
コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス強化に対する取り組み

当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスの基本は、
取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務執行機能」に
おいて責任と権限を明確化することです。経営監視機能を
担う取締役の員数は、迅速かつ適切な意思決定および取
締役会が負う責務の範囲を考慮して12名以下とし、取締役
会をサポートする本社部門、委員会の充実を図っています。
また取締役会の透明性を担保するために、原則として

複数名の社外取締役を選任することを基本としています。
取締役の任期につきましては、毎年度の経営責任を明確に
する上で1年としています。

また監査役および監査役会による経営監視体制も構築
しています。監査役の員数は、取締役会に対する監視機能
を十分に果たすために5名とし、3名以上の社外監査役を
選任することを基本としています。原則として取締役会
もしくは監査役会の構成メンバーには、経理担当役員以外
に、財務の知識経験を有する者および弁護士等の法律の
専門家をそれぞれ1名以上選任するものとします。
さらにコーポレート・ガバナンスの強化は、経営体制だけ

でなく、職場からの積み上げも重要との認識から、事業所
やグループ会社の内部統制機能の強化も図っています。

2003年 4月
2003年 4月
2004年 4月
2006年 5月

2007年 4月

2008年 4月
2009年 4月
2011年 4月
2016年 4月

投融資会議を設置
報酬検討委員会を設置
ガバナンス会議を設置
企業価値評価委員会
（現：企業価値向上委員会）を設置

独立社外役員・代表取締役会議、
独立社外役員会議を設置

リスクマネジメント委員会を設置

JSOX評価委員会を設置
内部統制・JSOX評価委員会に改称
役員指名検討委員会を設置

社外取締役・社外監査役
社内取締役・社内監査役

当社は、2000年に社内取締役が21名いましたが、2016
年までに社内取締役を8名に減員し、かつ社外取締役は
独立役員2名の体制とし、ガバナンスの強化と経営の透
明性を向上させています。

2000年

社外比率40%

取締役

社外比率
0%

監査役

2016年

社外比率60%

社外比率20%

取締役

監査役

ニッポンハムグループは2015年11月に当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と枠組み
をまとめた「ニッポンハムグループ・コーポレートガバナンス基本方針※」を制定しました。当社グループの担う社会的
責任を果たし、当社グループの目指す姿「世界で一番の食べる喜びをお届けする会社」の実現に向けて、当社グループが
最適と考えるガバナンス体制を構築し、機能させるため、その充実に継続的に取り組んでいきます。

経営の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を目指します

※詳しくは、HPをご覧ください。⇨ http://www.nipponham.co.jp/ir/policy/governance.html

ニッポンハムグループ　アニュアルレポート 201662



コーポレート・ガバナンス体制
◆ 取締役・取締役会
当社では、取締役の「経営監視機能」と執行役員の「業務

執行機能」において責任と権限を明確化しています。取締役
の員数は、迅速かつ適切な意思決定および取締役会が負う
責務の範囲を考慮して12名以下とし、取締役会の透明性を
担保するために、複数名の社外取締役の選任を基本として
います。取締役の任期は、毎年度の経営責任を明確にする
上で1年としています。取締役会は、月1回の開催を例とし、
代表取締役社長が議長を務め、最高意思決定機関として法
令、定款に定める事項およびその他重要事項を決定します。
経営戦略会議は、月2回の開催を例とし、社外取締役を

除く取締役および取締役社長が指名する執行役員で構成さ
れ、法令により取締役会の専決とされる事項および取締役
会規則に定める経営上の重要事項以外の重要事項の決定、
グループ内の連絡調整を行います。

取締役会・経営戦略会議に付議される案件は、それぞれ
月2回開催される投融資会議、ガバナンス会議にて事前の
検討を行います。

◆ 監査役・監査役会
　監査役は、取締役会と協働して会社の監督機能の一翼
を担い、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職
務の執行を監査しています。監査役の員数は、監視機能を
十分に果たすために5名とし、3名以上の社外監査役の選
任を基本としています。
　監査役会の構成メンバーには、財務・会計に関して相当程
度の知識経験を有する者および弁護士等の法律の専門家を
含めるものとしています。監査役会は、月1回の開催を例と
し、監査に関する重要な事項について決定を行います。

区分 氏名 選任理由    取締役会・
監査役会への出席状況

社外取締役 片山　登志子

髙　巖

大塚　明

芝　 昭彦

岩﨑　淳

弁護士として消費者問題に長年取り組まれており、豊富な経験と深い知見を保有していることなど
から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えています。当社は、主に
食品の製造・販売を行っており、消費者視点を重視した経営を行うことは、当社の事業の発展に
欠かせないことと認識しており、株主利益に寄与するものと考えています。

企業倫理、CSRに関する研究を長年続けておられ、また国際経済に関する幅広い見識を有している
ことなどから、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと考えています。また
2002年～ 2004年にかけて日本ハムグループ企業倫理委員会の委員長として、またその後は当社企
業価値評価委員会（現 企業価値向上委員会）委員として、当社グループのコンプライアンス経営の確
立と企業価値向上にご尽力をいただいています。当社は主に食品の製造、販売を行っており、消費
者の視点を重視した経営を行うことは当社の事業の発展に欠かせないことと認識しており、株主利
益に寄与するものと考えています。

弁護士として長年活動を続けておられ、幅広い分野において深い見識をお持ちであることから、
当社社外監査役として、当社グループの健全な事業発展に寄与していただけるものと考えていま
す。当社は、社会の要請に応え、コンプライアンスを重視した経営を行うことは、当社グループ
の事業の発展に欠かすことのできない屋台骨であると考えており、株主利益につながるものと考
えています。

組織経営上のコンプライアンス、危機管理を主要な専門とする弁護士としての専門的見地・経験
等を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしま
した。当社は、社会の要請に応え、コンプライアンスを重視した経営を行うことは、当社グルー
プの事業の発展に欠かすことのできない屋台骨であると考えており、株主利益につながるものと
考えています。

公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、
社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。当社は、当社の経営
に対し、財務・会計の視点から適時ご助言をいただくことは、当社グループの健全な事業発展、
ひいては株主利益に寄与するものと考えています。

取締役会 19回／19回

取締役会 18回／19回

取締役会 19回／19回
監査役会 15回／15回

取締役会 13回／14回
監査役会 10回／10回

取締役会 14回／14回
監査役会 10回／10回

社外監査役

注記 :監査役 芝 昭彦氏および岩﨑 淳氏については 2015年 6月 25日の就任後に開催された取締役会および監査役会のみを対象としています。

◆ 社外取締役および社外監査役の選任理由および活動状況
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コーポレート・ガバナンス

注記 :取締役（社外取締役を除く）の基本報酬には、評価報酬および株式取得型報酬を含んでいます。

◆ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分

取締役（社外取締役を除く）

監査役（社外監査役を除く）

社外役員

報酬等の総額
（百万円）

318

49

55

215

49

55

50

ー

ー

53

ー

ー

11

3

7

報酬等の種類別の総額（百万円）

基本報酬 評価報酬 株式取得型報酬
対象となる役員の員数

（名）

株主総会

代表取締役社長

内部統制・JSOX評価委員会

監査部

CSR推進部※

経営戦略会議

執行役員会議

コーポレート本部

事業部門・関係会社

コンプライアンス部
（社内相談窓口）

外部
通報窓口
（民間）

外部
通報窓口

（法律事務所）

投融資会議

ガバナンス会議品質保証部

リスクマネジメント委員会

会
計
監
査
人

監査役会
社内監査役
社外監査役

取締役会
社内取締役
社外取締役

経営監視

（提言・勧告）

監査役監査 経営監督

業務執行

内
部
監
査
・
統
制
監
視

内部統制システムの整備・運用・リスクマネジメント

経営会議

コンプライアンス推進委員会
（従業員）

監
査

f g

h

i

j

k

役員指名検討委員会

報酬検討委員会

独立社外役員・代表取締役会議

独立社外役員会議

コンプライアンス委員会

企業価値向上委員会

b

a

e

c

※環境内部監査の
　実施

d

役員報酬
優秀な人材を経営者として登用・確保し、役員の職務

遂行が企業価値の最大化につながることを目的に、「透明
性」「公正性」および「合理性」の高い報酬体系としています。
役員報酬における「透明性」「公正性」および「合理性」を

担保するため、役員報酬の制度構築・運用・水準などについ
ては、社外取締役を委員長とする報酬検討委員会の検討・
合議を経て、取締役会において決定することとしています。

取締役（社外取締役）の報酬は、役位別に定めた標準額
に株式取得型報酬を加えた額としています。
社外取締役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬の

み支給しています。
また、監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬

のみとしており、退職慰労金および株式取得型報酬は支給
していません。
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経営に関する重要事項を協議決定し、連結グループ
内の連絡調整を図り、業務の円滑な運営を期するこ
とを目的とする。

事業・業務を執行する執行役員に対して取締役会およ
び経営戦略会議等の決定事項を周知・徹底するとと
もに、執行役員間の情報の共有を目的とする。

経営に関する重要事項のうち投融資関連事項の事前
審査、又は決定を行い、連結経営の円滑な運営を図
ることを目的とする。

連結グループにおける方針・組織・諸制度に関する
重要事項のうち、取締役会・経営戦略会議に上程す
る案件の事前審査や合議を図ること、あるいは素
案・代替案を作成する機関として、グループ内の連
結調整を行い、コーポレート・ガバナンスの強化を
図ることを目的とする。

ニッポンハムグループが「日本で一番誠実といわれ
る企業グループになる」という目標を達成するため
に、ニッポンハムグループ全体のコンプライアンス
について総合的に検討し、取締役会および経営戦略
会議に対し提言を行うことを目的とする。

ニッポンハムグループにおける内部統制の評価・
報告に関する重要事項について協議・決定するこ
とを目的とする。

当社グループにおけるリスクマネジメント（リスク
発生の予防および経営危機の緊急対応）に関する課
題および対応策を協議し、グループ経営に寄与す
ることを目的とする。

役員（執行役員を含む。）の報酬の決定に対する透
明性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化
を図ることを目的とする。

独立社外役員と代表取締役の忌憚のない意見交換を
通して、当社グループの企業価値向上および風土改
革提言の場となることを目的とする。

独立した客観的な立場に基づく情報交換と認識の共
有を図ることを目的とする。

取締役候補者・監査役候補者の決定に対する透明
性と客観性を高め、取締役会の監督機能の強化を
図ることを目的とする。

社外取締役を除く取締役および取締役社長が指
名する執行役員をもって構成する。

取締役会長、取締役社長以下、全執行役員および
取締役社長の指名する取締役で構成される。

取締役社長が指名する役員および直轄部門、コー
ポレート本部管轄の各部室長で構成する。

取締役社長が指名する役員、および直轄部門、
コーポレート本部管轄の各部室長並びに各事業本
部の管理責任者で構成する。

取締役社長が指名する取締役、執行役員、専任顧
問、コンプライアンス部長、労働組合の役員代表、
およびコンプライアンス・リーダーの代表をもっ
て構成する。

取締役社長が指名する委員長と、委員長が指名する
取締役、監査役および執行役員のほか、経理財務部
長、人事部長、コンプライアンス部長、総務部長、
経営企画部長、IT戦略部長、法務部長、監査部長、
海外戦略部長、および各事業本部の中から委員長が
指名する者をもって構成する。

取締役社長が指名する委員長と、副委員長である
品質保証部長、コンプライアンス部長ほか、役員
および直轄部門、コーポレート本部部室長並びに
各事業本部の中から委員長が指名する者をもって
構成する。

取締役会が指名し、選任する社外取締役（独立役
員）を委員長とし、取締役会が取締役又は監査役の
中から指名し、選任する委員で構成する。当委員
会の委員は、過半数を独立社外役員で構成する。

独立社外役員と代表取締役で構成する。

独立社外役員全員で構成する。

取締役会が指名し、選任する社外取締役（独立役
員）を委員長とし、取締役会が取締役の中から指名
し、選任する委員で構成する。当委員会の委員は、
過半数を独立社外役員で構成する。

月2回開催するほか、
必要に応じて随時開催

四半期毎に開催するほ
か、必要に応じて随時
開催

月2回開催するほか、
必要に応じて随時開催

月2回開催するほか、
必要に応じて随時開催

四半期毎に開催するほ
か、必要に応じて
随時開催

原則として1年に2回
以上開催するほか、必
要に応じて随時開催

原則として 3カ月に 1
回開催するほか、必要
に応じて臨時に当委員
会または専門委員会を
開催

原則として1年に2回
以上開催するほか、必
要に応じて臨時に開催

年1回以上開催

年1回以上開催

原則として1年に2回
以上開催するほか、必
要に応じて臨時に開催

目的 構成員（定義） 開催

経営戦略会議

執行役員会議

投融資会議

ガバナンス会議

コンプライアンス
委員会

内部統制・
JSOX評価委員会

リスク
マネジメント
委員会

独立社外役員・
代表取締役会議

独立社外役員会議

報酬検討委員会

役員指名
検討委員会

h

i

j

k

a

f

g

c

d

e

b

◆ 主な会議体の概要
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コーポレート・ガバナンス

◆ 内部監査および監査役監査
内部監査（監査部に21名配置）につきましては、監査役
および会計監査人と連携して、工場・営業所等の往査、国
内外の子会社調査等の会計監査および業務監査を実施して
います。内部監査の結果は、役員会に報告され、コンプライ
アンスの徹底や業務改善に反映されています。
なお、監査部と会計監査人は、会計監査人が内部統制の

有効性を評価するにあたって、内部監査の実施状況の理解
に資するために協議を行い、また、監査の効率的運用の
ために監査の結果について相互に報告を行っています。
監査役監査（監査役5名を選任）につきましては、監査役

◆ 会計監査
会計監査につきましては、有限責任監査法人トーマツと
監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法に基づ
く会計監査を受けています。また、経理担当部署は、必要に

が取締役会・経営戦略会議等に出席し、取締役の職務執行
を確認しています。また、監査役はモニタリングの機能を
果たし、内部統制の有効性を高めるため、その職務遂行に
関連して重要と判断する事項（会計監査人の監査計画に
関する事項、監査において判断した会計上の処理および表
示に関する事項、監査において発見した事項等）について
会計監査人から説明を受け、監査役会が職務遂行上発見
した事項や兆候の有無について、会計監査人と適時協議の
場を設けています。

応じて会計監査人と協議を行い、会計処理の透明性と正確性
の向上に努めています。

監査体制

会計監査

注記 : 1. 会計監査業務に係る補助者は、公認会計士26名、公認会計士試験合格者19名、その他13名です。
 2. 継続監査年数については、7年以内であるため記載を省略しています。

業務を執行した公認会計士の氏名

東　誠一郎

関口　浩一

池田　賢重

所属する監査法人名

有限責任監査法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ

有限責任監査法人トーマツ
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コンプライアンス経営の方針の明確化 周知活動の実施 モニタリング

● 日本ハムグループ行動基準
● 各社行動基準マニュアル

● コンプライアンス研修
● コンプライアンス大会
● 事業所勉強会

● コンプライアンスアンケートの実施
● 相談制度
● 会社情報管理規程に則った非日常的
情報の一元管理化と共有化

コンプライアンス研修

当社はコンプライアンスやリスクマネジメントの実効性をより高めるために、経営体制だけでなく、職場からの
積み上げも重要との認識から、事業所やグループ会社の内部統制機能の強化も図っています。

代表取締役社長が直轄する監査部は、社長の指示に基づき、モニタリング活動部署や関係会社監査部門と連携し、
効果的な監査を実施する仕組みを構築するとともに、グループ全体での運用を推進します。
なお、品質に関する監査は品質保証部が、また環境に関する監査はCSR推進部が担当しています。

◆ コンプライアンス
当社グループでは、コンプライアンスを経営の基軸に

据え、コンプライアンスの徹底に取り組んでいます。
コンプライアンスの浸透を図るために、「日本ハムグルー

プ行動基準」などでコンプライアンス経営の方針を明確に
した上で、研修や大会などの各種周知活動を展開し、
適切に運用されているかをモニタリングで確認しています。
このコンプライアンス浸透の基本といえるPDCAサイクル
を繰り返すことで、コンプライアンス経営の定着を図って
います。
組織体制として、コンプライアンス委員会を当社に設置し、

◆ リスクマネジメント
グループ全体のリスクを統括的に管理するために、総務
部にリスク管理チームを設置しています。このチームは、 
コンプライアンス部や関係部署と連携し、リスク管理に
関する定めに基づき、想定されるリスクに応じた迅速 

当社グループ全体のコンプライアンスに関する方針や計画
を総合的に検討し、取締役会などに提言を行っています。
また、グループ各社・各部門にコンプライアンス推進委
員会を設置し、それぞれが当事者意識を持ってコンプラ
イアンスに関する計画の策定や浸透に取り組んでいます。
なお、当社グループの全従業員が組織に制約されずに自
由に通報・相談できる窓口を社内2カ所、社外2カ所に設
置し、問題の早期解決を図るとともに、その情報を分析し、
次の行動計画策定に活かしています。

かつ適切な情報伝達と緊急体制の整備を推進します。
リスクマネジメント委員会は、グループにおけるリスク
マネジメントの推進に関する課題・対応策の協議と意思
決定を行います。

内部統制機能に関する事項

監査部の機能
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