英行

大野  正史

松嶋  伸

仙波  美智代

鈴木  孝明

　

昭産商事株式会社 代表取締役社長

九州昭和産業株式会社 代表取締役社長

奥本製粉株式会社 代表取締役社長

油脂部長

財務部長

製粉部長

糖質部長

生産技術部長

総務部長

基盤技術研究所長

大阪支店長

社外取締役（監査等委員）　

三輪  隆司
所有株式数　1,200株

執行役員
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リスクマネジメント

　当社グループでは、年1回、経営目標の達成を阻害する可能性のあるリスクを洗い出し、それらについて「経営への影響度」

と「発生可能性」で構成されるリスク基準により評価を行い、リスクの重要度を決定するリスクアセスメントを行っています。

　重要度の高いリスクについては、リスクマネジメント委員会にて対応状況をモニタリングし、改善・指導を行うことで対策

実行を支援するとともに、リスク低減に向けた継続的なリスクマネジメント活動を展開しています。

　新型コロナウイルスの感染拡大が社会や経済に深刻な影響を及ぼしているなか、当社グループでは、お取引先、お客様およ

び当社グループの従業員とその家族の安全と健康を最優先に、食品メーカーとしての供給責任を果たして事業継続に努める

ことを基本方針とし、様々な防止策を実施しています。特に、政府の「緊急事態宣言」発令時は、生産ラインにおける感染防止

対策を徹底する一方で、本社スタッフを原則在宅勤務とし、リモートワークを推進したほか、

インフラ環境を整備して対面での営業活動や社内外の会議、新入社員研修、採用活動をオン

ラインに切り替えるなど、事業への影響を最小限に抑える取り組みを継続して行っています。

リスクマネジメント体制

新型コロナウイルス感染症リスクへの対応

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の強化に取り組んでいます。

基本的な考え方

     リスクマネジメント委員会

応接室　テーブルの中央にアクリル板を設置

リスクマネジメント委員会
委員長：管理部門統轄

事務局：経営企画部内部統制推進室

CSR 委員会
委員長：社長

び

前年度　活動報告
今年度　活動方針・目標

製品安全委員会

各専門委員会

コンプライアンス委員会

環境管理委員会　　など

各部署・グループ会社

報告

報告

災害対策委員会
情報セキュリティ委員会

指示

指示・情報共有

戦略リスク

社会的リスク

財務リスク

ハザードリスク

オペレーションリスク

・リスクアセスメント
（リスク一覧）の実施

・活動方針・目標の策定

・リスク対策計画
  の策定

・リスク対策の
  是正、改善

・リスク対策活動の
  評価

・リスク対策の実施

・教育活動

・リスク基準の見直し

・リスクマネジメント
  有効性の評価

     リスクマネジメント推進の考え方

価値創造の基盤

P

A

D

C
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重大リスクへの対応

リスク項目 関連する主なリスク 主な取り組み

穀物原料調達

・穀物相場や為替相場の急激な変動

・�為替相場の変動リスクを軽減するため、先物
為替予約取引を含むデリバティブ金融商品を
一部利用

・�原料価格に見合った適正な製品価格への転
嫁、コスト削減施策の実施

・持続可能な穀物原料の調達リスク
・�調達供給地域の多産地化
・�穀物サイロへの備蓄在庫の保有

製品安全

・製品の安全・安心への懸念
・製品不良による製品回収のコストアップ

・�当社グループ独自の「製品安全・品質マネジメ
��ントシステム（FSQMS）」を運用し、予防的な　　
��対策と継続的な改善を実施
・�製品回収の仕組み・手順の構築

・信用低下に伴う顧客離れ
・�製品の回収および社告やウェブサイトなどで
対応について開示する体制を整備

大規模災害
（自然災害）

・従業員の出勤不能
・�災害発生時の情報ルートや連絡手段の整備
・BCP体制の改善、見直し

・工場操業停止による製品供給体制の停滞

・�生産拠点の工場設置地域において、安全管理
��体制の確立や設備補強などの災害対策を実施
・�システムダウンした場合にも備え、予備機に切
り替えて事業を継続できる体制の構築

情報管理

・�サイバー攻撃でのシステム停止による
��製品供給の遅れ

・�セキュリティ対策の検討・見直しを継続的に実施

・情報漏洩による損害賠償
・��「�IT推進者」を各部署に配置し、教育など、人的
��対応力強化にも注力

資産運用

・年金資産の積立不足から引き起こされる
��財務リスク

・�企業年金制度の一部をDB（確定給付型年金）
からDC（確定拠出型年金）へ移行

・株価市場の低迷による保有有価証券の
��減損リスク

・�個別の政策保有株式の保有の適否についての
検証

世界規模での 
感染症拡大

（パンデミック）

・従業員の出勤停止による生産調整など、
��製品供給体制の停滞

・操業を維持するための体制整備
・�感染拡大防止と従業員の健康管理を徹底する
�など対策を実施（出勤前の検温確認、不要不急���
�の国内外出張の自粛）
・�密集化防止のための施策を実施
��（在宅勤務、WEB会議の活用など）

経営に重大な影響を及ぼす可能性があるリスクと主な取り組み
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独占禁止法などに関する
社外窓口（外部弁護士）

社内窓口
（CSR推進部長）

コンプライアンス

コンプライアンス推進活動

　コンプライアンス委員会を核として、当社グループのコン

プライアンス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。

　法令遵守に加え、社会通念・倫理観の醸成も重視し、従

業員の入社歴や職務に応じ、教育を充実させています。

　「昭和産業グループ�内部通報規程」のもと、通報者の保

護や内部通報体制（右図）を定めています。なお、2019年

度は通報はありませんでした。

　今後、改正公益通報者保護法の趣旨を踏まえ、従業員へ

の内部通報制度の意義・重要性の周知とともに、透明性確

保のための新たな外部窓口の設置など、より安心して通報

ができる体制の整備を進めていきます。

　当社グループは、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。

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の実践者となり、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。

基本的な考え方

     コンプライアンス委員会の役割

     コンプライアンス教育

     交通安全委員会の運営

     内部通報体制

     反社会的勢力との関係遮断

　2019年度のコンプライアンス委員会において「教育プロ

グラムの強化」を掲げ、若年層および管理職層に向けた教

育を強化しています。特に、管理職を対象とした外部講師

による「ハラスメント研修」や、Eラーニングによる全従業員

向け「ダイバーシティ・ハラスメント研修」を実施し、理解促

進とコンプライアンス意識の浸透を図っています。

　営業、研究開発、生産・技術、管理部門の各役員が参加する交通安全委員会を設置しています。委員会では、交通安全に

関する施策の検討や実施状況の確認を行っています。

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

調査結果

是正措置・再発防止・告発社内処分

当該会社社長・監査役

通報：ホットライン

報告

指示

通知
調査

通報：ホットライン

報告

内部通報体制図

ハラスメント研修の様子

コンプライアンス体制

価値創造の基盤
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社外取締役メッセージ

　社外取締役に就く前の私は、野村證券株式会社の取締

役および執行役員として主に投資銀行部門を統括し、15

年にわたって同社の経営に携わってきました。2016年から

は明治大学の理事長として、少子化や国際化を踏まえた大

学の経営改革に取り組んでいます。証券会社の経営で培っ

たガバナンス・M＆Aなどに関する知見と、大学のリカレント

教育プログラムを通じた企業の人材育成という、2つの方向

から意見を述べることで、昭和産業グループの企業価値向

上に貢献したいと考えています。

変わらず脈々と受け継がれるべき「誠実さ」

　現在の昭和産業は、食品メーカーのなかで穀物の取扱

量がトップであり、穀物ソリューション・カンパニーとして

「食」の安全・安心、および安定供給を実現しています。そ

のベースになっているものはおそらく、創業時に掲げた「農

産報国」の精神と、「食」やお客様に対する「誠実さ」でしょ

う。昭和産業には、この2つの要素が80年以上にわたって

清冽な地下水のように受け継がれていると、日頃から実感

しています。なお、ガバナンスの語源は「船の舵を取る」こ

とであり、舵の取り方、つまりガバナンス・コードの各項目

に自社をどのようにすり合わせるかに、企業の特徴が表れ

ます。昭和産業においてはまさに「誠実さ」だと考えますが、

これは経営において最も大切なことであり、創業の精神と

共に不断の努力をもって将来へ引き継ぐべきものです。

非連続での成長に向け「変化する覚悟」を持つ

　現在のコロナ禍を踏まえると、長期ビジョンの最終年度

にあたる2025年度の数値目標（売上高4,000億円╱経常

利益200億円)を達成するためには、過去の延長線上から

脱して非連続での成長を実現する必要があります。幸いに

して現経営陣は、過去にとらわれず成長スピードを加速さ

せようという意識を全員で共有しており、かつ実行に移して

います。その典型例は、本年度に実施した、昭和産業の歴

史上初めてとなるTOBによる買収案件です。今後は会社双

方の人材やブランドといった無形資産をバリューアップし

ながら、事業シナジーを最大化することが重要なテーマと

なります。そのためには、昭和産業グループに加わった会

社の潜在的な課題を把握すべく、経営陣には「見えないも

のを見る努力」「聞こえないことを聞く努力」が求められます。

　非連続での成長を実現するもう一つの方向性は、グロー

バル化、つまり海外エリアでの事業拡大です。その成否を

左右するのは、やはり人材の採用と育成策でしょう。すで

に、取締役・執行役員の経営マネジメント力向上を目的とし

た研修が2019年にスタートしています。社外取締役として

は、M＆Aと海外展開に関する経営計画の妥当性および実

効性の有無をしっかり確認していく必要があると認識して

います。

　産業界は、今後1～ 2年で、コロナ禍を生かす経営がで

きる企業とそうではない企業の差がより明確になるでしょ

う。そして、昭和産業は、「コロナ禍を経営に生かす」という

強い意志と覚悟を持つ必要があります。私もガバナンスの

一翼を担う取締役として、同様の覚悟を持って建設的な役

割を果たしていきます。
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社外取締役
学校法人明治大学�理事長�

柳谷��孝

長期ビジョンの実現に向けて

強い覚悟を持って、役割を果たしていく




