
コーポレート・ガバナンス

●  社外取締役を初めて 
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　
●   社外取締役の増員（３名／ 11名）

●   経営諮問委
員会の設置

●  社外取締役を1/3
以上選任 

（４名／ 11名）

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、従

業員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 2021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4名

3名中2名

36.4%

66.7%

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 （2021年6月25日現在）

価値創造の基盤
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取締役会
　当社は、社外取締役４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。

経営役員会
　取締役会の下部機関として、取締役および執行役員の業

務執行などに係る事項を報告し、経営意思の統一を図ること

を目的に、経営役員会を設置しています。取締役(社外取締

役を含む)および執行役員で構成されており、毎月１回開催

しています。

経営会議
　取締役会の下部機関として、業務執行に関する重要事項

を協議し、経営意思の統一を図ることを目的に、経営会議を

設置しています。部門統轄もしくは部門担当を委嘱された取

締役および常務執行役員以上の執行役員ならびに監査等委

員である取締役(社外取締役を除く)で構成されています。

コーポレート・ガバナンス体制図

選任・解任 選任・解任 選任・解任
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製品安全委員会
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

内部統制委員会　
投資検討委員会　
交通安全委員会 等

CSR委員会

指針

経営諮問委員会
　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・透明性を確保しています。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

ます。

報酬諮問委員会
　社外取締役のみで構成され、取締役会の任意の諮問機関

として、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し

ており、報酬決定プロセスの客観性・透明性を確保していま

す。なお、役員報酬は公表している「役員報酬ポリシー」に基

づき決定しています。

　当社グループの経営に関与する各種長期的なテーマを取

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。

各委員会について

※  取締役会 任意機関

※  取締役会 任意機関
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昭和産業グループ CSR⾏動規範
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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（2020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。

三上 直子
2021年６月25日就任

― ― 会社経営の経験と豊富な知見を生かし、取締役会の意思決定機能
や監督機能の強化を期待しているため。

吉田 幸宏 16／16 14／14 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
政策等の強化を期待しているため。

花田 秀則
2021年６月25日就任

― ―
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。

社外取締役の選任理由

役員の報酬について

     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

より、最終的な決定を代表取締役社長執行役員に一任してい

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

　（２）  株主との価値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

     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・公表しています。「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

     報酬等体系

　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。

価値創造の基盤

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。

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、

2020年度は延べ５回開催しました。
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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月（本決算）、11月（中間決算）
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 ― （新型コロナウイルス感染症拡大により工場見学は全て中止）

アナリスト向け個別IR 23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 ２回 個人投資家向けに、事業内容やビジネスモデル、株主還元などを説明
（新型コロナウイルス感染症拡大により開催数減少）

大株主向け個別決算説明 ９回
大株主に対し個別に、５月（本決算）、11月（中間決算）に決算や取り組
み内容などを説明

（新型コロナウイルス感染症拡大により開催数減少）

IRに関する活動状況（2020年度）

　全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

を正しく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、速やかな開示を

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お応えしてい

きます。

「健全経営」の継承に貢献していきます

監査等委員からのコメント

　私は、株式会社千葉銀行の在籍中に様々な会社経

営者と関わってまいりましたが、会社経営の結果は全

て決算に表れるものと考えます。これまで培った経験

と知見を生かし、当社の「財務基盤の強化」に貢献でき

ればと思っています。

　私が社外取締役（監査等委員）に就任して２年が経

ちました。当初は、全国に工場や多くのグループ会社

を有する企業であるため、経営方針などの浸透が難し

いのではないかと懸念していましたが、良い意味で予

想を覆されました。誠実で謙虚な人が多く、非常に風

通しの良い企業文化がつくられていると感じています。

そんな良い文化を持っているからこそ、環境の変化に

応じた経営ができ、健全経営が続いているのだと思います。

　2020年度は、従来と比べ規模が大きく、かつ付加価

値の高いM&Aを２件行いました。これは、これまでの

健全経営による安定した財務基盤が背景にあってこそ

できたことです。経営陣はPMIの重要性を認識して対

応していることもあり、予想以上に早くシナジーが発揮

できていることに驚いています。あらためて昭和産業の

底力を見た思いです。この２社はグループ戦略上、重

要な役割を担っています。グループガバナンスのなか

で適切な運営管理を行う必要があり、適宜状況を把握

していきます。

　今後も、海外企業との合弁、アグリビジネスへの参

入、さらには環境対応など、持続的成長に必要な投資

が予想されます。「リスクコントロールはできているか」

という視点で、独立した客観的な立場から経営陣に対

する実効性の高い監督を行うよう尽力してまいります。

社外取締役（監査等委員）　
吉田 幸宏

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
※ 過半は株式報酬
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