
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・ガバナンス体制早見表

ガバナンス強化の取り組み

● 執行役員制の導入
● 取締役の少数精鋭化（30名→12名）
● 社外取締役の選任（1名／12名）

2003年
● 取締役会の実効性評価を開始
● グローバルガバナンスポリシーを
 導入

2016年

● 社内取締役の少数精鋭化
  （10名→6名）
● コーポレート・ガバナンス委員会の
 設置
● 中期業績連動型株式報酬制度の
 導入

2017年

● 役員等指名諮問委員会の設置
● 役員等報酬諮問委員会の設置

2005年

● 社外監査役の選任（3名）
2004年

● 社外取締役の増員（2名／15名）
2009年

● 女性社外取締役の選任（1名／15名）
2011年

● 社外取締役の増員（3名／14名）
2015年

主な項目 内容

機関設計の形態 監査役会設置会社

取締役の人数（うち社外取締役） 9名（3名）

監査役の人数（うち社外監査役） 5名（3名）

取締役会の開催回数（2018年度）
（社外取締役の平均出席率）
（社外監査役の平均出席率）

17回
（98%）
（96%）

監査役会の開催回数（2018年度）
（社外監査役の平均出席率）

17回
（96%）

取締役の任期 2年

執行役員制度の採用 有

取締役会の任意委員会等 役員等指名諮問委員会、役員等報酬諮問委員会、コーポレート・ガバナンス委員会、経営基盤検討会

役員等の報酬制度* ①月額報酬、②短期業績連動報酬、③中期業績連動型株式報酬（p52参照）

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

* 社外取締役および監査役は①のみ

味の素グループにおけるコーポレート・ガバナンスは、
ASVの進化を加速させ、「確かなグローバル・スペシャリ
ティ・カンパニー」を実現するための重要な経営基盤の一つ
です。この認識のもと、「ステークホルダーの意見を反映さ
せる適切な執行の監督」と「機動的な意思決定と実行」を両
立させる実効的なコーポレート・ガバナンス体制の構築に
向けて、継続的に取り組んでいます。

詳細は「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」、「コーポレート・ガバナンス報告書」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/strategy/corp_gov.html

また、味の素グループ各社およびその役員・従業員が順
守すべき考え方と行動のあり方を示した「味の素グループ
ポリシー」を誠実に守り、内部統制システムの整備とその適
正な運用を推進するとともに、ステークホルダーとの対話・
連携を深めていくことが、ASVの土台となると考えていま
す。これからも、ASVを通じた持続的な成長を果たすため、
コーポレート・ガバナンスの強化・充実に努めていきます。
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コーポレート・ガバナンス
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マネジメント体制

伊藤 雅俊
取締役会長

1

西井 孝明
代表取締役　
取締役社長
最高経営責任者

2

福士 博司
代表取締役
副社長執行役員

3

栃尾 雅也
代表取締役
専務執行役員

4

野坂 千秋
取締役
常務執行役員

5 富樫 洋一郎
常勤監査役

10

田中 靜夫
常勤監査役

11

土岐 敦司
社外監査役
弁護士

12

村上 洋
社外監査役

13

天野 秀樹
社外監査役
公認会計士

14

高藤 悦弘
取締役

6

齋藤 泰雄
社外取締役

7

名和 高司
社外取締役

8

岩田 喜美枝
社外取締役

9

役員紹介はこちらをご覧ください。
https://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/data/officers.html
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コーポレート・ガバナンス

取締役会長メッセージ

少子高齢化に伴う国内市場の成長鈍化、デジタル技術の
進歩とともに加速する消費の多様化・個性化、販売チャネル
の再編等、味の素グループの経営環境は激しく変化してい
ます。こうした変化を的確に捉え、ASVによる価値創造を通
じた持続的成長を実現していくため、当社グループは迅速
かつ適切な意思決定・業務執行に努めています。同時に、経
営の透明性・公正性、業務執行の有効性・効率性を監督する
コーポレート・ガバナンス体制の整備・強化に継続的に取り
組んでいます。

今般、取締役会直轄の「役員等指名諮問委員会」「役員等
報酬諮問委員会」「コーポレート・ガバナンス委員会」の3委
員会は全て社外取締役が委員長を担う仕組みとしました。
これにより各委員会の客観性・独立性を担保するとともに、
社外役員の専門性や豊富な知識・経験を活かして委員会の
議論を活性化し、取締役会の諮問機関としての実効性をよ
り一層向上させていきます。

2019年6月に発足した新体制では、グループ横断的な
監督機能の実効性を高めるため、非業務執行の社内取締
役を1名増員しました。当社グループは国内外に多くの連

独立性の確保と議論の活性化に向けて
諮問機関の委員長は全て社外取締役を起用

非業務執行社内取締役を増員し
グループ横断の経営機能・監督機能を強化

環境変化に
柔軟に対応できる
経営・ガバナンス体制の
構築を目指します。
取締役会長

伊藤 雅俊

結子会社を有しており、これらの経営・業務執行をきめ細か
く監督するには、グループ業務に精通した常勤の非業務執
行社内取締役が適任だと判断したからです。今回選任され
た非業務執行社内取締役は、連結業績に大きな影響のある
関係会社および近年M&Aで取得した重要な関係会社、合
計5社の監督を担当します。

加えて、グループ経営機能基盤の強化を目的に、取締役
会直轄の「経営基盤検討会」を発足させました。議長を務め
る取締役社長を含む、代表取締役3名および上記の非業務
執行社内取締役の計4名で構成されます。経営基盤検討会
では、グループ各社の内部統制強化に関する検討やグルー
プ資産のポートフォリオに関する検討等、グループ経営上
の戦略的方向性に関して検討し、取締役会にフィードバック
します。取締役会での議論を一層深め、グループ横断的な
経営判断をサポートする役割を担います。

さらには、高度な専門性を持つ人財や性別・国籍を超え
た多様な人財を社内・社外の役員に積極登用し、ダイバー
シティを追求することで、環境変化や価値観の多様化に柔
軟に対応できる経営・ガバナンス体制の構築を目指します。

取締役会長
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コーポレート・ガバナンス

　当社のコーポレート・ガバナンスの現状分析、今後のあり方等を検討するに際して、監査役・監査役
会の現状や機能について正しく認識されることは非常に重要です。そのために、客観的に情報を提
供、分析できる立場の社外監査役が当委員会に参加していることは、意義があると考えます。その中
で私は、数社での社外役員の経験や企業法務を専門とする弁護士としての知見を活かし、当社のガ
バナンス体制について、他社との比較を交えながら法的見地からの分析や意見を述べています。他
の社外役員の方々のご意見に関しても、現行法の下で可能な限り反映できるようなガバナンスシス
テムの構築を提案することを心がけており、今後も諮問機関としての機能が最大限に発揮されるよ
う尽力していきます。

法的見地から客観的にガバナンス体制のあり方を検討し、
諮問機関としての機能の最大化に貢献していきます。

コーポレート・ガバナンス委員会委員メッセージ

社外監査役
土岐 敦司

監査役会
会計監査人および内部監査部門と連携し
て取締役・執行役員等の職務執行を監査

役員等指名諮問委員会
3名の社外取締役を含む5名の取締役で
構成され、取締役候補者等の選定案およ
び将来の最高経営責任者候補者の後継者
育成計画等を審議し、取締役会に答申

経営基盤検討会
取締役社長を含む代表取締役３名および非業務執行社内取締役1名の計４名により構成され、グループ経営上の戦略的方向性を定め、
グループ横断の経営機能基盤強化を図ることを目的とし、検討内容を取締役会に報告

取締役会
経営の最高意思決定機関として重要な業
務執行を決定し、取締役・執行役員等の職
務執行を監督

役員等報酬諮問委員会
3名の社外取締役を含む5名の取締役で
構成され、取締役・執行役員等の報酬案等
を審議し、取締役会に答申

経営会議
会社の経営に関する方針および計画につ
いて協議し、会社の業務執行に関する重要
事項を決定

コーポレート・ガバナンス委員会
3名の社外取締役を含む5名の取締役およ
び1名の社外監査役で構成され、ガバナン
スに関する事項を審議し、取締役会に答申

【業務執行】

【監査】 【経営・監督】

株主総会

監査

監督

報告・事前審査

報告

リスク管理
内部統制

権限委譲・統括

答申

連携

会計監査人

監査部

企業行動委員会

経営リスク委員会

投融資・事業審査委員会

企業提携等審議会

監査役会

監査役室

取締役会 役員等報酬諮問委員会

役員等指名諮問委員会

コーポレート・ガバナンス委員会

3名 2名

4名

3名 2名

2名 1名3名

経営基盤検討会

最高経営責任者（取締役社長）
取締役たる役付執行役員

最高経営責任者の指名するその他の役付執行役員

業務運営組織

 

経営会議

経営の意思決定
権限委譲

取締役の選解任監査役の選解任会計監査人の選解任

選解任議
案の決定

連携
補助

3名

3名
（うち女性1名）

6名
（うち女性1名）

2名

社外取締役 業務執行社内取締役 非業務執行社内取締役 社外監査役 社内監査役コーポレート・ガバナンス体制
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コーポレート・ガバナンス

業績評価「6」の場合 支給年*2 50 50 71
29% 29% 42%

指数合計 172

年換算 50 50 24
40% 40% 20%

指数合計 124

不支給年*3 50 50
50% 50%

指数合計 100

業績評価「4」の場合 指数合計 128

指数合計 100

支給年 50 36 42
39% 28% 33%

年換算 50 36 14
50% 36% 14%

不支給年 50 36
58% 42%

指数合計 86

業績評価「1」の場合 支給年 50
100%

指数合計 50

年換算 50
100%

指数合計 50

不支給年 50
100%

指数合計 50

月額報酬 短期業績連動報酬 中期業績連動型株式報酬 中期業績連動型株式報酬（年換算）

そして、将来の最高経営責任者候補者については、この
「ASVを実現する力」を軸とした能力要件等に基づき、役員
等指名諮問委員会が取締役会に答申するとともに、後継者
育成計画を策定し、その運用について確認・助言を行ってい
ます。

当社は、取締役候補者および最高経営責任者を含む経
営陣幹部の選定にあたっては、役員等指名諮問委員会にお
ける討議を踏まえ、次の能力要件等を取締役会で定めてい
ます。
①ASVを実現する力
②グローバルトップ10クラスを実現する力
③マーケットを創出する力
④持続的な成長を実現する力

役員の報酬等

取締役（社外取締役を除く）の報酬は､①月額報酬②短期
業績連動報酬③中期業績連動型株式報酬により構成され、
その内容と評価指標は以下の通りです。

月額報酬､短期業績連動報酬、中期業績連動型株式報酬
の支給割合は､業績目標の標準達成時（6段階による業績
評価の「4」）に概ね50：36：14（年換算*1）となり、業績評価
により変動するよう設定しています｡業績評価「4」の報酬総
額（年換算）を指数100とした場合、最高業績評価「6」およ
び最低業績評価「1」における報酬総額の指数および各報
酬の支給割合は次のようになります。

報酬の支給割合（取締役社長の場合）

*1 3事業年度の中期経営計画期間の終了後に支払われる中期業績連動型株式報酬を平準化して毎年支払った場合
*2 中期業績連動型株式報酬が支払われる年
*3 中期業績連動型株式報酬が支払われない年

後継者育成計画

報酬 内容 評価指標

月額報酬 外部機関の調査結果を参考
に設定 －

短期業績
連動報酬

単年度の全社および部門別
の業績評価に応じて支払い

売上高、事業利益、親会社の
所有者に帰属する当期利益、
ROE（いずれも連結ベース）

中期業績
連動型
株式報酬

中期経営計画最終年度の業
績評価に応じて当社株式の交
付および当社株式の換価処
分金相当額の金銭を給付

中期経営計画最終年度の事
業利益、ROA（いずれも連結
ベース）
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コーポレート・ガバナンス

社外取締役メッセージ

次の中期経営計画では、「アセットライト化」と「デジタルトランスフォーメーショ
ン」を通じて競争力を高め、持続的な成長を目指すことが明示されています。こ
れらは方法論であり、それ自体が目的となるものではありません。それらのキー
ワードが一人歩きしないためにも、概念を明確にし、なぜ必要なのかやゴール像
を丁寧かつしっかりと従業員および投資家に説明することが重要です。一方、
ASVの取り組みや働き方改革が会社の成長に結びついていることをきちんと
見せることに期待しています。

「アセットライト化」の必要性を
丁寧に説明することが重要だと考えます。

社外取締役  齋藤 泰雄

変化が激しい時代において重要なのは、長期（2030～2050年）に実現すべき
方向性を明確にし、そのためにいま着手すべきことを具体論で描き、徹底して実
践していくことです。味の素グループでいえば、短期的に実践すべき経営課題
はアセットライト化と生産性の革新スピード・スケールの改善です。長期的には
味の素グループ独自の成長のアルゴリズム（方程式）を型紙化すべきであり、
そのためには次世代経営人材の育成・獲得が必須です。特に、外部人材を経営
レベルに積極登用する必要があると考えます。

短期・長期に達成すべきことを明確化し、
徹底して実践することが必要です。

社外取締役  名和 高司

2019年6月に社外取締役に就任しましたが、これまでの行政経験、企業経営経験、
非営利団体での活動経験、女性としての生活経験等を活かして、企業価値向上
に貢献していきます。執行から独立した立場で経営を監督するため、まず味の素
グループへの理解を深めた上で、取締役会において積極的に発言するとともに、
反対すべきことがあれば躊躇せずに反対意見を述べたいと思います。また、ダ
イバーシティの推進、働き方改革、CSV経営等、私が経験を積んできた分野につ
いては、経営陣に対するアドバイス等を通じてお役に立ちたいと考えています。

行政や企業経営等の経験を活かして、
企業価値向上に貢献していきます。

社外取締役  岩田 喜美枝
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