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　企業統治とは、組織が自らの決定および活動の与える影響

に責任を持ち、社会的責任を組織全体に統合する重要な要

素です。

　味の素グループでは、持続可能な社会を実現する上での基盤

となる、健全な企業統治体制を確立し、透明性が高く、倫理的

で責任ある経営を実践しています。

　コーポレート・ガバナンスの強化・徹底においては、体制整備

を行い、グループ経営全般にわたる企業価値の向上を目指して

います。コンプライアンスについては、法令遵守だけでなく「味

の素グループ行動規範」を遵守することと位置づけグループ・グ

ローバルで推進しています。

　また、「味の素グループ理念」を実現することこそが味の素グ

ループの企業責任であると考え、「社会への貢献」を「味の素グ

ループWay」※の4つの要素の一つに位置づけ、実践しています。

さらに、社内外の様 な々ステークホルダーとの日常的な対話を

通じて、社会からの期待に応える取り組みを推進していきます。

組織統治
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経営で企業価値を高める
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　味の素グループでは、金融商品取引法に基づき、全社的な内部

統制の整備および運用状況を評価・改善するとともに、業務プロセ

スを分析した上で、想定されるリスクを洗い出しました。そして、重要

性の高いリスクに対する内部統制を整備し、日常的にモニタリングを

行うことにより、体制の維持に努めています。 

　これらに基づき、日常業務から独立した部門である、監査部内部

統制評価グループが主導する運用テストにより、財務報告に係る内

部統制の有効性の評価を行っています。またあわせて、新日本有限

責任監査法人の監査も受けています。

　2011年度は上記の評価の結果、2011年度末日時点において、味の

素グループの財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

　今後もこの活動を通じ、内部統制の有効性を保持することで、財務

報告の信頼性を確保し、企業としての社会的責任を果たしていきます。

　味の素（株）の取締役会は、経営の最高意思決定機関として、法

令および定款に定める事項ならびにその他重要な事項を決議し、ま

た取締役および執行役員の業務を監督しています。

　また、経営会議は、取締役たる役付執行役員で構成され、会社の

経営に関する基本的方針について協議し、会社の業務執行に関す

る重要事項を決定しています。

　業務運営組織は、企画・事業支援部門、事業部門および生産部

門に区分し、各業務運営組織は、担当執行役員の指揮監督を受け、

所管する業務を処理しています。

　社外取締役を選任し、独立・公正な立場から業務執行を監督して

います。また、監査部を設置し、内部監査規定および監査計画に従い、

業務運営組織に対して業務監査を、関係会社に対して経営監査・業

務監査を、実施しています。

　さらに監査役を設置し、社外監査役3名を含めた5名の監査役によ

る、監査役監査を実施しています。監査役会は、取締役会の議題につ

いての事前審査、各監査役の活動状況・活動結果の共有・意見交換

を行っています。

　透明性と客観性を高めるため、味の素（株）取締役会の諮問機関

として、社外取締役を含めた取締役数名で構成される役員等指名

諮問委員会および役員等報酬諮問委員会を設置し、取締役および

執行役員などの、候補者の選任案および報酬について各々審議し、

審査結果を取締役会に答申しています。

監査・監督

コーポレート・ガバナンスの強化・徹底

	コーポレート・ガバナンス　http://www.ajinomoto.co.jp/ir/corp_gov.html		リンク
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最高経営責任者（＝取締役社長）

取締役副社長執行役員

取締役専務執行役員

取締役常務執行役員

取締役会

経営会議

取締役会

経営・監督

最高意思決定機関
業務執行の監督

経営会議

業務執行

経営に関する
基本方針の決定
重要な事項の決定
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■ コーポレート・ガバナンス体制図

責任ある経営で企業価値を高める

コーポレート・ガバナンスの体制

味の素（株）は、競争力強化、企業の社会性の観点から、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を経営の最優先課題と位置づけています。

内外の事例を教訓として踏まえつつ、日本型経営のよい側面を残した実効性のある執行とその監督の体制をつくりあげるとともに、

事業本部制のもとで事業競争力の強化に取り組み、グループ経営全般にわたる企業価値の向上を目指します。

業務執行

指名・報酬

内部統制
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リスクマネジメントと企業継続計画（ECP）の策定

「味の素グループ行動規範」の遵守

	 P35　「味の素グループ行動規範」			参照

	Ajinomoto	Group	Principles
	http://www.ajinomoto.co.jp/company/agp/group/top.html		リンク

コンプライアンス体制

　「味の素グループ行動規範」（以下、行動規範）とは、味の素グ

ループ共通の価値観である「味の素グループWay」に則り、「味の素

グループ理念」を実現するために、一人ひとりが日々理解し実践すべ

き行動の在り方を定めたものです。国内外グループ会社を含め、全役

員・従業員への「行動規範」の周知、徹底を図るべく、企業行動委員

会による様 な々取り組み、および企業活動のチェックを行っています。
業
務
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Way

味の素グループ
行動規範

味の素グループ
ビジョン

行動基準

分野別規範・規程類など

「Ajinomoto	Group	Principles」冊子

■ Ajinomoto Group Principles（AGP）と
  グループビジョンの体系図

　味の素グループでは2002年にリスクマネジメント委員会を設置し、

危機が発生した後の対応ばかりでなく、未然にリスクを発見すること

を目的として、リスクマネジメントを徹底しています。

　東日本大震災を受けて、従来の事業継続計画（BCP：Business 

Continuity Plan）を全社的に見直し、より広義の事業継続計画であ

る企業継続計画（ECP：Enterprise Continuity Plan）の策定に着

手しました。この新たなECPでは、危機発生時の対応の優先順位を

「❶人命 ❷社会 ❸事業」とし、「安全確保ステージ」「支援・回復ス

テージ」「事業復旧ステージ」の各段階での計画を策定しました。

　2011年度は、「安全確保ステージ」の計画と新たな防災マニュアル

の策定、ECPに基づいた工場の設備補強、および東海地震を想定し

た味の素（株）静岡営業所の移転を完了し、物流拠点の分散化につ

いての検討も開始しました。2012年度中には、日本の大地震に対する

より具体的な対策を策定し、2013年度には、パンデミック対策におけ

る海外への拡大展開に着手する予定です。

	P28　特集4	自然災害を乗り越え、持続可能な社会をつくる
	P62　労働慣行：自然災害と向き合う防災への取り組み			参照

味の素グループにとってのコンプライアンスは、法令遵守だけにとどまらず、「味の素グループ行動規範」の遵守を意味します。

「確かなグローバルカンパニー」を目指し、その基盤となるコンプライアンス体制を確固たるものにしていきます。
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　味の素（株）企業行動委員会は、「味の素グループ行動規範（以

下、行動規範）」の周知徹底と、「行動規範」に則った企業活動が行

われているかをチェックする組織として、1997年5月に設立され、コン

プライアンス活動推進の中核として活動しています。現在では主要

なグループ各社にも独自の企業行動委員会を設置し、取り組みを推

進しています。

　味の素（株）では、企業行動委員会の委員が各職場での検討会

に出席し、職場の課題についての意見交換を実施しています。

　例えば、近年重要度が増している情報セキュリティに関する職場の

課題についての継続的な議論、ハラスメントや雇用多様化の問題に

ついての意見聴取や議論を行っています。海外法人についても独自

の企業行動委員会を設置し、「行動規範」に加え、「行動規範」を日

常の活動で具現化するための具体的な指針となる「行動基準」（各

国の文化、風土に即した内容）の周知徹底の活動を推進しています。

企業行動委員会によるコンプライアンスの推進

　味の素グループは、「行動規範」の周知徹底のために、教育・研

修の充実、マニュアルやポスターの配布、社内イントラネットを使った

メッセージ発信などを行っています。これまで「行動規範」は日英仏

中をはじめ10カ国語で共有されていましたが、2011年度には新規で

事業進出した新興国の言語（アラビア語、トルコ語、ベンガル語、ク

メール語）にも翻訳されています。

　また、国内グループ会社では、アンケートや職場での検討会など、

定期的なモニタリングを通じて、「行動規範」の遵守状況の確認や

問題点の洗い出しを行い、企業行動委員会や総務・リスク管理部、

法務部などの各業務運営組織が課題の解決を図っています。海外

法人では、それぞれの国、地域、事業特性に合わせて、「行動規範」

をより具体的かつ現場でも理解・実践しやすくするための「行動基

準」を設定し、運用しています。

従業員へのコンプライアンス教育

　味の素（株）では、「ホットライン」を会社の定めた公益通報の柱と

して設け、電話、eメール、FAX、手紙など複数の経路で、協力社員

■ 企業行動委員会の役割

企業行動委員会

事務局（総務・リスク管理部）
※リスクマネジメント委員会事務局と兼務

ホットライン

（
報
告
・
指
示
）

1997年5月設置

ミッション
❶ 企業倫理・規範の周知徹底

❷ 規範関連テーマへの対応

❸ 教育・啓発

❹ 規範および関連ツールの管理

構成
委員長：副社長

委員：17名（労組代表1名含む）

　　  監視役1名オブザーバー参加

開催：3カ月に一度

味
の
素
（
株
）
経
営
会
議

味の素グループ関係会社
（窓口：企業行動委員会事務局）

味の素（株）各事業所
（窓口：総務人事担当部門）

公益通報制度「ホットライン」の設置 を含め幅広く通報や相談を受け付けています。通報や相談を行った

人のプライバシーを遵守し、通報などを行ったことにより不利益を被

ることがないよう「ホットライン運営規程」などにも明記しています。
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責任ある経営で企業価値を高める

研修 対象 内容

リスクマネジメント・コンプライアンス
研修

味の素グループ各社の企画・事業支援部門の
ラインマネージャー（384 名）

労務、法務、品質・情報管理、知財等のリスクマネジメントおよびコンプ
ライアンスに関する知識の習得（6回実施）

法務コンプライアンス研修
味の素（株）国内営業組織の 5支社 4支店
2営業所（18 組織）の営業担当（518 名）

個人情報保護法と消費者キャンペーンをテーマとした研修

味の素グループ実務労働セミナー
味の素（株）および国内グループの人事労務
担当者（44 名）

労務上のリスク・コンプライアンスの理解度向上を目的に、労務管理の
ポイントや法的背景についての説明を実施（基礎編、応用編に分かれる）

ベトナム味の素社リスク・コンプライ
アンス研修

ベトナム味の素社の全基幹職 Ajinomoto	Group	Principles の浸透のための研修

■ 2011年度に実施したコンプライアンス関連の研修

情報セキュリティの徹底

	「味の素グループ情報セキュリティポリシー」
	 http://www.ajinomoto.co.jp/company/agp/securitypolicy/top.html		リンク

	ソーシャルメディアガイドライン
	 http://www.ajinomoto.co.jp/privacy/socialm		リンク

　味の素グループは、「味の素グループ情報セキュリティポリシー」

に基づき、制度面、技術面の両方から情報セキュリティを推進してい

ます。

　制度面では、規程・基準等の周知やセキュリティ教育活動に取り

組んでいます。技術面では、会社データの流出を防止するための利

用機器の限定、会社データへのアクセスの記録、外部から会社デー

タへの不正な侵入検知などを実施しています。ホームページについ

ても外部から改竄された場合に速やかに検知するシステムを導入し

ています。

　2011年度は、情報セキュリティ関連施策の実効性をさらに向上さ

せるために、「情報取扱規程」と「情報取扱ガイドブック」を改訂し、

味の素グループ全従業員に配布しました。また、グループ各社の基

幹職を対象とした情報セキュリティの研修を計6回開催し、384名が

受講しました。さらに、味の素（株）の全従業員（役員、従業員、嘱託

社員、情報を扱う派遣社員、パート社員）を対象とした「情報セキュ

リティ理解度テスト」をeラーニングで実施しました。

　近年では、FacebookやTwitterなどのソーシャルメディアを、業務

あるいは個人として利用する機会が増大しているため、2011年10月

にはソーシャルメディア利用の基本姿勢を示した「ソーシャルメディ

アガイドライン」を制定し、従業員への周知徹底を図っています。

「行動規範」推進のための啓発ポスター

パソコンの起動時に立ち上がる「行動規範」啓発画面
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責任ある経営で企業価値を高める

	 P23　特集3	ステークホルダーとともに、持続可能な未来を築く			参照

CSRマネジメント

　味の素グループはグループ理念の実現を目指し、「社会への貢

献」を「味の素グループWay」の4つの要素のうちの一つと位置づけ

て、実践しています。さらに、2011-2013年中期経営計画では、味の素

グループの事業と深いかかわりを持つ3つの人類社会の課題「地球

持続性」「食資源」「健康な生活」を掲げ、それらの課題に事業を通

じて貢献していくことを組み込みました。

　味の素（株）では、グループ全体のCSR活動を推進する専任組織

のCSR部（環境、労働安全、人権、品質、調達、コンプライアンス担

当部署の兼務者を含む）が、各事業部門や機能部門のCSRにかか

わる情報の提供や、各部門の具体的な取り組みの支援を進めていま

す。また、CSRの中核機能である環境・安全・品質については、それ

ぞれ「環境規程」「防災安全管理規定」および「品質保証規程」に

基づき、ISOやOHSAS等のマネジメントシステムを骨格とする各種

マネジメントシステムを構築、運用するとともに、これらの統合的な運

用に向けた取り組みを進めています。

　2011年度には、国内主要グループ会社のCSR担当者との連絡会

を開始し、東日本大震災の復興支援活動でのグループ連携を皮切

りに、よりグループ一体となってCSR活動を推進するべく取り組んで

います。

　さらに、味の素グループのCSRにかかわる取り組みについて、社

内外で積極的にコミュニケーションしていくための部門横断のミー

ティングも毎月開催しています。

　味の素グループが事業を通じて貢献しようとしている3つの社会課

題「地球持続性」「食資源」「健康な生活」について、より具体的な

取り組み内容を明確にするために、2010年には事業部門、研究開発

部門の実務担当者を集め、部門横断でグループの将来像を検討する

ワークショップを開催しました。そこでまとめられた方向性を、社外有

識者とのダイアログなどを通じて「CSR方針」として明確にしました。

　一方、事業を通じてサステナビリティに貢献するにあたって、そ

のプロセスの適正化を確保する「味の素グループ行動規範」や

ISO9001、14001などのマネジメントシステムが、グローバル社会が求

めるレベルに対応できているかを確認するために、2010年に発効し

たISO26000を活用し、当社の取り組み状況の把握と、課題の整理

を行いました。今後は、既存のマネジメントシステムをベースとしつつ、

ISO26000の提案する社会課題に対して、企業として考慮すべき内

容を関係部門と検討しながら、補完的にISO26000の活用を進めて

いきます。また、様 な々ステークホルダーと、テーマに応じたダイアロ

グを開催することで、さらに社会からの期待に応える取り組みに深

化させていきたいと考えています。

　味の素グループは、ステークホルダーとの日常的・直接的な対話や、

イベントでの情報提供、意見交換を重要な活動の一つととらえてい

ます。ステークホルダーとの対話を通じて、自社の取り組みの方向性

と社会の要請を照らし合わせて検証することを、CSR推進の意思決

定のプロセスに組みこんでいます。

　また、「味の素グループ行動規範」においても、それぞれのステー

クホルダーの立場の尊重について規定しており、「お客様」「社会」

「株主・投資家」それぞれに対して適切な情報提供、情報管理を行

うという基本方針を定めています。

CSR推進体制

CSRのマテリアリティ（重要性）策定プロセス

味の素グループの企業責任（CSR）は、企業活動を通じて「味の素グループ理念」を実現することです。

2009年、グループ理念に「いのちのために働く」を加え、地球上のすべての生き物の「いのち」、そしてそれを支える地球の「いのち」

　（環境）へ貢献していくことを宣言し、この理念実現に向けてグループ一丸となって取り組みを進めています。

第1回	味の素グループサステナビリティフォーラム 投資家とのESGスモールミーティング

ステークホルダーとともに持続可能な未来をつくる


