
　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

 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（2018年6月26日現在）

コーポレートガバナンス強化の変遷
時期 実施内容 目的

2006年6月 株式報酬型ストックオプションの導入 役員報酬の株主価値との連動

2013年6月 社外取締役の選任・就任 経営の監督体制の強化

2014年6月 外国人取締役の選任・就任 取締役の多様性の向上

2015年6月
女性取締役の選任・就任

指名委員会等設置会社へ移行
取締役の多様性の向上

経営の透明性・公正性の向上、経営監督機能の強化

2016年6月 社外取締役の増員 取締役の多様性の向上

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、人、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。

内部監査

コンプライアンス
推進統括執行役

MCHCの執行部門
重要事項は
執行役会議で決定

各執行役 内部統制部門 担当執行役

内部統制部門（内部統制推進室）各部門

内部監査部門
（監査室）

運用状況監督

監査委員会
事務局

会計監査人

業務執行の
決定の委任・
業務執行の監督

調査

監査
連
携

監査

会計監査

指名委員会
（取締役5名、うち社外3名）

報酬委員会
（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）

経営管理、内部統制、監査等

MCHCの子会社

取締役会（取締役12名、うち社外5名）

株主総会

執行役会議
執行役社長

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。

コーポレートガバナンス
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 取締役会の役割と構成の考え方

　取締役会は、中期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、各事業分野や経営戦略、財務、コンプライアン
スおよびコーポレートガバナンス、技術等の専門分野に精通
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
や科学技術およびICT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、取締役会の監督機能の強化を図るため、

取締役の過半数は執行役を兼任しないこととしています。
　なお、MCHCは、取締役は20名以内とする旨を定款で定め
ており、2018年6月26日現在の取締役の総数は、社外取締
役5名を含む12名（うち、執行役兼務者3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。

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（2018年6月26日現在）

2017年度 当社取締役会の実効性評価結果の概要について

1. 取締役会の実効性評価の実施
　当社は、「三菱ケミカルホールディングス・コーポレートガバナンス基
本方針」において、取締役会は毎年その実効性を評価し、結果の概要を
開示すると定めております。2017年度の当社取締役会の実効性評価の
手法および結果の概要は、以下の通りです。

2. 分析・評価の手法
　2017年度は、評価の客観性や透明性を確保すること、およびコーポ
レートガバナンス・コード（改訂案を含む）に則り、当社のコーポレートガ
バナンス全般を網羅的に検証することを目的として、アンケートの実施・
結果分析を第三者の外部コンサルタントに委託しました。また、指名委
員会等設置会社に移行後3年経過したことを踏まえ、取締役会だけでな
く、指名・報酬・監査の各委員会の実効性についても評価を行いました。
具体的なプロセスは、以下の通りです。
ⅰ）取締役会議長を含む全取締役を対象に、以下を主要項目とする全22問の5
段階評価・無記名式のアンケートを実施。5段階評価に加え、すべての質問
にコメント欄を設けることで、定量的評価と定性的評価の両側面から現状の
把握と課題の抽出を図る形式（2018年3月－4月）
・取締役会の構成
・取締役会での議論
・審議を活性化させるためのトレーニング
・取締役個人の役割・評価
・各委員会の構成・実効性
・株主との建設的な対話
ⅱ）当社取締役会が、外部コンサルタントよりアンケート結果について報告を受け、
その結果に基づき課題・対応策について議論（2018年5月）

ⅲ）以上を踏まえ、取締役会議長が、当社取締役会・各委員会の実効性を評価し、
その結果を取締役会で報告（2018年6月）

3. 評価結果の概要
（1）総括
　当社の取締役会、および指名・報酬・監査の各委員会は適切に運営
されており、経営監督機能を中心にその実効性は概ね確保されていると
評価しました。なお、アンケートの結果は、大多数の質問項目につき社外
取締役、社内取締役の双方において、「評価できる」旨の回答が高い
割合を占めました。
　特に、昨年の評価結果を受け、以下4．に記載の施策を講じたこと等
により社外取締役に対する情報提供が充実し、取締役会において建設的
な議論がなされていること、内部統制やリスク管理体制について適切に

監督できていること、また、社外取締役を中心に取締役会における審議
を活性化させるためのトレーニングの機会が適切に提供されていること、
等を確認しました。
　各委員会についても、各委員会の運営、および取締役会へのフィード
バックともに適切になされ、特に、監査委員会が、執行役の業務執行を
十分に監督できていることを確認しました。

（2）改善に向けた取り組み
　一方、アンケートの結果および取締役会における議論を通じて認識した、
以下の課題事項については、さらなる改善に向けた取り組みを進めていきます。
ⅰ）取締役会資料および説明方法
純粋持株会社である当社取締役会の役割（経営の基本方針の策定および
経営全般の監督）を踏まえ、①取締役会資料：執行の意思決定に至る過程
で議論となった点や指摘されたリスク等も内容とし、執行とは異なる視点
からのチェック機能を強化する、②社外取締役に対する事前説明：大規模
投融資案件等を決議する際は事前に過不足なき情報を提供し、執行の意
思決定に対しより適切な支援ができる環境を整える、③議案説明の方法：
多様な視点から本質的な議論ができるよう論点を明確にする。

ⅱ）自然災害やサイバーセキュリティー等の危機対応に関する監督
自然災害やサイバーセキュリティー等を含むリスクへの執行の対応状況につ
いて、取締役会が直接監督できるよう、社長を委員長として年1回開催される
「三菱ケミカルホールディングス・リスク管理委員会」の審議結果や報告内容
を取締役会の報告事項とする。

4. 前回の評価結果を受けた取り組み
　2016年度の実効性評価において、ⅰ）社外取締役に対する情報提供
の充実、ⅱ）取締役会の効率的な運営、が課題であることが確認されたこと
を受け、以下の点に取り組みました。
ⅰ）については、執行役会議で審議・報告された重要案件を取締役会で報告対象
とし、また社内データベースを活用した情報提供の内容を拡充しました。また、
執行役との定期の情報交換会を利用し、4つの事業ドメインの事業戦略管理
を所管する部署から各事業戦略についての説明を実施しました。加えて、国内
外のグループ会社や事業所等の視察を通じて情報提供の充実に努めました。

ⅱ）については、取締役会が業務執行状況をより効率的に管理・監督できるよう、
執行役による業務執行報告の説明フォーマットを統一し、また、新たな事業
モニタリング方法により中期経営計画の進捗管理を実施しました。

　当社は、今回の取締役会、各委員会の実効性評価結果および各取締
役から提示されたさまざまな意見を踏まえ、引き続き取締役会等の実効
性向上に取り組んでまいります。

業務執行取締役
25%

非業務執行取締役
75%

社内取締役 58% 社外取締役 42%
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 指名委員会

　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（三菱ケミカルお
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。

 報酬委員会

　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。

 監査委員会

　監査委員会は、執行役および取締役の職務執行の監査、
MCHC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。

 役員報酬

　取締役および執行役の報酬については、次の方針に基づき、
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。

取締役および執行役の報酬の決定方針

（注） 1. 当社および当社子会社が役員に支払った報酬等の合計額を上記の報酬等の支払額として記
載しております。

2. 当社が支払った報酬等は、取締役11名に対して284百万円（うち社外取締役5名に対し
69百万円）、執行役5名に対して277百万円です。

3. 当社は、執行役を兼任する取締役に対しては、上記の方針の通り執行役として報酬等を支
払っております。

4. 取締役（社内）に対する業績報酬は、前期に執行役を務めていた取締役に対し、執行役在任
時の業績報酬として支給されたものです。

5. 執行役に対する業績報酬は、当社が支払ったストックオプションによる報酬であります。

※会社業績評価は、年度ごとの目標値の達成状況に基づき、執行役会議で審議のうえ決定しており
ます。年度ごとの目標値は、経済性や資本効率（MOE）に加えて、イノベーションの追求（MOT）や、
サステナビリティの向上（MOS）に係る指標等により設定しております。

MOE指標：コア営業利益、ROE、ROIC、フリー・キャッシュ・フロー等に関わる指標
MOT指標：研究開発の効率性、技術の優位性および社会ニーズとの整合性に関わる指標
MOS指標：環境負荷削減、健康・医療への貢献、コンプライアンス、事故・災害の防止等に

関わるものとして定めた指標

取締役

執行役

● 基本報酬（固定報酬）のみで構成
● 基本報酬は、役位および常勤/非常勤等の区別に基づき設定
● 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

取締役と執行役の報酬は別体系とし、以下の考え方に基づき、報酬委員会が
決定しております。

業績報酬（変動）は、以下の計算式により算出される金額・株数を基準として、
報酬委員会で審議のうえ決定しております。

※取締役が執行役を兼任する場合は、執行役としての報酬を適用

● 基本報酬（固定報酬）と業績報酬（変動報酬）で構成
● 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
● 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

● 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、現金賞与と株式
報酬型（1円）ストックオプション制度を活用

● 基準となる金額・株数は業績の達成度に応じ0－200%の範囲で変動
させるとともに、総報酬に占める業績報酬の比率を高役位者ほど高くする。

取締役の報酬 基本報酬（固定）

※0－200%の範囲で変動

※社長の場合

業績報酬（変動） 役位別の基準額・株数 会社業績評価に
連動した係数※

基本報酬
（70%）

現金賞与
（15%）

株式報酬型
ストックオプション

（15%）

基本報酬（固定）

業績報酬（変動）
執行役の報酬

役員の報酬等の総額（2017年度）

区分 支払人数
（名）

報酬等の支払額（百万円）
基本報酬 業績報酬 合計

取締役（社内） 6 250 10 260

取締役（社外） 5 69 - 69

執行役 5 258 65 323

合計 16 577 75 652

基本報酬（固定） 業績報酬（変動）
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 社外取締役の活動状況

氏名 活動状況 取締役会等への出席状況（2017年度）

橘川 武郎

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 10回 / 10回 100%

指名委員会 6回 / 6回 100%

報酬委員会 6回 / 6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。

取締役会 10回 / 10回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

報酬委員会 6回 / 6回 100%

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、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 10回 / 10回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

報酬委員会 6回 / 6回 100%

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。

取締役会 9回 / 10回 90%

指名委員会 6回 / 6回 100%

監査委員会 13回 / 13回 100%

橋本 孝之
取締役会では、会社経営の豊富な経験やICT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。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。

取締役会 10回 / 10回 100%

指名委員会 6回 / 6回 100%

社外取締役  橋本 孝之

社外取締役メッセージ

ガバナンスのグローバル化の加速と地域独自の取り組み強化により、
グループの成長を追求していきます。

　2018年1月末に米国の当社グループ会社を訪問する機会を得まし
た。 目的は3つあり、守りのガバナンスが適切に機能しているかの確
認と、攻めのガバナンスの進捗状況の把握とアドバイス、そして現地を
自らの眼で見てコミュニケーションを取ることで事業をよく理解し謂
わゆる情報の非対称性を軽減することでした。
　守りのガバナンスについては、2010年に三菱ケミカルホールディン
グスアメリカ社が設立され、40社を超える米国の当社グループ会社の
ガバナンスおよびリスクマネジメントを担ってきたことが確認できまし
た。そして、昨年4月に三菱ケミカルアメリカ社が設立され米国の当
社グループ会社のマーケティング、事業開発、ブランド戦略、人事戦略、
製品・ソリューション開発等が集約され、グローバル化は加速されまし
た。現状は名刺の統一、展示会での共同出展、特定業種への共同ア

プローチ等で緒についたばかりですが、着実に前進していることは確
認できました。その後6社を訪問しましたが、グループとしてのシナジー
効果を発揮する機会ができたことに多くの歓迎の声が聞かれました。
しかし、グローバルで活躍する欧米各社の取り組みに対しその背中は
遠く、グローバル化へのスピードを上げるとともに独自の取り組みが
必要であると考えています。 それは、現地に権限を委譲しマーケット
に近いところで意思決定を行い、グローバルな高付加価値で最適な
ソリューションを提供することに他なりません。イノベーティブな米国
での事業には大きなポテンシャルがあり市場に対する一段と高い感性
と応答性、地域内統合力が磨かれれば大きな貢献をもたらしてくれる
と思います。その経験は日本サイドに良い影響を与え、当社グループを
次の成長に導いてくれるものと確信しています。
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