
  取締役会

　取締役会は、中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。

  執行役

　執行役は、取締役会の定めた経営の基本方針に基づく、業
務執行の決定およびその執行を担っています。MCHCグルー
プの経営における重要事項については、執行役による合議機
関である執行役会議で審議のうえ、これを決定し、また、その
他の事項については、各執行役の職務分掌を定めることに加え、
担当執行役の決定権限を明確にすることで、適正かつ効率的
な意思決定がなされるようにしています。

持続可能な社会の実現と
企業価値の向上をめざして

1. 2017年度を振り返って

　MCHCは2015年に指名委員会等設置会社へ移行し、これまでの3年
間、取締役会の役割を経営の基本方針の策定と経営全般の監督と位置づ
け、社外取締役の独立かつ多様な視点を導入しつつ、その実効性向上に
努めてきました。2017年度は計10回の取締役会を開催し、中期経営計画
の進捗モニタリングや成長に向けた投資等について、活発な議論が展開さ
れました。

2. さらなる改善をめざして

　近年、グローバリゼーションの進展や科学技術の革新的な進化により経
営環境は目まぐるしく変化しており、環境・社会問題が深刻化するなど経営
課題も複雑化しています。このような中、MCHCグループが持続的な成長
を遂げるためには、将来を見据えた的確な経営判断を行い、経営環境の変
化やリスクに適応できる体制の整備を進めていかなければなりません。取
締役会としても、経営執行側による適切なリスクテイクを後押しし、実効性
の高い監督を行うことが一層求められてきます。
　2017年度は、社内取締役と社外取締役との情報の非対称性の縮減を
テーマに、執行役会議で審議・報告された重要案件を取締役会の報告対
象とするなどの取り組みを実施しました。また、コーポレートガバナンスを専
門とする弁護士を招いて、当社取締役会のあるべき姿や社外取締役の役
割について取締役間で議論する機会も設けました。
　今後は、多様性に富んだ取締役会において本質的に意義のある議論に
一層集中できるよう、取締役会資料や説明方法の改善に取り組んでいき
ます。また、中長期戦略やグループガバナンス等のテーマについては社外
取締役連絡会も活用し、取締役会の議論の活性化につなげていきます。

3. KAITEKI実現をめざして

　MCHCグループは、2011年4月より、環境・社会課題の解決を通じて、
持続可能な社会の構築に貢献すること、すなわちKAITEKI実現をビジョン
に掲げ、経済性や資本効率の追求、イノベーションの追求、サステナビリ
ティの向上を経営の3つの基軸として、これらに沿った企業活動を通じて生
み出される価値の総和を企業価値と捉え、その向上に努めるKAITEKI経営
を実践しています。
　一方、企業価値を測る要素として、財務情報に加えて非財務情報である
ESG（環境、社会、ガバナンス）要素も重視されるようになり、また、企業にお
いてもSDGs（国連の持続可能な開発目標）が設定する目標を経営戦略に
取り込み、事業機会として活かす動きも広がりつつあります。
　MCHCグループがめざしてきたものと社会の要請がシンクロナイズして
いく中、より発信力を高めKAITEKI経営に対する理解を広めていく必要が
あります。今後も、越智社長をはじめとする経営執行側と議論を重ね、取締
役会として、KAITEKI経営を後押しし、企業価値のさらなる向上を図ってい
く所存です。

取締役会長

小林 喜光

MCHCは、経営の透明性・公正性の向上、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るため、
指名委員会等設置会社を選択しています。これにより、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なっております。

  執行役会議

　執行役会議は、すべての執行役により構成され、MCHCお
よびMCHCグループの経営に関する重要事項について審議・
決定するとともに、経営の基本方針に基づき、MCHCグループ
の事業のモニタリングを行っています。

株主総会

取締役会

指名委員会

報酬委員会

執行役社長

執行役会議

KAITEKI推進会議

経営企画室

M&A室

機能商品戦略室

素材戦略室

産業ガス戦略室

ヘルスケア戦略室
監査委員会事務局

監査委員会

経営執行体制図

生産技術室

経営管理室

政策・渉外室

広報・IR室

法務室

総務・人事室

内部統制推進室

監査室

情報システム室

経営戦略部門

先端技術・事業開発室

KAITEKI推進室

健康経営推進プロジェクト

※各委員会の役割は、P79をご覧ください。

生産技術室の新設
　MCHCグループの経営にとって重要な要素である環境安全活
動の推進や品質管理、生産技術力の強化に関するグループ方針
の策定等を担う生産技術室を新たに設けました。

M&A室の新設
　中長期経営計画の遂行において事業の選択・集中と成長の加
速を実現するため、M&A、業務提携、事業売却等に関する機能を
強化し、MCHCグループ全体のM&A関連業務のサポートを行うこ
とでさらなる競争力の向上を図るため、経営戦略部門内に「M&A
室」を新設しました。

関連記事 →コーポレートガバナンス P77-80

経営体制
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取締役

グレン・フレデリクソン

取締役一覧
2018年6月26日現在

取締役
代表執行役社長

越智 仁

取締役会長 

小林 喜光

取締役
代表執行役副社長

小酒井 健吉

取締役
執行役常務

藤原 謙

指名委員 指名委員

取締役

浦田 尚男

監査委員

報酬委員

監査委員長

社外取締役

國井 秀子
社外取締役

橋本 孝之
社外取締役

橘川 武郎
社外取締役

渡邉 一弘

指名委員長 指名委員報酬委員

報酬委員

監査委員 報酬委員

取締役

梅葉 芳弘

指名委員 監査委員報酬委員長 監査委員

社外取締役

伊藤 大義

1987年 4月 青山学院大学経営学部助教授
1993年 10月 東京大学社会科学研究所

助教授
1996年 4月 東京大学社会科学研究所教授
2007年 4月 一橋大学大学院商学研究科

教授
2013年 6月 当社社外取締役（現）
2015年 4月 東京理科大学大学院

イノベーション研究科（現東京理科大学
大学院経営学研究科）教授（現）

1974年 4月 検事任官
1998年 7月 法務省大臣官房審議官
2001年 4月 最高検察庁検事
2002年 1月 奈良地方検察庁検事正
2004年 9月 前橋地方検察庁検事正
2005年 9月 名古屋地方検察庁検事正
2007年 6月 横浜地方検察庁検事正
2008年 7月 札幌高等検察庁検事長（2009年7月退官）
2009年 9月 弁護士登録

東海大学法科大学院教授（2017年3月まで）
2010年 6月 三菱樹脂（株）監査役（2017年3月まで）
2011年 1月 弁護士法人東町法律事務所 弁護士（顧問）（現）
2014年 6月 当社社外監査役
2015年 6月 当社社外取締役（現）

1982年 5月（株）リコー入社
2005年 6月 同社常務執行役員（2008年3月まで）
2008年 4月リコーソフトウェア（株）

（現リコーITソリューションズ（株））
取締役会長

2009年 4月（株）リコー理事（2013年3月まで）
7月リコーITソリューションズ（株）
取締役会長執行役員（2013年3月まで）

2012年 4月 芝浦工業大学大学院
工学マネジメント研究科教授

2013年 4月 芝浦工業大学学長補佐（2018年3月まで）
10月 芝浦工業大学

男女共同参画推進室長（2018年3月まで）
2015年 6月 当社社外取締役（現）
2018年 4月 芝浦工業大学大学院

工学マネジメント研究科客員教授（現）

1978年 4月 日本アイ・ビー・エム（株）入社
2000年 4月 同社取締役
2003年 4月 同社常務執行役員
2007年 1月 同社専務執行役員
2008年 4月 同社取締役専務執行役員
2009年 1月 同社取締役社長
2012年 5月 同社取締役会長
2014年 4月 同社会長
2015年 1月 同社副会長
2016年 6月 当社社外取締役（現）
2017年 5月 日本アイ・ビー・エム（株）名誉相談役（現）

1970年 1月 監査法人辻監査事務所入所
1973年 5月 公認会計士登録
1989年 2月 みすず監査法人代表社員
2004年 7月 日本公認会計士協会副会長（2007年6月まで）
2006年 5月 みすず監査法人理事（2007年7月まで）
2009年 4月 早稲田大学大学院会計研究科教授

（2013年3月まで）
2012年 1月 日本公認会計士協会綱紀審査会会長

（2016年8月まで）
2014年 6月 当社社外監査役

三菱化学（株）監査役（2017年3月まで）
2015年 6月 当社社外取締役（現）

1974年 12月 三菱化成工業（株）入社
2003年 6月 三菱化学（株）執行役員
2005年 4月 同社常務執行役員
2006年 6月 当社取締役
2007年 2月 三菱化学（株）取締役兼常務執行役員

4月 当社取締役社長
三菱化学（株）取締役社長

2012年 4月 三菱化学（株）取締役会長（2017年3月まで）
2015年 4月 当社取締役会長（現）

1976年 4月 三菱化成工業（株）入社
2008年 6月 田辺三菱製薬（株）執行役員
2010年 6月 同社取締役兼常務執行役員
2014年 4月 当社常務執行役員

田辺三菱製薬（株）取締役（2015年6月まで）
2015年 4月 当社専務執行役員

三菱レイヨン（株）取締役（2017年3月まで）
6月 当社代表執行役専務

2016年 6月 三菱樹脂（株）取締役（2017年3月まで）
2017年 4月 当社代表執行役副社長

6月 当社取締役兼代表執行役副社長（現）
2018年 4月 三菱ケミカル（株）取締役（現）

6月 大陽日酸（株）取締役（現）

1984年 4月 三菱化成工業（株）入社
2015年 4月 当社執行役員
2017年 4月 三菱ケミカル（株）執行役員

（2018年3月まで）
2018年 4月 当社執行役常務

6月 当社取締役兼執行役常務（現）

1977年 4月 三菱化成工業（株）入社
2007年 6月 当社執行役員

三菱化学（株）執行役員（2010年3月まで）
2009年 4月 三菱樹脂（株）取締役（2011年3月まで）

6月 当社取締役兼執行役員
2010年 6月 当社取締役兼常務執行役員

三菱レイヨン（株）取締役（2011年6月まで）
2011年 4月 当社取締役（2011年6月まで）

三菱化学（株）取締役兼常務執行役員
（2012年3月まで）

2012年 4月 三菱レイヨン（株）取締役社長（2018年3月まで）
6月 当社取締役

2015年 4月 当社取締役社長
6月 当社取締役兼代表執行役社長（現）

1991年 1月 三菱化成（株）入社
2011年 6月 当社執行役員

三菱化学（株）執行役員（2014年3月まで）
2015年 4月 当社常務執行役員

6月 当社執行役常務（2016年3月まで）
2016年 6月 当社取締役（現）

三菱樹脂（株）監査役（2017年3月まで）
2017年 4月（株）生命科学インスティテュート監査役（現）

1990年 1月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
化学工学・材料部准教授

1991年 7月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
化学工学・材料部教授（現）

1998年 5月 カリフォルニア大学サンタバーバラ校
化学工学部長（2001年7月まで）

2001年 3月 三菱化学（現三菱ケミカル）
先端材料研究センター
（カリフォルニア大学サンタバーバラ校内）
センター長（現）

2014年 4月 当社常務執行役員
6月 当社取締役兼常務執行役員

2015年 6月 当社取締役兼執行役常務
2017年 4月 当社取締役（現）

1977年 4月 三菱化成工業（株）入社
2008年 6月 三菱化学（株）執行役員
2012年 4月 同社取締役兼常務執行役員（2015年3月まで）
2015年 6月 当社取締役（現）

三菱化学（株）監査役（2017年3月まで）
三菱レイヨン（株）（現三菱ケミカル（株））
監査役（現）

2016年 6月（株）生命科学インスティテュート監査役
（2017年3月まで）
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KAITEKI実現に向けた監査委員会の役割

各業務執行においてKAITEKIを意識し、その実現をめざしているか。
これを確認することも監査委員会の監査の目標の一つとしています。

時代により変化するコンプライアンスに対する社会の意識を鋭敏な感覚で捉え、
的確に対応することが求められています。

企業が持続的に成長し中長期的に企業価値を向上させるためには、
経営陣による果断な意思決定に加え、それを支えるリスク管理体制の整備が必要です。
この対談では「監査委員会」の梅葉監査委員長が同じく監査委員である伊藤、渡邉両社外取締役に、
監査委員会の役割、リスク管理のあり方、またコンプライアンス等について、広く話を伺いました。

取締役（監査委員長）
梅葉 芳弘

社外取締役（監査委員） 
伊藤 大義

取締役（監査委員長） 
梅葉 芳弘

社外取締役（監査委員）
渡邉 一弘

社外取締役
伊藤 大義

取締役
梅葉 芳弘

社外取締役
渡邉 一弘

梅葉  KAITEKI実現をビジョンに掲げるMCHCグループにとって、監
査委員会による監査の役割はどうあるべきかについてお話を進めたい
と思います。KAITEKIというコンセプトは、業務執行のよりどころとなる
ものですが、監査の質を高めるためにも常にこれを意識し、対応を行う
必要があると考えています。
伊藤  通常、監査委員会による監査のうち、会計監査を除く業務執
行に係る監査は、法令や社内ルールへの準拠性と、業務執行の適切性
や効率性の検証を監査目標としていますが、昨今の社会では、それらを
超えたより広い価値観から積極的にステークホルダーの期待に応える
ことが求められています。MCHCグループの場合、KAITEKI実現をビ
ジョンに掲げていますから、監査に際しても各事業所の業務執行が先
に述べた監査目標のほか、KAITEKIを意識しこれを実現することをめざ
して業務執行を実施しているか否かも監査の目標としています。そのた
め、現場レベルで、実現に向けたアクションが具体的に取られていること
を確認し、ビジョンとの整合性の有無を意識して監査しており、必要
に応じて指摘しその改善を促すことが監査委員会の役割の一つであ
ると考えています。

梅葉  MCHCは、持続的な成長には適切なコーポレートガバナンス
が必須であると認識し、法令遵守のみにとどまらない範囲でコンプラ
イアンスを実践すべく、コーポレートガバナンス強化に取り組んでき
ました。これまでの渡邉監査委員の検察官、弁護士としてのご経験か
ら、MCHCがKAITEKI経営を推進するために今後どのようなことが必
要かお聞かせください。
渡邉  KＡITEKI経営の理念は、近年重要視され始めたESGを
意識した経営の先駆け・先取りであるといっても過言ではないと思い
ます。そして、コンプライアンスはその重要な基盤であり、ここに問題が
起きるとKAITEKI経営の理念そのものが損なわれてしまいます。この
ことを常に意識の中にもつことが必要だと思います。ご指摘の通り、
近年、国内外でコード（＝規範）と呼ばれるものが重視され、コンプラ
イアンスの範囲は、法令遵守は当然のことであり、社会の規範・常識
の域にまで広がり、ステークホルダーへの誠実な対応をも含むとまで
言われております。このようにコンプライアンスについての社会の意識
は、時代の流れに伴い変化しています。歴史のある企業であればある
ほど、社内に定着した慣習・慣行といったものがあり、これに従ってい
ればよいと思いがちかもしれませんが、それが時代の流れとともに社
会の意識・常識からかい離・逸脱してしまう可能性があることを常に
忘れないことが必要となっています。これからのコンプライアンスの実

梅葉  MCHCグループでは総勢約80名の監査委員・監査役（以下、
総称して「監査委員等」）がいます。各人が、会社法や金融商品取引法
で求められていることだけではなく、正しくKAITEKIのコンセプトを理解
し、グループ全体のKAITEKI実現を支えるうえで重要な機能を果たし
ていることを認識できるよう、新任の監査委員等には毎年研修会を開
催しています。
伊藤  社外監査委員の役割は、独立性を堅持し、客観的な観点から
公正な監査を実施することですが、社外監査委員がその役割を適切
に果たすためには、会社の理念・ビジョンを理解することに加えて、業
務の仕組みやその内容を詳細に理解することが重要です。また、昨今、
監査に求められる要求水準が年々高まっている社会の動向に応える
ためには、会社を取り巻く経営環境等の情報について社内監査委員と
社外監査委員とのコミュニケーションが、非常に重要になっています。
梅葉  業務に精通している社内の監査委員には、リスクの未然防止
に有利な面があると思います。不祥事はプラントのトラブルと類似して
います。合理的な事業運営のためには、いかに突発的なトラブルを防ぐ
かが重要です。コンプライアンス事案についても、起きてしまった不正

践には、このような変化にも鋭敏な感覚をもち、的確に対応すること
が求められています。これを可能にするのは、やや精神論ではあります
が、経営者をはじめ従業員一人ひとりの価値観や倫理観ではないか
と思います。そして、組織として、従業員相互がその倫理観・価値観を
共有していることが重要であると思います。
梅葉  組織の制度がより良く機能するためには、従業員一人ひとり
の意識が重要だということですね。制度としてコーポレートガバナン
スの有効性を確保するためには、「ルールの整備」と「モニタリング」が
車の両輪のようにバランス良く動くことが重要だと考えています。現在
のMCHCグループの課題としては、700社を超えるグループ会社の
コンプライアンス状況のモニタリングを効率的・機能的に行うための
仕組みの整備を進めることだと思っています。海外には監査役制度
が整備されていない国が多数あるため、執行側の機能である内部監
査・内部統制としてのチェック体制を強化しようとしています。管理監
督を効率的に実行するために必要なことはどのようなことでしょうか。
渡邉  今、この問題について進めておられる方策に誤りはないと思い
ます。まずは、MCHCとしてルール・管理・監督体制をしっかりと整える
ことだと思います。そして、それを実効性あるものにするためには、実際
の実務に当たっている現地・現場とのコミュニケーションを忘れず、双
方向の対話を通じて、問題意識、コンプライアンス意識の共有に努め

ることだと思います。管理監督の実効性・効率性は、トップダウンとボト
ムアップ双方があって初めて成るものと思います。また、海外拠点や海
外グループ会社との関係では、MCHCとしての考え方をしっかりと発
信していくことが大切ですが、他方、法令、制度、文化、言語等の違い、
地理的距離等を考えると、現地には、これらに精通した人がいるはず
ですから、このような人を監査要員として確保し、活用することの方
が、より実効的・効率的な監査の実行が可能となる場合も多いのでは
ないかと思います。現地での管理監督体制の充実にも心掛けることが
重要だと思います。
梅葉  MCHCとしてのポリシーをきちんと発信しながら、各地域の
事情や状況にも対応できる体制を取るということですね。最後に、
MCHCグループへの期待をお聞かせください。
渡邉  先ほども述べた通り、MCHCグループは、近年他の企業も
取り組み始めたESG経営にKAITEKI経営として取り組んでこられま
した。そのビジョンは社内の規範としてはもとより、ステークホルダー
へのコミットメントとしても先鋭的であったと思います。今後はより
一層、役員、従業員の皆さまともに、グローバル視点で多様な問題
を認識し、スピード感をもって、これへの対応を検討していくことで、
KAITEKI経営を進化させていただきたいと思います。

を正すことはもちろんですが、いかに未然防止できるかがより大事だと
思います。業務内容に通じている者ならではの監査の視点があると思
います。一方で、社外監査委員の独立した視点は、執行に対する適切
な監査（監視）機能の発揮のためには欠くことができない要件であると
思います。伊藤監査委員には公認会計士として会計監査に長年携わった
後、三菱化学の社外監査役も担っていただきました。そのご経験を踏まえて
監査委員会の実効性をどのように見られていますか？
伊藤  社外監査委員は、毎月、常勤の社内監査委員、監査室、内部
統制推進室の活動報告に加え、執行役会議の概要および会計監査人
との連携結果等、監査に際して必要な会社の情報の報告を受けてお
り、適時・適切にグループ内の情報とその知見が共有されていると感じ
ています。このように、三様監査（監査委員会監査・会計監査・内部監
査）の連携の深度は深く、適切性や妥当性等の判断や問題点の把握
がしやすい状況になっています。また、監査計画の立案の段階から社外
監査委員も参画し、十分な時間をかけて議論していますから、そういう
意味では、監査委員会として、先進的、かつバランスの取れた監査が
行えていると考えています。
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