
社外取締役　コーポレートガバナンス座談会

コーポレート・ガバナンスを進化させることで
「世界で一番の『食べる喜び』をお届けする会社」の実現に

貢献します。

岩﨑　淳
社外取締役

河野　康子
社外取締役

荒瀬　秀夫
社外取締役
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価値創造を支える基盤

当社グループが伝えたいことを消費者
に伝える橋渡しをすることで、企業価
値の向上に貢献したいと考えています。

　ニッポンハムグループは、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、最適なガバナンス体
制を構築するため、多様な知識、経験お
よび能力を有する人材を社外取締役にバ
ランスよく招聘し、客観的な視点で経営に
関与してもらっています。当社グループの
コーポレートガバナンス、ESGへの取り
組み、持続的成長に向けた期待について、
社外取締役の河野康子氏、岩﨑淳氏、荒
瀬秀夫氏に聞きました。

社外取締役としての 
目標について

河野：取締役に選任されて以来、当社グ
ループの生産拠点、物流拠点など25の現
場を視察しました。これまで私は、主に買
う立場、食べる立場で考えていましたが、
作る立場、売る立場の企業活動を知ること
で大きく意識が変わりました。訪問したす
べての現場で、想像以上に安全衛生や品
質管理において妥協のない取り組みがな
され、ニッポンハムブランドの商品をより
多くのお客様に喜んでいただくために、従
業員一人ひとりが尽力されていることを感
じました。そうした企業姿勢を理解したこ
とで、消費者には見えない企業努力の部
分を「見える化」して、当社グループが伝え
たいものを消費者に上手に橋渡ししたい
と考えています。この積み重ねがブランド
価値の向上につながると思います。

岩﨑：社外取締役の最大の役割は、企業
価値の向上に貢献することです。これま
での4年間は社外監査役として当社を見
てきましたが、良い企業風土もあれば、や
はり大企業なので守りに入ってしまうこ
ともあります。今後は社外取締役の立場
で、変化を促すための刺激を与える役割
を果たしていきたいと考えています。で
は、どのような会社を目指していくのか、
私は3つの軸を定めました。1つ目はハラ
スメントのない会社、これは絶対にぶれな

いようにしたいです。2つ目は数字の本質
を理解できる会社、つまりボトムラインだ
けを見て判断するのではなく、数字の裏
に隠れている本質を見抜き、それを経営
に活かすことのできる会社です。私は会
計士ですので、この視点は特に重要だと
考えています。3つ目は挑戦する従業員を
応援できる会社です。当社グループの行
動指針のひとつに「時代の変化を先取り
し、積極果敢に挑戦する」と掲げています
が、本当にそうした従業員が活躍できる
職場であるか常日頃から確認する必要が
あると思います。この3つを軸にしながら、
社外監査役とは違った立場で関わってい
きたいと考えています。

荒瀬：私は、40年以上にわたり医療機器
メーカーに在籍し、そのほとんどを海外
で従事してきましたが、常に好奇心と向
上心を持って組織のリーダーシップを
とってきました。30代で香港支店の立ち
上げを行い、40代はヨーロッパの事業責
任者として新製品の導入や長期リスクの
解消に取り組み、50代ではブラジルで業
績が悪化した会社を立て直し、その後は
アメリカでM＆A、事業ポートフォリオの
変革、子会社管理を行い、60代ではシン
ガポールでガバナンス・コンプライアンス

の強化に取り組みました。私自身のコア・
コンピタンスは、戦略の立案・実行、マー
ケティング、組織改革、人材育成に関する
知見であると認識しています。私は、会社
の使命は、ステークホルダーの皆さんの
期待に対して、継続的な成長で答えを出し
ていくことだと考えており、これまでの経
験をもとに当社の成長に貢献できると考
えています。

取締役会での議論について

岩﨑：私が監査役に就任した4年前と比
べると、現在の取締役会での議論はかな
り活発になってきたと思います。もともと
社外役員が積極的に発言する土壌があっ
たことに加え、コーポレートガバナンス・
コードの導入に伴って、コンプライ・オ
ア・エクスプレインの評価と向上のための
社内的な取り組みも取締役会の活性化に
つながっていると思います。

河野：私の立場からは、例えばCSRの視
点で企業がどうあるべきかといった発言
をしていますが、見解をしっかりとお話し
できる雰囲気があることを感じています。
ただ、意見が言いやすければ良いという
わけではなく、議題についてどのような見
解を述べ、どのように合意形成していくの
かが重要だと思っています。今後は、期初
に予定された議題以外にも、取締役会で
検討すべき議題があれば、随時取り上げ
議論すべきと考えています。

役員指名検討委員会、 
報酬検討委員会について

河野：2019年の定時株主総会後から、
役員指名検討委員会の委員長を務めてい
ますが、企業経営に対する社会の注目が
高まっている中、経営幹部の選解任およ
び評価は社外取締役の重要な任務である
と理解しています。今期から海外事業や
企業経営を経験された荒瀬取締役が選任
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ニッポンハムグループのコンプライア
ンスの取り組みは非常にレベルが高い
と考えていますが 、さらに工夫を重ね
ることで、より良い仕組みづくりに貢
献します。

されましたが、役員指名検討委員会が十
分に機能するためには、今後も外部から
必要な知見を持った人材の拡充と、ダイ
バーシティを推進していく必要があると
考えています。

岩﨑：役員指名に関して、具体的に役員
の候補を選出するのは社内の方々の役割
であると認識しています。一方、社外役員
は、役員指名のルールを定め、透明性を
担保することで、説明責任を果たしていく
必要があると考えています。また、私は今
期から報酬検討委員会の委員長を務める
ようになりましたが、役員報酬の固定・変
動比率および長期インセンティブ制度に
ついて、当社として適正な仕組みづくりを
していきたいと考えています。当社の現状
と世の中の状況を比べ、社内の理解を得
られ、社会的にも適正であり、また投資家
にも評価される制度設計を目指して、この
1年間で議論を深めていきたいと思って
います。

コンプライアンスに対する 
取り組みについて

河野：コンプライアンスは企業にとって必
須であり、当社においては、全体の仕組み
づくり、意識付けはよくできていると評価
しています。また、各事業所にはコンプラ
イアンス担当者がおり、定期的に本社に
集まって意見交換を行っているほか、年
に1回、コンプライアンス大会も開催され
ています。しかしながら、私が危惧してい
るのは、コンプライアンスが何を目的とし、
何を達成すべきなのかという意識が薄れ
てしまうことです。コンプライアンスとい
う言葉に慣れてしまい、単なる取り組みの
繰り返しになってしまわないよう、しっか
りと関わっていきたいと思います。

岩﨑：当社のコンプライアンスの取り組み
は、他社と比べても非常にレベルが高いと
思います。ただ、河野取締役が言うよう

に、慣れきって満足してしまうと良くない
わけで、取り組みの方法にも工夫の余地
があると思っています。実は、コンプライ
アンスは、従業員よりも役員が問題を起こ
すことのリスクが最も大きいのです。これ
については当社を含めた過去の事例を踏
まえながら、絶対に軸がぶれてはならな
い取り組みと考えています。

荒瀬：私は2015年から、アジアでコンプ
ライアンスに関わってきましたが、コンプ
ライアンスという言葉の意味が変化してき
たように感じています。当時は法令遵守
がコンプライアンスでしたが、現在では、
ステークホルダーの要望に応えることが
含まれるようになってきました。例えば、
残業についての意識が変わってきていま
す。労働基準法に従った残業であり、きち
んと残業代を払っていれば、法律的には
まったく問題はありません。しかし、最近
では残業の多い会社はブラックと言われ
るようになってきました。これからのコン
プライアンスの取り組みは、従業員、お客
様、行政、株主などのステークホルダー
からの要望にアンテナを立て、期待に応え
ていく必要があると思います。

ダイバーシティについて

河野：当社においては、私の前任者の時代
から女性社外取締役1名体制であり、それ
が果たして、世の中の潮流に乗ったダイ
バーシティなのか、検討すべき課題である
と考えています。これは女性に限ったこと
ではありませんが、人材を社外から連れて
くることでダイバーシティを推進すること
は比較的容易です。重要なのは、会社の中
で、執行責任を果たせる人材を育成すると
いう感覚です。私自身も女性ですから、ラ
イフステージによって仕事における停滞期
がありましたが、そういったことに対して、
既に社会の中では一定の理解が形成され
ています。当社においても、働き方のあり
ようをどのようにしていくのか、人事制度
も含めて全員の認識を深めていく必要があ
ると思います。ダイバーシティという言葉
が当社にとって何を意味するのかを、しっ
かりと提示していく必要があります。

岩﨑：当社は、海外売上の拡大を目標の
一つに掲げている食品メーカーであるた
め、もっと女性や現地採用の従業員が活
躍し、幹部になっていく土壌をつくる必要
があると思います。こうした話をすると、
総論は賛成ではあるものの、各論で齟齬
を来すことが多いのです。急速かつ形式
的に女性比率を高めることが良いとは思
いませんが、自然とそうなっていくべきだ
と思いますし、そのためには公平な評価
制度なども重要になってきます。例えば売
上や利益だけで評価するのではなく、一
人ひとりが目標を設定し、目標達成に向け
て行った努力を正当に評価するための取
り組みなども進めるべきだと思います。

荒瀬：前職のシンガポール拠点では社員の
半数以上が女性でしたし、多民族国家で価
値観が違うのが当たり前でした。日本に帰
ると海外との差を本当に感じます。日本で
のダイバーシティ推進に向けて、企業として
できる手だてにもっと取り組んでみてはど
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価値創造を支える基盤

ESGの取り組みを推進するにあたり、
EとSを、いかにGに取り込んでいくか
がポイントだと考えています。

うでしょうか。例えば当社グループ海外拠
点からの人材を日本で定期的に受け入れる
などです。人種、性別、価値観やライフスタ
イルの違いに直接触れる機会は多様性の
理解の第一歩です。海外ではコミュニケー
ションの工夫が必要でした。指示が適切に
伝わるように、違う国の拠点長には英文
メールの文面を変えて出していました。今
まで培った異文化コミュニケーションの知
見を皆さんと共有していきたいと思います。

ESGへの取り組みについて

河野：当社においても、非財務の取り組
みを進める意識は高まっており、CSRな
どの関連部門では計画的な活動を推進し
ています。ただし各事業所や部門の現場
レベルでの意識向上が課題です。一方、
お取引先様からのご要望を受けることも
あります。例えば、海洋プラスチックの問
題に対する意識の高いお取引先様から
「飲むヨーグルトに付いているプラスチッ
クストローをどうにかできないか」という
要望があります。このように、現場でも
ESGの取り組みをニーズとして強く感じ
るようになってきました。

岩﨑：CSRの取り組みについては、特に
CSR調達の進展などを評価すべきだと
思っています。しかし、ここでも総論賛成、
各論反対という動きはあります。優先順位
をつけて計画的に進めていくために、トッ
プダウンで全体図を示してほしいという社
内の声もあります。トップダウンを後押しす
るのも、私たち社外取締役の役割です。社
会はこのように変化していますから、一時
的に費用は発生しますが、会社の継続性
を考えるならこの投資を実行すべきですと
いった提案を行うことで、トップの意思決
定を促していきたいと考えています。

荒瀬：ESGは、Eの環境と、Sの社会を、
いかにしてGのガバナンスに取り込んでい
くかがポイントになると思います。ステー

クホルダーの意見を、私たちが取締役会で
伝わりやすいようにお話しすることで、S

をGに取り込むことを支援できると思いま
す。またEは、事業のサステナビリティに大
きな影響を与えるリスクです。例えば気候
変動によって穀物が不作になると、家畜の
餌が不足して、食肉の生産が減少すると
いった連鎖反応が起きるため、Eの変化を
モニターすることも重要です。海外では取
締役会でESの議論を行っている企業が増
えていますし、今後は当社の取締役会でも
ESおよび、それに伴うリスクや機会につい
ての議論を深めていきたいと思います。ES

の取り組みを進めるにあたって、一番怖い
のは、環境や社会が変化しているから当社
の現場でも当然やっているだろうという「思
い込み」です。私たち社外取締役は、社内
とは異なる視点を持つことで「思い込み」を
排除することや、ESをGに取り込んでいく
ことをサポートできると考えています。

河野：私が委員として参画している「ビジ
ネスと人権に関する行動計画に係る諮問委
員会」において我が国の行動計画（NAP）
が決定され2020年6月に公表される予定
です。海外事業を展開する当社において
も、進出先の生産拠点等で労働者や地域
住民に対する人権侵害や環境汚染などの
負の課題に対して適切に対応しているかど

うか説明責任が問われることになります。
こうした国内外の動向を把握し、経営の場
に提供することも社外取締役の役割の一
つだと思います。社会の変化を先読みし
て、必要な投資を行い、確信を持って事業
を進めていくチャレンジ精神を持った会社
であってほしいと思っています。

ステークホルダーの理解に向け
た情報発信について

岩﨑：ステークホルダーの理解を得るに
は、情報発信も重要になります。当社は、
食物アレルギー対応食品などの優れた取
り組みがあるのに、その活動の良さがき
ちんと社会に伝わっていないように思わ
れます。私たちは、他社の情報発信の事
例なども関わっているため、当社にマッチ
したアドバイスを行うことで、当社グルー
プのブランド価値、ひいては企業価値の
向上に貢献したいと考えています。

河野：冒頭でも申し上げましたが、生産
や物流の現場を訪問して、当社グループ
の取り組みは、私が想像していた以上で
あることがわかりました。せっかく良い取
り組みをしているにもかかわらず、多くの
人に知られていないことが残念です。企
業価値の向上につながる非常に良いコン
テンツを持っているわけですから、私は、
消費者視点での情報発信に貢献していき
たいと考えています。

今後の取り組みについて

岩﨑：社外取締役が3名になり、当社の
社外取締役比率は3分の1になりました。
しかしながら、人数が形式的に基準を満
たしていればよいというわけではなく、社
外取締役は本当に役立っているのか、私
たち3人は、まさに真価を問われているわ
けであり、意見交換やすり合わせを行い
ながら、当社の持続的な発展に貢献して
いきたいと考えています。
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