
報酬委員会
(取締役5名、うち社外3名)

監査

監査

連携
連携

内部監査
会計監査

経営管理、内部統制、監査等

社内取締役 64%

業務執行の
決定の委任・
業務執行の
監督

純
粋
持
株
会
社

事
業
会
社

代表執行役社長
コンプライアンス推進統括執行役 経営会議

各執行役

各部門

当社の子会社

株主総会

取締役会（取締役14名、うち社外5名）

会計監査人

監査委員会
事務局

当社の執行部門

内部監査部門（監査室）

指名委員会
(取締役5名、うち社外3名)

監査委員会
(取締役5名、うち社外3名)

社内取締役

社外取締役

社外取締役 36%

業務執行
取締役
43%

非業務執行
取締役

57%

うち、日本以外出身の
取締役1名、
女性取締役1名

取締役会の構成（2016年6月24日現在）

MCHCは、企業活動を通じ、KAITEKIを実現し、環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の
持続可能な発展に貢献することをめざしています。その目標に向かい、経営の健全性と効率性の双方を高める
体制を整備するとともに、適切な情報開示とステークホルダーとの対話を通じて経営の透明性を向上させ、
より良いコーポレート・ガバナンス体制の確立に努めています。

経営の健全性と効率性を高めるコーポレート・ガバナンス体制（2016年6月24日現在）

MCHCは、指名委員会等設置会社として、取締役会ならびに

指名、監査および報酬の3つの委員会が主に経営の監督を

担う一方、執行役が業務執行の決定および業務執行を担う

体制とし、監督と執行の分離を進め、経営の透明性・公正性の

取締役会の役割と構成の考え方

取締役会は、中長期的な経営戦略や年間予算などの経営の

基本方針を決定したうえで、その基本方針に基づく業務執行

の決定は、法定の取締役会決議事項を除き、原則として執行役

に委任しており、主に執行役の業務執行の監督をしています。

MCHCは、機能商品、素材およびヘルスケアの3つの事業分

野に及ぶグループの幅広い事業に精通した社内出身の取締

役に加え、企業の経営者、社会・経済情勢や科学技術に関する

有識者、公認会計士、弁護士といった経歴をそれぞれ有する5

名の社外取締役を選任し、多様な意見を経営に反映させると

ともに、監督機能の強化を図っています。また、社外取締役に

加え、社内取締役のうち、MCHCの執行役を兼ねず、かつ基幹

事業会社の業務執行も担わない、いわゆる非執行の取締役を

3名選任することで、取締役会の過半数を非執行の取締役と

し、業務執行の監督が適切に行われる体制を整備しています。

なお、MCHCは、取締役は20名以内とする旨を定款で定め

指名委員会

向上、経営監督機能の強化および意思決定の迅速化による

経営の機動性の向上を図っています。

ており、2016年6月24日現在の取締役の総数は、社外取締役5

名を含む14名(うち、執行役兼務者2名)となっております。さら

に、取締役の任期を1年

とすることで、経営責任

を明確化するとともに、

事業環境の変化に迅

速に対応できる経営体

制を構築しています。

指名委員会は、取締役候補者および執行役の指名に加え

て、上場会社を除く主要な直接出資子会社（三菱化学、三菱

樹脂、三菱レイヨンおよび生命科学インスティテュート）の

社長候補者の指名を行います。また、指名過程の透明性・公

正性を高めるため、委員長は社外取締役が務めることとして

います。
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氏名

橘川 武郎

活動状況 取締役会等への出席状況（2015年度）

取締役会では、経営史の視点からの会社経営に関する高い見識やエネルギー産業論の専門家としての
経験を活かし、必要に応じて発言を行っています。また、指名委員会では、委員長として、委員会の議事運
営を行うとともに、その結果を取締役会へ報告するなど、その職責を果たしています。報酬委員会では、
委員として委員会で必要に応じて発言を行っています。

取締役会

指名委員会

報酬委員会

取締役会

監査委員会

報酬委員会

取締役会

指名委員会

監査委員会

報酬委員会

取締役会

指名委員会

監査委員会

10回/11回（90％）

4回/4回（100％）

4回/4回（100％）

7回/7回（100％）

10回/10回（100％）

4回/4回（100％）

7回/7回（100％）

4回/4回（100％）

10回/10回（100％）

4回/4回（100％）

7回/7回（100％）

4回/4回（100％）

10回/10回（100％）

伊藤 大義

取締役会では、公認会計士としての経験や高い見識を活かし、必要に応じて発言を行っています。
また、監査委員会では、委員として監査計画を立案し、監査の実施状況とその結果を聴取するとともに、
必要に応じて発言を行っています。報酬委員会では、委員長として、委員会の議事運営を行うとともに、そ
の結果を取締役会へ報告するなど、その職責を果たしています。

渡邉 一弘
取締役会では、検察官、弁護士としての経験や高い見識を活かし、必要に応じて発言を行っています。ま
た、報酬委員会では、委員として各委員会で必要に応じて発言を行っています。監査委員会では、委員とし
て監査計画を立案し、監査の実施状況とその結果を聴取するとともに、必要に応じて発言を行っています。

國井 秀子

取締役会では、会社経営者や情報処理分野の専門家としての経験に加え、ダイバーシティ推進などに関
する高い見識を活かし、必要に応じて発言を行っています。また、指名委員会では、委員として委員会で
必要に応じて発言を行っています。監査委員会では、委員として監査計画を立案し、監査の実施状況とそ
の結果を聴取するとともに、必要に応じて発言を行っています。

橋本 孝之

グローバル企業の日本法人で社長、会長を歴任するなど、会社経営の豊富な経験を有するとともに、
ICT（情報通信技術）に関する高い見識を備え、MCHCの取締役会における適切な意思決定および公正
な監督への貢献が期待できることから、2016年6月の定時株主総会で社外取締役に選任しています。現
在、同氏は、その経験と見識を活かし、取締役および指名委員として活動しています。

̶

取締役会の機能の一部を分担する3つの委員会のなかで、監査委員会は、当社の取締役会の主要な
機能である「方針決定」と「モニタリング」のうち、主に後者を支える役割です。5名の取締役で構成され、
最も頻繁に毎月定例的に開催されています。

監査委員会の過半数を占める3名は社外取締役で、それぞれ違う分野でのご経歴と豊富な知見
をお持ちです。監査委員会やグループ会社ヒアリング等には、毎回、それぞれの見地から大変活発
に有益なご発言があります。一方、監査委員会がモニターする事項には、個別事情や背景を知ると、
より深く理解できるケースも多く、その場合には社内メンバー2人の固有の社内知識が役立ちます。

時折の懇親会の席も含め、自分の意見を披歴したり、違う見地からの意見に耳を傾けたりしながら、
監査委員会はメンバー間の「協奏」によって充実した活動を行っています。

監査委員会
委員長
梅葉 芳弘

監査委員会の活動

監査委員会

社外取締役の活動状況

監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査、

当社グループの内部統制システムの検証などを行っており、

原則として毎月1回開催することとしています。監査委員は、社外

取締役3名を含む5名であります。また、常勤の監査委員を2名

選定するとともに、監査委員会と会計監査人、内部監査を実施

する監査室および内部統制システム整備の方針策定・推進を

担う内部統制推進室が緊密に連携するなどして、監査委員会

による監査体制の充実を図っています。社内各部門との十分

報酬委員会

な連携を確保し、情報収集を円滑に行うため、委員長は常勤

の監査委員である社内取締役が務めることとしています。

報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬額の

決定に加え、上場会社を除く主要な直接出資子会社の社長の

個人別の報酬額を決定しています。また、決定過程の透明性・

公正性を高めるため、委員長は社外取締役が務めることと

しています。
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執行役

●基本報酬（固定報酬）と業績報酬（変動報酬）で構成する。
●基本報酬は、役位および代表権の有無などの職責に基づき設
定する。
●報酬額については、優秀な経営人材を確保し、当社の競争力
を高めるために必要な水準とするべく、他企業の水準なども
勘案して決定する。
●業績報酬については、中長期的かつ持続的な企業価値の向
上、ならびに株主価値の共有に対するインセンティブとするべ
く、株式報酬型（1円）ストックオプション制度を活用する。

取締役

●基本報酬（固定報酬）のみで構成する。
●基本報酬は、役位および常勤・非常勤などの区別に基づき設
定する。
●報酬額については、指名委員会等設置会社における取締役の
責務を果たすのに相応しい人材を確保するのに必要な水準と
するべく、他企業の水準なども勘案して決定する。
※執行役を兼任する場合、執行役としての報酬を適用する。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

上記の監査役の報酬等の支払額は、2015年6月に指名委員会等設置会社へ移行
する前に監査役に支払ったものです。
執行役を兼務する取締役に対しては、上記の報酬の決定方針の通り執行役として
報酬等を支払っています。
上記の取締役の報酬等の支払額には、ストックオプションによる業績報酬としての
16百万円が含まれています。
上記の取締役、執行役および監査役の報酬等の支払額のほか、取締役、執行役およ
び監査役が役員を兼任するMCHCの子会社からの報酬等として、取締役の報酬等
が296百万円、執行役の報酬等が85百万円、監査役の報酬等が4百万円あります。
上記の取締役および監査役の報酬等の支払額のうち、社外役員5名への報酬等の
支払額は、46百万円であり、そのほか、MCHCの子会社の監査役を兼任している社
外役員に対する報酬等として、MCHCの子会社からの報酬等が12百万円あります。
支払人員の合計は、指名委員会等設置会社への移行に際し、監査役を退任し取締
役に選任された者などを重複させずに記載しています。

（注）

区分
支払額（百万円）

報酬等
支払人数（名）

取締役
執行役
監査役
合計

14
8
5
22

254
214
28
497

取締役および執行役の報酬の決定方針

報酬額

取締役に就任以来、国内外でKAITEKI実現に向けて活躍するすばらしい方々に巡り会い、大変
快適な1年を過ごしました。ここでさらなるKAITEKI実現達成のために気づいたところがあります。
第一は、IoTやAIなどICTの進歩や経済のグローバル化などが急速に進行している今日、KAITEKI
経営には経営環境の変化に敏速に対応することが求められますから、今以上にスピーディな変革が
必要なことです。第二に、人材多様性の実現の加速も必要です。変革のためにはあらゆる分野でイノ
ベーションが必要となってきます。そして、イノベーション推進にあたっては、異なる分野・立場の人 が々
対等に議論し、協働できる環境作りが重要です。当社は、日本の製造業として先進的に取り組んでは
いますが、女性や外国人などの能力を十分活かし切っているとは言えません。KAITEKI実現に向けて
最適な組織と企業文化が構築されることを大いに期待しています。

社外取締役
國井 秀子

社外取締役からのメッセージ

執行側の体制

役員報酬

執行役は、執行役社長の指揮命令のもと、取締役会より

委任された業務執行の決定および業務執行を担っています。

取締役会において各執行役の職務分掌を定めることに加え、

執行役の所管事項に係る権限を規定し効率化を図るとともに、

重要な業務執行の決定については執行役社長の承認事項と

して、適正な意思決定がなされるようにしています。

また、執行役社長の意思決定を補佐するための機関として、

経営会議を設け、MCHCおよびMCHCグループの経営に関

する重要な事項（投融資などの重要な業務執行、コンプライ

アンス、リスク管理、環境安全、人権啓発、社会貢献など）に

ついて審議を行っており、その審議を経て執行役社長が意思

決定することとしています。経営会議は、執行役社長、執行役

および主要な直接出資子会社の取締役社長で構成し、月2回

程度開催しています。

また、執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針（グ

ループ中期経営計画、年度予算など）に基づき、子会社の経営

管理を行い、これらの達成を図るとともに、経営会議および

中期経営計画、年度予算などの管理を通じ、子会社の経営上

の重要事項がMCHCに報告される体制を整備しています。

取締役および執行役の報酬については、以下の方針に基

づき、報酬委員会にて個人別の報酬額を決定しています。

なお、報酬水準や基本報酬と業績報酬の割合などについ

ては、報酬委員会にて継続して議論し、適宜方針を見直して

いきます。
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ステークホルダーとの対話

MCHCは、株主、顧客をはじめとするステークホルダーの皆さまと、様 な々機会を通じて、積極的かつ建設的に対話し、KAITEKI

実現に向け、課題や目標を共有し、協働することをめざしています。

ステークホルダーとの対話や協働に関する方針
対話や協働の種類 基本姿勢 主な活動状況

株主・投資家との
対話

株主の皆さまに当社を信頼いただき、長期に株式を保有いただけるよ
う、適切な情報開示に努めるとともに、積極的に対話を行い、それを
企業活動に活かしていきます。
株主への情報開示、対話については、社長、IR担当役員および総務担
当役員のもと、関係各部署が連携のうえ、取り組むこととしており、対
話でのご意見については、取締役会で報告するなど、経営陣で共有し
ています。

本ページの下表「株主・投資家との対話に関する主な活動
状況」をご覧ください。

顧客など、株主以外
のステークホルダー
の皆さまとの対話

詳細はP58をご覧ください。

マテリアリティ・
アセスメント

ステークホルダーの視点を取り入れながら、MCHCグループが取り
組むべき重要課題（マテリアリティ）を特定し、また、企業活動が及ぼ
すステークホルダーの皆さまへの影響度なども勘案し、重要課題の優
先順位づけを行っています。

マテリアリティ・アセスメントの結果は、P59をご覧ください。

株主・投資家との対話に関する主な活動状況
活動 内容 2015年度実績

株主総会
2015年度の事業報告、連結計算書類などについて報告し、決議事項
の取締役14名選任について決議。株主の皆さまからのご質問は、化学
系3事業会社統合、配当政策など計16問。ご意見・ご要望4件。

2016年6月24日開催
出席人数 1,714人

（参考：2015年 1,677人）

機関投資家・
アナリスト向け

事業説明会を12月に開催し、新中期経営計画APTSIS 20を発表。 1回開催

事業所見学会を国内外で実施。 4回開催

決算発表時にネットコンファレンスを実施。 4回開催

海外投資家向け IR担当役員などによる海外ロードショー（北米、中東、アジア）を実施。 3回実施

個人投資家向け 個人投資家説明会（証券会社主催）を開催し、現在の事業概況や今後
の事業展開などを説明。 15回開催

対話や協働を通じた各方面からの評価
評価 ご評価いただいた点 2015年度実績

SRIインデックス
への組み入れ

KAITEKI経営を通じてサステナビリティ向上に寄与し、その結果、
企業価値向上を高めていくという諸活動が評価

MCHCのWebサイト
「IR・投資家情報」を
通じた情報開示の
取り組みへの表彰

財務情報など、投資家が必要とする情報が分かりやすさを伴い 
全般的に掲載されていることが評価

「2015年 インターネットIR表彰」優良賞
大和インベスター・リレーションズ株式会社実施

資本市場において
優れた債券や株式を
発行した発行体
（事業会社）への表彰

「普通社債の販売不振が続く中、2015年12月に発行した5年債、7年債、
10年債全てが人気化したことで投資家の購入意欲を刺激。後続案件
にも堅調需要をもたらし、最も懸念されていた10年ゾーンの需給改善
を証明した象徴的なディール」であることが評価

「DEALWATCH AWARDS 2015(ディールウォッチ・
アワード2015)」社債部門「Bond of the Year」受賞
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社主催
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