
38％
2020 年

33％
2019 年

コーポレート・ガバナンス

　ニッポンハムグループは、コンプライアンス経営の徹底とコーポレート・ガバナンスの充実を図り、グループ全体の経営
の透明性と効率性を高め、企業価値の向上を目指します。

当社は、現在、社内業務執行取締役5名・独立社外取締役3名で取締役会を構成し、経営の透明性を向上させ業務執行の監督およびガバナンス強化に努めています。

60％
2019 年

60％
2020 年社外監査役

社内監査役

社外監査役比率

コーポレート・ガバナンス強化の変遷

※ 定時株主総会後の員数。

（1986 日本ハム（株）企業理念・経営理念・行動指針制定）

（年） 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

中期経営計画 新中期経営計画
パート1
企業風土の刷新と 
経営改革の推進

新中期経営計画
パート2
弛まぬ変革・挑戦に 
よる企業価値向上

新中期経営計画
パート3
国内事業の更なる強化
とグローバル企業への
挑戦

新中期経営計画
パート4
国内事業の収益拡大と
海外事業の基盤強化

新中期経営計画
パート5
変革による骨太な 
ビジネスモデルの構築

中期経営計画2020
未来につなげる
仕組み作り

取締役員数※ 11 10 11 10 10 12 10 12 12 10 10 10 10 10 10 10 9 8
うち、社外取締役 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
監査役員数※ 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
うち、社外監査役 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

委員会 2002 企業倫理委員会を設置（～2004年）

2006 企業価値評価委員会を設置（買収防衛策導入） 2015 企業価値向上委員会に改称

CSR推進委員会を設置 2018

CSR推進委員会と企業価値向上委員会を統合し、サステナビリティ委員会を設立 2020

2003 コンプライアンス委員会を設置

2003 報酬制度検討委員会を設置 2011 報酬検討委員会に改称

2011 役員指名検討委員会を設置

独立社外役員・代表取締役会議、独立社外役員会議を設置 2016

2003 危機管理委員会を設置 2007 リスクマネジメント委員会に改称

2008 JSOX評価委員会を設置／2009 内部統制・JSOX評価委員会に改称

経営会議 2003 経営戦略会議、投融資会議、執行役員会議を設置

2004 ガバナンス会議を設置

NI
（Nipponham  
Group Identity）

2002 ニッポンハムグループ行動規範改訂 2010 ニッポンハムグループ行動指針改訂

2005 グループブランド制定 2014 グループブランド、コーポレートブランド変更

役員報酬 業績連動型株式報酬制度導入 2020

社外取締役
社内取締役

社外取締役比率

※ 詳しくは、HPをご覧ください。

日本ハム コーポレート・ガバナンス
https://www.nipponham.co.jp/ir/policy/governance.html

WEB

コーポレート・ガバナンス強化に対する取り組み
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共生と事業基盤のサステナビリティ

（注） 1.  コンプライアンス委員会は上記の他に、コンプライアンス部担当役員および部長、人事部担当役員、社外有識者、労働組合役員代表で構成しています。
 2. サステナビリティ委員会は上記の他に、海外事業本部長、社外有識者で構成しています。

（注）  サステナビリティ委員会は、中期経営計画2020の経営方針の1つである「持続可能性（サステナビリティ）の追求」をより一層推進するため、「CSR推進委員会」と「企業価
値向上委員会」が統合し、名称を変更したものです。

任意委員会の構成（2020年6月25日現在）

地位 氏名 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

サステナビリティ
委員会

代表取締役社長 畑　佳秀

代表取締役 木藤　哲大

代表取締役 井川　伸久

取締役 宮階　定憲

取締役 前田　文男

取締役（社外） 河野　康子※

取締役（社外） 岩﨑　淳※

取締役（社外） 荒瀬　秀夫※

監査役（社外） 芝　昭彦※

監査役（社外） 北口　正幸※ オブザーバー

監査役（社外） 山崎　徳司※ オブザーバー

 委員長・議長　  委員　※ 独立役員

　経営の客観性と透明性を高めるため、取締役会の任意委員会等として以下の委員会を設置しています。

目的 2020年3月期開催実績

コンプライアンス
委員会

ニッポンハムグループがコンプライアンスの徹底と社会的信用の向上を図るために、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会議に対し提言を行うことを目的と
する。

6回（出席率97.6％）

役員指名検討委員会 代表取締役候補者・取締役候補者・監査役候補者の決定および代表取締役社長以下経営陣（業務執行取
締役および執行役員）の解職および解任審議に対する透明性と客観性を高めるため、取締役会の監督機能
の強化を図ることを目的とする。

6回（出席率100％）

報酬検討委員会 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。

5回（出席率100％）

独立社外役員・
代表取締役会議

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。

2回（出席率90.9％）

独立社外役員会議 独立社外役員が、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場となることを目的とする。 2回（出席率100％）

サステナビリティ委員会 ニッポンハムグループにおけるサステナビリティの取り組みについて総合的に検討し、取締役会に対し報告
または提言を行うことを目的とする。

ー

任意委員会
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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、取締役会に対する監査機能を十分
に果たすために3名以上5名以内とし、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。現在は、監査役5名のうち3名

を社外監査役としており、男性5名の構成です。当社監査役会の
構成メンバーには、財務・会計・法務に関する知識を有する者を
含めるものとし、特に、財務・会計に関する十分な知見を有する
者を1名以上選任す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。

社外取締役および社外監査役の活動状況（2019年4月1日～2020年3月31日）

区分 氏名 発言状況 取締役会・監査役会
への出席状況

社外取締役 河野　康子 消費者問題に関する豊富な経験および知見に基づき、経営全般はもとより、中期経営計画2020の経営方針である
「消費者との対話を通じた価値の創造」および「持続可能性（サステナビリティ）の追求」に関して、有益な発言を適宜
行っています。
また、役員指名検討委員会の委員長、報酬検討委員会、コンプライアンス委員会およびCSR推進委員会の委員を務
めました。

取締役会19回／19回
（出席率100％）

岩﨑　淳 公認会計士としての専門的見地と豊富な経験に基づき、経営全般はもとより、中期経営計画2020の経営方針であ
る「既存事業の効率化による収益力の強化」に関して、有益な発言を適宜行っています。
また、報酬検討委員会の委員長、役員指名検討委員会の委員、CSR推進委員会の委員を務めました。

取締役会14回／14回
（出席率100％）

荒瀬　秀夫 グローバルな企業経営における豊富な経験と高い見識に基づき、経営全般はもとより、中期経営計画2020の経営
方針である「海外市場展開のギア・チェンジ」に関して、有益な発言を適宜行っています。
また、役員指名検討委員会、報酬検討委員会、企業価値向上委員会およびCSR推進委員会の委員を務めました。

取締役会14回／14回
（出席率100％）

社外監査役 芝　昭彦 弁護士としての専門的見地と豊富な経験に基づき、公正で客観的な立場から、グループ経営の適法性および妥当性
を確保するための発言を適宜行っています。
また、役員指名検討委員会の委員およびコンプライアンス委員会のオブザーバーを務めました。

取締役会19回／19回
（出席率100％）
監査役会19回／19回
（出席率100％）

北口　正幸 弁護士および公認会計士としての専門的見地と豊富な経験に基づき、公正で客観的な立場から、グループ経営の適
法性および妥当性を確保するための発言を適宜行っています。
また、コンプライアンス委員会のオブザーバーを務めました。

取締役会14回／14回
（出席率100％）
監査役会14回／14回
（出席率100％）

山崎　徳司 食品セクターの証券アナリスト経験者としての専門的見地と豊富な経験に基づき、グループ経営の適法性および妥
当性を確保するための発言を適宜行っています。
また、企業価値向上委員会の委員およびCSR推進委員会の委員を務めました。

取締役会14回／14回
（出席率100％）
監査役会14回／14回
（出席率100％）

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。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3名以上12名以内とし、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を選任するこ
とを基本としています。現在は、取締役8名のうち3名を社外取

締役としており、男性7名・女性1名の構成です。また、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。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、法令、定款に定める事項およびその他重要
事項の決定を行います。

（注）岩﨑淳氏、荒瀬秀夫氏、北口正幸氏および山崎徳司氏の出席状況については、2019年6月25日の就任以降に開催された取締役会および監査役会を対象としています。

　当社は、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、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を示すとともに、その充実に継続的に
取り組みます。

　当社グループのコーポレート・ガバナンスは、グループ全体の
経営の透明性と効率性を高め、迅速かつ適正な意思決定と業務
執行の適正性を確保し、積極果敢な経営判断を可能にするとと
もにその責任を明確にすることを基本としています。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
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共生と事業基盤のサステナビリティ

重点テーマに対する2019年度の取り組み

① 取締役会にて重点的に議論すべき事項の優先順位の明確化
　取締役会として重点的に取組む課題の優先順位を明確化し、
最優先課題として事業ポートフォリオの検討について2019年7月

12日以降の取締役会で継続的に議論いたしました。

取締役会の実効性において強みと評価した項目

 多種多様な知識とメンバーで構成される取締役会
  内部統制システムの構築・運用および企業倫理遵守の取り組
みが適切に監視・監督されている
  株主や投資家との対話内容が適切に取締役会へ報告され、議
論がなされている

2019年度の実効性評価と結果

　2019年度の評価は、2019年度の取締役会の活動の評価なら
びに2018年度の評価を通じて発見された課題の改善状況および
進捗状況の確認を目的に、すべての取締役・監査役に対するアン
ケートの方法で実施いたしました。また、役員の忌憚のない意見
を引き出すことおよび客観的な分析を担保するため、アンケート
の回答は社内事務局を経由せず第三者の評価機関へ直接返送す

取締役会の実効性のさらなる向上に向けた今後の課題

 グループ全体最適視点での経営戦略に関する議論の拡充に向け
  資本コストを意識した経営戦略に関する議論の拡充
 デジタル経営資源の適切な配分に関する議論の拡充
 ESG視点での中長期的に取組むべき課題に関する議論の拡充
 経営陣の後継者計画に関する議論の拡充

　当社は、当社の取締役会の体制や運営についての課題を発見し、取締役会の実効性を高めるための取り組みにつなげることを目的に、
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に基づき、2015年度より取締役会の実効性について分析と評価を行っています。

② 役員トレーニングの強化
　新任社外役員に当社事業理解を深めていただくため事業所視
察を実施しました。また、社外研修の参加を促進し、新任を含む
社内取締役、社外取締役が参加しました。

る方式とし、アンケートにより懸念を示した点をさらに深掘りする
ため、複数名の取締役に対してインタビューを実施しました。

① 中長期戦略や長期ビジョン等、取締役会にて重点的に議論すべき事項の優先順位の明確化およびスケジュールの策定
② 新任役員就任時におけるトレーニングの充実や外部研修参加支援を含めた役員トレーニングの強化

① 取締役会の構成と運営
② 経営戦略と事業戦略
③ 企業倫理とリスク管理
④ 経営陣の評価と報酬
⑤ 株主との対話

以上を踏まえて議論を重ねた結果、2020年度は以下の取り組みの実施を通じ、引き続き企業価値のさらなる向上、当社グループのあり
たい姿への到達に向けて、今後も取締役会の実効性を高めます。

① ROE向上ならびに資本コストを意識した経営に向け、ROIC指標管理による業務執行を推進し、結果を取締役会へ報告
② ESG視点やSDGsで求められる社会課題を共有し、ニッポンハムグループCSRの5つの重要課題と関連づけた中長期戦略の立案

取締役会の実効性評価

2018年度の実効性評価による2019年度の重点テーマ

2020年度の重点テーマ

評価項目
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社外取締役メッセージ

当社グループのガバナンスや社会・環境の取り組みについて、
課題と評価できる点を社外取締役に聞きました。

●  役員指名検討委員会の活動状況に
ついて

　2020年3月期は、社外役員4名、社内
役員1名の構成で、年間6回の役員指名検討委員会を開催しましたが、
判断に必要となる客観的な情報をもとに、委員全員が納得するまで審議
を尽くす姿勢を貫いたことを評価しています。新たな社内取締役の選任
においても、当社が「経営者に求められる人財像」として公表している「誠
実・献身・熟慮・挑戦・共感」という5要件において、激変する経営環境
に立ち向かう「挑戦」という尺度を重視し、ふさわしい人財であるか否か
の議論を尽くしました。また、後継者候補の選出については、選出のプロ
セスは合意されているものの、データによる評価だけでは不十分であり、
今後は役員指名検討委員会による全候補者へのインタビューなど、より
的確な判断を行うための施策を実施します。

● ダイバーシティ経営やESGの取り組みについて
　女性活用の実態、外国人採用や障がい者雇用の実情等について現状
把握に努めましたが、残念ながらダイバーシティ経営については、他社
と比較して先進的でも積極的でもないというのが現状です。しかしなが
ら人口減少等により人財不足が課題となっている現在、ダイバーシティ
＆インクルージョンの視点を次期中期経営計画に盛り込み、働く意欲を
持つ人に活躍するステージを用意し、ウィズ・コロナ時代の働き方とし
て定着させる必要があると思っています。また、当社においてはガバナ
ンス分野における対応は先進的である一方、温室効果ガス排出削減や
食品廃棄物対策など、環境や社会課題に対する積極的な提案は乏しい
状況にあります。本業における効果的な課題設定と応分な投資が求め
られるところです。

ダイバーシティやESGについて、
他社が刮目するような取り組みを�
進めていく必要がある。

河野　康子
社外取締役
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岩﨑　淳
社外取締役

荒瀬　秀夫
社外取締役

● 報酬検討委員会の活動状況について
　報酬検討委員会では、東京証券取引所が制
定したコーポレートガバナンス・コードの補充
原則4－2① 「取締役会は、経営陣の報酬が持続的な成長に向けた健全なインセ
ンティブとして機能するよう、客観性・透明性ある手続に従い、報酬制度を設計し、
具体的な報酬額を決定すべきである。その際、中長期的な業績と連動する報酬の
割合や、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に設定すべきである。」に則して役
員報酬体系を見直し、取締役会に答申をしました。5回開催された報酬検討委員
会での議論や、途中経過も含め取締役会へ適宜報告し、情報の共有に努めました。

● 新役員報酬制度の導入について
　2021年3月期より、業績連動型株式報酬制度を導入しました。これは取締役
等に付与されるポイント数に応じて当社株式等が交付される制度ですが、そのポ
イント数は中期経営計画に掲げる業績指標の目標値に対する達成度等に応じて決
まります。また在任中に一定の非違行為があった者は対象から除外するなど、コン
プライアンスに配慮した制度設計となっています。

● 資本コストを意識したグループ経営の進捗について
　資本コストの重要性についてはコーポレートガバナンス・コードで指摘されてお
り、当社においてもROEおよびROICを重要指標と位置づけています。これらの
指標改善には、収益性改善とともに資本効率改善が必要ですが、後者はグループ
経営に完全には浸透していないと考えています。見えないコストである株主資本
コストを可視化し、戦略に落とし込み、各人の取り組みにつなげていくことが今後
の課題と認識しています。

● 企業倫理の遵守について
　これまでの経験を踏まえて努力を継続して
きたことで、企業倫理の遵守と監視・監督の

システムが構築できていることや、情報がオープンに共有されていること、そして
私たち社外役員からの突っ込んだ質問にも現状をきちんと把握して回答している
ことを高く評価します。一方、日本と海外の温度差があることは課題であり、中長
期の視点で変革策を実行していく必要があります。例えば、海外全域ではなく一
部を選択し、監視・監督のシステムを導入するとともに、教育・啓発活動を行い、
そこでの成功例を全域に広げていくといった施策も効果があると考えています。

● グローバルなグループ全体最適視点について
　取締役会ではグループ全体を見渡した議論もなされますが、国内が中心であり、
しかも各執行担当の視点になりがちです。全社に関わる基本情報を共有・理解す
るとともに、リーダーの視点で考えを整理し、必要に応じて執行と監督の2つの帽
子をかぶりわけることが大切です。

● 次期中期経営計画の策定について
　次期中期経営計画の策定にあたって議論すべき項目は、①経営の観点での議論
に加え、現場目線で自社の競争優位の維持・強化・創造をどうするか。②顧客の
ニーズがあり、自社のみが提供できる価値は何か。③将来を見据えた新規事業の
可能性にどう挑戦するかの3点です。これには事業を通じた社会課題の解決も含
まれてきます。次期中期経営計画が、当社従業員にとって、今まで以上にやりがい
と働きがいを感じられるものに、他のステークホルダーにとっても当社への期待
が高まるようなものにしたいと考えています。

見えない株主資本コストを可視化し、�
戦略に落とし込み、各人の取り組みに�
つなげていくことが今後の課題。

次期中期経営計画は、
今まで以上にステークホルダーからの
期待感が高まるものにしたい。
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基本報酬 評価報酬 業績連動型株式報酬

位置づけ 固定報酬 短期インセンティブ報酬 長期インセンティブ報酬

支給対象  取締役
 執行役員
 監査役

 取締役（社外取締役を除く）
 執行役員

 取締役（社外取締役を除く）
 執行役員

付与方式 金銭 金銭 株式（BIP信託制度）

評価指標 ー  連結売上高
 連結事業利益
 ROE
 ROIC
 個別に設定する経営課題

 連結売上高
 連結事業利益
 ROE

付与方法 役位別に定めた標準額を支給 支給額は、標準的な業績達成度を100％と
した場合、達成度合いに応じて0～200％
の割合で変動

中期経営計画に掲げる業績指標の目標達
成度に応じたポイントが付与され、標準的
な業績達成度を100％とした場合、0～
130％の範囲で変動

目標値 2021年3月期

連結売上高 14,100億円

連結事業利益 560億円

ROE 7.4％

役員報酬

BIP信託制度
BIP（Board Incentive Plan）信託とは、米国の
業績連動型株式報酬（Performance Share）制
度および譲渡制限付株式報酬（Restricted 
Stock）制度を参考にした役員に対するインセン
ティブプラン。取締役（社外取締役を除く）および
執行役員に対し、当社の中期経営計画に掲げる業
績指標の目標達成度に応じたポイントを付与し、在
任中および退任時に、付与されたポイント数に相
当する数の当社株式を交付する制度です。なお、こ
の株式は退任後1年が経過するまでは譲渡できな
いものとしています。

基本的な考え方

　当社の役員報酬制度は、経営者として優秀な人財を選抜・育
成・登用し、その業務執行取締役および執行役員一人ひとりに
対し、役員報酬と当社業績および株主価値との連動性をより明
確にし、当社の企業理念実現に向けて、中長期的な企業価値向
上を促すインセンティブを付与することを目的としています。

取締役報酬の概要

　当社は2020年度に役員報酬制度の見直しを行い、中長期的
な企業価値向上を促すインセンティブとして、業績連動型株式報
酬制度を導入しました。本制度導入にあたり、金銭を拠出するこ

　制度構築・報酬水準・制度運用等については、独立社外取締
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おり、役位別の報酬水準は、第三
者機関の調査結果などを参考に、毎年妥当性を検証しています。

とで設定する信託が当社株式を取得し、対象となる取締役等に
株式を交付するという役員向け株式交付信託の仕組みを採用し
ています。

（現行の中期経営計画期間にかかる目標値）

（ポイント算定式）

（※1）小数点以下を切り捨て
（※2） 役位別基準株式報酬額は、当社が役位ごとに

予め定めた株式報酬の基準となる報酬額とし
ます。

（※3） ポイント算定株価は、本制度のために設定す
る役員報酬BIP信託により取得される当社
株式の平均取得単価（小数点第1位を四捨
五入）とします。なお、本制度を継続するた
めに、本信託の信託期間の延長が行われた
場合には、信託期間の延長に伴い本信託に
より新たに取得された当社株式の平均取得
単価（小数点第1位を四捨五入）とします。

（※4） 業績目標の達成度を測る各指標の目標値は、
当社の中期経営計画策定時において公表す
る各事業年度の定量目標値とします。

固定報酬
60％

基本報酬

業績連動報酬
40％

評価報酬 業績連動型株式報酬

付与ポイント数（※１）＝（役位別基準株式報酬額（※２）÷ポイント算定株価（※３））×業績係数（※４）
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次世代経営者育成計画（選抜・異動・育成）

経営者に求められる人財像

　当社グループは、持続的な企業価値の向上に向けて、次世代
経営者育成計画を策定しています。この育成計画においては、
「経営者に求められる人財像」の5要件（誠実・献身・熟慮・挑

次世代経営者の育成 

　当社グループでは、経済産業省が公表した「企業価値向上に向けた経営リーダー人材の戦略的育成についてのガイドライン」のプロセ
スに沿って次世代経営者計画の取り組みを進めています。

戦・共感）を定義するとともに、評価・育成指標を明確にしてい
ます。

経営者行動特性分析
プログラムの実施

経験を積むため、今まで
と違う職種・業態にアサ
インする

選抜機会をマネジメントし、
プール人財への選抜と離脱を判断する

タレントマネジメント

経営者
取締役

経営TOP
社長

社外交流セミナー

経営セミナー

ビジネスリーダー研修

ビジネスカレッジ

プール人財

選抜 教育異動

プール人財と 
非プール人財の 
入れ替えあり

選抜

離脱

部長

課長

係長

主任

項目 ニッポンハムグループの取り組み

フェーズ1 経営リーダー人財像定義
経営リーダー人財戦略の策定

・『経営者に求められる人財像』の5要件を策定
・コーポレート・ガバナンス基本方針に次世代経営者育成計画を明文化
・役員コミットメントシートに5要件を追加

フェーズ2 人財の把握・評価と候補者選抜・確保 ・役員指名検討委員会要綱の改定
・役員候補者選解任スキームの策定

フェーズ3 人財育成計画の策定・実施と育成環境の整備・支援 ・新任執行役員対象の経営者行動特性分析を実施
・社内役員対象に360度評価を実施

フェーズ4 育成結果の評価と関連施策の再評価・見直し ・年間スキームの中でPDCAサイクルを回す

将来性ある人物をプール 
人財として選抜（各階層ア
セスメント、職能考課等）

選抜型の研修に参加さ
せ、経営知識の習得を図
り、人脈を広げることで、
視野の広さ、視座の高さ
の獲得につなげる
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内部監査および監査役監査

　内部監査（監査部に19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、取締役会に報告され、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、監査役が取
締役会・経営戦略会議・各種役員会・委員会等に出席し、取締
役の職務執行を確認しています。また、代表取締役社長との意
見交換と提言、社外取締役との意見交換を各々四半期ごとに行っ

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。

ています。さらに、業務執行状況の聴取に関しては、常勤監査役
に加え、社外監査役を原則として1名以上とし、取締役に対して
は年に2回、執行役員および主要な部室長に対しては年に1回の
ヒアリングを行い、業務執行状況、ガバナンス・コンプライアンス
の取り組み状況、働き方改革の状況、人材育成等の確認を行っ
ています。国内、海外のグループ会社監査に関しては、期初に策
定する監査計画に基づき選出する重要拠点は毎年、それ以外の
拠点は隔年を基本として往査を行っており、事業執行の進捗状
況、重点リスクへの対応、コンプライアンスの取り組み、働き方改
革の状況、要望事項などの聞き取りを行っています。会計監査人
および内部監査部門との情報交換を月1回実施し、確認事項とし
て内部監査部門の監査への立会いや、会計監査人の監査への立
会い（期末棚卸監査含む）を実施しています。

（注） 1.  会計監査業務に係る補助者は、公認会計士25名、公認会計士試験合格者
17名、その他54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 所属する監査法人名

新免　和久 有限責任監査法人トーマツ
高居　健一 有限責任監査法人トーマツ
松本　俊輔 有限責任監査法人トーマツ

株主総会

代表取締役社長

内部統制・JSOX評価委員会

経営戦略会議

執行役員会議

コーポレート部門
事業部門・関係会社

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

監査部

サステナビリティ
部※

品質保証部

会
計
監
査
人

監査役会
社内監査役
社外監査役
（相談窓口）

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

※環境内部監査の
　実施

リスクマネジメント委員会

コンプライアンス部
（社内相談窓口）

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

サステナビリティ委員会

コンプライアンス委員会

監査体制

会計監査

ニッポンハムグループ　統合報告書 202056




