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ガバナンス・ハイライト

日本曹達は、法律を遵守し健全で透明な企業経営を行うことを基本に、「化学」を通じ優れた製品を提供することに
より社会の発展に貢献するとともに、株主・投資家、取引先、従業員および地域社会などのステークホルダーの皆様
からの期待と信頼に応え、また、環境に配慮した事業活動を行うことを経営理念としています。
この経営理念のもと、当社は独自の特色ある技術の活用により高付加価値製品の開発を進め、グローバルな視野で
化学を中心に事業を展開する技術指向型の企業グループを目指しています。
また、経営理念を実現し、急激な経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するためには、コーポレート・ガバナンスの
充実が重要な経営課題であると認識しています。

 基本的な考え方

ガバナンス強化の歴史

・     経営監督機能の強化と業務遂行
の機動性向上

・   取締役の多様性の向上

・   経営の透明性・公正性の強化

・   法令遵守・企業倫理に基づいた
企業行動の徹底

ガバナンス強化の狙い

取締役

8名
（平均在任期間 2.63 年）

監査等委員である取締役

3名 4名
（36.4％）

2名
（18.2％）

監査等委員会開催回数

15回
経営会議開催回数

35回
投資家との面談回数

203回
指名・報酬諮問委員会

3名
（社長および社外取締役2名）

取締役会開催回数

18回

女性取締役社外取締役

2013年3月期 CSR推進委員会を設置 
 役員退職慰労金制度を廃止

2014年3月期 執行役員制度を導入（取締役を14名から7名に減員） 
 社外取締役1名選任

2016年3月期 社外取締役2名選任（1名増員、うち1名女性） 
 取締役会の実効性評価を開始

2017年3月期 役員報酬制度の見直し 
  （業績連動型株式報酬制度（BBT）導入）

2018年3月期 報酬諮問委員会を設置

2019年3月期 指名・報酬諮問委員会を設置 
 取締役会の実効性評価に外部機関を活用

2021年3月期 監査等委員会設置会社へ移行

2023年3月期 役員報酬制度の見直し 
  （譲渡制限付株式報酬制度（RS）導入）

▶ コーポレート・ガバナンス報告書　 https://www.nippon-soda.co.jp/environment/pdf/governance_report.pdf
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コーポレート・ガバナンスの体制

　日本曹達グループは、「コーポレートガバナンス・コード」に則り、受託者責任を十分に自覚し、コーポレート・ガバ
ナンス体制の充実に取り組んでいます。

株主総会
毎年6月に開催する定時株主総会を、株主の皆様と直接対話するための重要な機会と位置づけています。株主の皆様
に、株主総会における報告事項と決議事項を十分にご検討いただけるよう、株主総会招集通知を早期発送しています。
また、株主総会招集通知の発送に先んじて、日本曹達ウェブサイトや東京証券取引所ウェブサイトに発送前開示を行っ
ています。議決権の行使にあたっては、書面による行使に加え、インターネットによる行使を可能としています。

取締役会
法令・定款で定められた事項および「取締役会規則」で定められた経営上の重要な（一定金額以上など明確な基準に
基づく）意思決定、ならびに各取締役の業務執行の監督を行います。取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期
は、環境変化に迅速に対応でき、かつ経営責任および業務執行責任を明確化するために１年としています。

各事業部門およびグループ各社
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● コーポレート・ガバナンス体制図
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監査等委員会
監査等委員である取締役については、3名のうち2名を社外取締役としています。監査等委員である取締役は、経営会
議などに出席するほか、重要な書類（稟議書）などを閲覧し、重要な事項については担当取締役・執行役員や担当部署
あるいは当該子会社などから直接説明を受けるなど、グループ全体にわたり会社情報の発生について正確な把握に努
め、関係部署の対処・対応と内部統制が適法・適正に執行されているか否かを監視・検証しています。これに加え、特に
財務諸表などの信頼性の確保に関しては、会計監査人から定期的に報告を受け、また一部の実地監査に立ち会うなど
密接な連携を図ることで対応しています。

指名・報酬諮問委員会
役員人事および役員報酬の公平性と客観性を高めるため、社外取締役2名と社長で構成する指名・報酬諮問委員会を
設置し、役員の人事および報酬について取締役会に対して助言・提言を行うこととしています。

経営会議
「経営会議運営規則」に基づき、社長、執行役員である取締役および社長が出席を要請した者をもって構成される経営
会議（原則週1回開催）で、取締役会審議事項以外の重要な業務執行の審議を行い、迅速な意思決定に努めています。

コンプライアンス委員会
グループ全体に対して「法令遵守・企業倫理」に基づく企業行動の徹底を図ることを目的に、社長直轄のコンプライアン
ス委員会を設置しています。コンプライアンス委員会は、役員からなる委員とともに、各部門・支店・事業場およびグルー
プ会社にそれぞれコンプライアンス担当者を配置することで構成しています。

CSR推進委員会
社長執行役員を委員長とする「CSR推進委員会」を設置し、RCを含むCSR活動を推進する全社的な最高意思決定機
関としています。「CSR推進委員会」は、日本曹達の全取締役、執行役員、事業場長および国内主要グループ会社の役
員で構成され、定期的に年2回のCSR推進委員会を開催し、経営層による目標設定、評価、見直しを実施することで継
続的改善を図り、PDCAサイクルをスパイラルアップさせます。

取締役の指名方針

　取締役候補者の指名および経営陣幹部の選解任については、指名・報酬諮問委員会の助言・提言を踏まえ、取締
役会の決議をもって決定しています。また、監査等委員である取締役候補者については、監査等委員会の同意を得
たうえ、取締役会で決定します。
　取締役候補者・経営陣幹部については、

（1）豊かな業務経験を有すること （4）ふさわしい人格、識見を有すること　
（2）経営感覚が優れていること （5）心身ともに健康であること
（3）指導力、統率力、行動力および企画力に優れていること

を基準にそれぞれの責務にふさわしい人物を選任しています。
　また、社外取締役の候補者については、会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件を基本に、加えて、当
社の経営に対して建設的で率直な意見を期待できる専門性と豊富な経験を有する人材を選任することとしています。
　経営陣幹部の職務執行に不正または重大な法令もしくは定款違反、その他職務を適切に遂行することが困難と
認められる事由が生じた場合には、その役職を解任します。
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社外取締役について

　日本曹達では、独立性の高い社外取締役4名（うち2名は監査等委員である取締役）体制とし、会社の持続的な成
長と中長期的な企業価値の向上に寄与するよう取締役会の充実を図っています。 また、独立社外取締役について、
会社法および東京証券取引所の独立性に関する要件に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社の経
営判断における客観性や合理性を担保し当社の企業価値向上に資することができる人材を選任することとしていま
す。具体的には、下記の要件のいずれにも該当しない者としています。

（1）  当社または当社子会社を主要な取引先とする者また
はその業務執行者

（2）  当社または当社子会社の主要な取引先またはその業
務執行者

（3）  当社または当社子会社から、役員報酬以外に多額の
金銭その他財産を得ているコンサルタント、公認会
計士または弁護士などの専門家

（4）  過去1年間において、上記（1）から（3）のいずれかに
該当していた者

（5） 次に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族
1. 左記（1）から（4）までに該当する者
2.  現在または過去1年間において当社または当社子
会社の業務執行者であった者

3.  現在または過去1年間において当社または当社子
会社の非業務執行取締役であった者

スキルマトリクス

取締役 専門性および経験

氏名 性別 役職 取締役
在任期間 企業経営 財務・会計 事業戦略・ 

ポートフォリオ
研究開発・ 
生産技術 国際性

ESG・ 
サステナ
ビリティ

法務・ 
リスク

マネジメント

石井 彰 男 取締役会長
（代表取締役） 13年 ● ●

阿賀 英司 男 取締役社長
（代表取締役） 2年 ● ● ●　

渡辺 敦夫 男 取締役
常務執行役員 新任 ● ●　

笹部 理 男 取締役
執行役員 1年 ● ●

清水 修 男 取締役
執行役員 新任 ● ● ●

土屋 光章 男 取締役 2年 ● ●

渡瀬 有子 女 取締役 新任 ● ● ●

下出 信行 男 取締役 3年 ● ●

堀 信之 男 取締役
監査等委員（常勤） 新任 ● ●

脇 陽子 女 取締役
監査等委員 2年 ●

𠮷田 波也人 男 取締役
監査等委員 新任 ● ●

社外
独立

社外
独立

社外
独立

社外
独立

　当社グループは長期ビジョン（2021年3月期～2030年3月期）において、「新たな価値を化学の力で創造し、『社会
への貢献』を通じ『企業価値の向上』を実現する。」というミッションを掲げています。このミッションの実現に向けて、
基本戦略・資本政策・サステナビリティ経営の実践における経営戦略などの重要事項の意思決定および職務執行の
監督を適切かつ迅速に実施するという観点から、取締役会が全体として備えるべきスキルを以下のとおりとしました。
　なお、取締役会が全体として備えるべきスキルは、外部環境や当社の状況の変化に応じて適宜見直しを行うもの
とします。



コーポレート・ガバナンス

日本曹達グループ ESGデータ集2022
企業価値を高めるCSR 企業価値を守るCSR コーポレート・ガバナンス／

コンプライアンス／リスクマネジメント社会活動 データサステナビリティ経営

● 社外取締役選任理由

氏名
取締役会および監査等委員会への出席状況

選任理由
取締役会（18回開催） 監査等委員会（15回開催）

土屋 光章 18回 ―
長年にわたる銀行業務で培った知見および他社の企業経営に関与 
された経験を当社の経営に活かしていただくことで、当社の経営体 
制をさらに強化できると考えたため。

渡瀬 有子 （新任） ―

公認会計士としての会計監査に関する専門的な知見と国際経験、お
よび長年にわたるクロスボーダーM&A関連業務や事業ポートフォ
リオ戦略などの経験を活かしていただくことで、当社のガバナンス強
化、健全な成長・発展ができると考えたため。

脇 陽子 18回 15回
直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての会社
法務に関する幅広い知識と見識や、他社の社外取締役としての経験
を当社の経営に対する監査などに活かしていただけると考えたため。

𠮷田 波也人 （新任） （新任）

直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての
企業会計に関する豊富な経験と高度な専門性、国際経験も含めた幅
広い見識を当社の経営に対する監査などに活かしていただけると考え
たため。

役員報酬について

決定方針
　日本曹達の役員報酬は、世間水準および会社業績や従業員給与とのバランスを考慮して決定しています。報酬の
総額については、2020年6月26日開催の第151回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）
は年額350百万円以内、監査等委員である取締役の報酬総額は年額100百万円以内と決議いただいています。
　取締役の報酬は、株主総会により承認された報酬総額の限度内において、取締役会が指名・報酬諮問委員会に諮
問し、その助言・提言・答申を受けて取締役会にて審議し、決定します。取締役会は、代表取締役社長に対し、各取
締役の基本報酬および社外取締役を除く各取締役の業績連動報酬・評価報酬・株式報酬の金額の決定を委任してい
ます。委任した理由は、当社全体の業績などを勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締
役が適していると判断したためです。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当
性などについて確認しています。
　2021年度の役員報酬等については、2021年6月23日の指名・報酬諮問委員会で審議し、その答申を受け、2021
年6月23日の取締役会にて取締役報酬、株式給付信託付与ポイントについて審議、決定しました。監査等委員の報
酬は、株主総会で承認された報酬総額の限度内において、監査等委員会の協議で決定しました。
　2021年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容
が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていること
を確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。
　なお、定款で定める取締役（監査等委員であるものを除く）の員数は10名以内、監査等委員である取締役の員数
は5名以内となっています。
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● 報酬等の総額

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 業績連動報酬等 業績連動型株式報酬

取締役（監査等委員を除く）
（うち社外取締役）

252
（21）

153
（21）

83
（－）

16
（－）

9
（2）

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

49
（21）

49
（21）

－
（－）

－
（－）

3
（2）

合計
（うち社外役員）

302
（43）

203
（43）

83
（－）

16
（－）

12
（4）

※1  上記の報酬は2022年6月29日開催の第153回定時株主総会で見直しを決議する前の役員報酬制度に基づいています。
※2  上記員数および報酬等の額には、2021年6月29日任期満了により退任した取締役1名を含んでいます。
※3  上記の業績連動報酬等は当期の成果・業績を示す指標を利用し、下記算式により算出します。
 前期業績連動報酬額 ＋ 当期業績連動加減額※

 ※当期業績連動加減額：連結経常利益増減額と単体営業利益増減率の2指標により算出します。
  当該2指標は、連結業績および単体業績の達成度を測る指標であり、各役員の成果・貢献度を評価するのに適切であることから、業績連動報酬に
係る指標として選定しています。なお、営業部門の役員については、これらの指標のほかに、それぞれの担当部門の業績を加味しています。

 連結経常利益増減額および単体営業利益増減率の2022年3月期の実績は、次のとおりです。
 ・連結経常利益増減額  3,768百万円　　・単体営業利益増減率  17.2％
※4  上記の業績連動型株式報酬は、株式給付信託（BBT）を導入しています。役位に応じたポイント制となっており、下記算式により算定されたポイント
を付与します。

  （算式）役位別基準ポイント × 当期指標係数
  当期指標係数はROEおよび連結営業利益増減額（過去3年間平均額に対する当期実績の増減額）を指標とするマトリクステーブルにより、0～
150％の範囲内で決定します。各指標の2022年3月期の実績は次のとおりです。

 ・ROE  8.4％　　・連結営業利益増減額  3,256百万円

a. 基本報酬の決定方針 役割と役位に応じて金額を決定します。
b.  業績連動報酬の 
決定方針

当期の成果・業績を示す指標を利用し、下記算式により算出します。
決定方針〈算式〉
前期業績連動報酬額 ＋ 当期業績連動加減額※1 ＋ 当期業績連動額※2　
※1 当期業績連動加減額：  ①連結当期利益増減額、②連結ROE（自己資本当期純利益率）増減および③単体営業利益

増減率の3指標より算出します。
※2 当期業績連動額：  下記算式により算出します。 

役位別基準ポイント × 当期指標係数（％）※3 × 前期平均株価
※3 当期指標係数：  ①当期のROEおよび②連結営業利益増減額（過去3年間平均額に対する当期実績の増減額）

を指標とするマトリクステーブルにより、0～150％の範囲内で決定します。
当該指標は、長期ビジョンでコミットした企業価値向上の達成度を感度高く測る指標であり、役員の成果・貢献度の評価
に適切と判断し、業績連動報酬に係る指標として選定しています。

c. 評価報酬の決定方針 各取締役が期初に立てた目標の到達度により算出します。
d. 株式報酬の決定方針 株主とのより一層の価値共有を図るとともに、中長期的な企業価値向上に連動したインセンティブとして、譲渡制限付株

式報酬（RS）を導入しています。役位ごとに職務および責任に応じた数量の譲渡制限付株式を割り当てます。
e.  報酬の種類ごとの 
割合の決定方針

基本報酬：業績連動報酬：評価報酬：株式報酬の割合が概ね40％：40％：5％：15％前後となるように支給します。

f.  報酬を与える時期 
または条件の決定方針

基本報酬・業績連動報酬・評価報酬は、月例の固定報酬とします。非金銭報酬である譲渡制限付株式報酬は割当契約書に
基づき、譲渡制限が付された株式を毎年割り当て、当社の最終地位を退任または退職した時に譲渡制限を解除します。

g.  個人別報酬の内容の 
決定方法

個人別の報酬額については上記の基本報酬・業績連動報酬・評価報酬・株式報酬の内容に関する取締役会の決議に
基づき、代表取締役社長がその具体的な決定権限の委任を受けるものとします。なお、当該権限が代表取締役社長
によって適切に行使されるよう、代表取締役社長は当該金額の決定に先立ち、指名・報酬諮問委員会への説明・審議
を経て、その了承を得るべきこととします。

基本報酬
40%

業績連動報酬
40％

評価報酬
5％

株式報酬
15％前後

報酬体系の見直し
　株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的とし
て役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度の導入と、取締役（監査等委員である取締役、社外取締
役および非常勤取締役を除く）を対象として、本制度に基づき割り当てられる譲渡制限付株式の払込金額相当額の
金銭報酬債権の支給について2022年6月29日開催の第153回定時株主総会で決議いただいています。また、当社
は本制度の導入が承認されたことに伴い、株式給付信託（BBT）による業績連動型株式報酬制度を本株主総会終結
の時をもって廃止しました。
　なお、個人別の報酬額については、①基本報酬、②業績連動報酬、③評価報酬、④株式報酬により構成されており、
その比率は次表（個人別報酬等の決定方針の概要 e. 報酬の種類ごとの割合の決定方針）のとおりです。なお、社外
取締役、非常勤取締役および監査等委員である取締役の報酬はその職務を踏まえ、基本報酬のみの支給となり、業
績評価の適用対象外となっています。

● 個人別報酬等の決定方針の概要（新報酬体系）
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取締役会の実効性評価

　日本曹達では、取締役会の適切な職務執行の決定および監督機能の向上を目的として、2015年度より毎年、取
締役会メンバー全員へのアンケート形式による自己評価を実施しています。また、定期的に外部機関へ委託しヒアリ
ング調査による分析・評価を実施することとしており、2018年度および2021年度に外部機関によるヒアリング調査
を実施しました。2021年度の評価においては、取締役および監査等委員である取締役全員に対し外部機関で作成
した以下の項目に関するアンケートを実施しました。また、そのアンケート結果に基づいて、外部機関より取締役全
員にインタビューを行い、その内容を踏まえて取締役会で現状認識について検証・議論を行いました。

（アンケート項目）
①取締役会の機能（中長期的な経営戦略に関する議論の充実や指名・報酬に関する監督機能の発揮など）
②取締役会の構成・規模（人数・独立社外取締役の割合、スキル・多様性の確保）
③取締役会の運営（取締役会の開催回数・頻度・時間、資料提供、議事運営など）
④監査機能に対する監督（監査等委員会や社外取締役と各監査機関との連携など）
⑤社外取締役の機能発揮（社外取締役の機能発揮に向けた体制構築、社外取締役への情報提供など）
⑥株主・投資家との関係（株主・投資家との対話の体制、取締役会に対する株主・投資家意見のフィードバックなど）

　その結果、当社の取締役会は全体として実効性が確保されていることを確認しました。また、取締役会の構成とし
て、経営戦略の実現に向けて必要なスキル・多様性が確保されており、取締役会の議事運営も含め議論のための適
切な環境が整備されていること、社外取締役による充実した議論参加を可能にするために社外取締役に対する情報
提供・共有をオープンに行っていることなどが強みであると確認されました。ただし、中長期的な経営戦略に関する
議論のより一層の充実、指名・報酬に関する監督機能の強化などに向けて課題があるものと認識されています。
　今後の取締役会の運営方法の改善に取り組み、取締役会の実効性のさらなる向上に努めていきます。


