
コーポレート・ガバナンス体制早見表

機関設計の形態

取締役の人数（うち社外取締役） 

監査役の人数（うち社外監査役）

取締役会の開催回数（2019年度）

監査役会の開催回数（2019年度）

取締役会の任意委員会等の
開催回数（2019年度）

役員等の報酬制度

取締役の任期

執行役員制度の採用

監査法人 

監査役会設置会社

9名（3名）

5名（3名）

18回（P.64参照）

14回（P.64参照）

役員等指名諮問委員会 3回
役員等報酬諮問委員会 5回
コーポレート・ガバナンス委員会 6回
経営基盤検討会 9回（P.64参照）

P.65参照

2年

有

有限責任あずさ監査法人*

コーポレート・
ガバナンス
「食と健康の課題解決企業」を実現するための重要な基盤となるのが
コーポレート・ガバナンスです。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。

* 2020年6月24日付で選任。EY新日本有限責任監査法人は退任。

主な項目 内容
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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

幹部として勤務した経験があります。グループ会社経営に
関する豊富な知識と経験を活かし、現在取締役として就任
しているグループ会社を含めて実効的に監督しています。
非業務執行社内取締役の増員については、取締役会の実効
性評価の点で社外取締役にも高く評価されています。
また、2020年6月の株主総会で承認された新たな施策と

して、報酬制度を改定しました。株主価値向上は中期的な資
本効率向上によって評価されるべきとの判断から、短期的な
財務レバレッジによって変動するROEを短期業績連動報酬
の評価指標から外しました。また、中期業績連動型株式報酬
の重点指標をROIC（投下資本利益率）達成率、重点事業売
上高比率達成率、相対TSR（株主総利回り）、従業員エンゲー
ジメント、ESG目標の5点とし、インセンティブとしました。

執行と監督の分離および
ダイバーシティを継続的に追求
今後、取締役会は新しいビジョンと中期経営計画を後押し

つつ、適切に監督するための施策や仕組みを、コーポレート・
ガバナンス委員会を中心に継続検討します。中でも多様な
視点での議論を重視しており、現在も女性取締役の増員や
執行役員への外国人登用等多様性活用に力を入れていま
すが、引き続き強化していく方針です。

ビジョンと中期経営計画の策定にあたり
初期段階から活発な議論を重ねる
今般、策定されたビジョンについて、大きな方向性は取
締役会の中で早期に合意したことから、実現に向けた成長
戦略や投資計画等について議論を重ねました。社外取締役
には、それぞれの知見や専門性に基づいた客観的な視点か
ら指摘・助言をいただきました。それにより、取締役会をは
じめ各種会議での議論が活性化し、地に足のついたビジョ
ンに仕上げることができたと感じています。特に中期経営
計画の策定プロセスにおいては初期段階から参画いただ
き、無形資産への投資に関して有益な意見を多数いただき
ました。今後も、経営の重要事項について深みのある議論
ができるよう配慮します。

客観性や実効性をさらに高めるため
体制変更や報酬制度改定を実施
当社は、2019年6月にコーポレート・ガバナンス体制を変
更しました。まず、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委員会の委員長を社外取締役が担う仕組みとし
ました。社外取締役が各委員会の議論を主導することで、審
議プロセスやその結果がさらに客観性の高いものとなりま
した。また、社外役員連絡会を設置したことで社外役員相互
の情報・意見交換の機会が増えました。
次に、非業務執行社内取締役を増員しました。増員された

1名は、これまでのキャリアで国内外の主要グループ会社で

持続的な成長に向けて
ビジョン達成への道筋を
客観視点で監督します
取締役会長
伊藤 雅俊

取締役会長
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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

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・
連携を深めることが、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。

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、「食と健康の課題解決企業」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。

詳しくは「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.co.jp/company/jp/ir/strategy/corp_gov.html

ガバナンス強化の取り組み

2003年
● 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）

2004年
● 社外監査役の選任（3名）

2005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

2009年
● 社外取締役の増員（2名／15名）

2011年
● 女性社外取締役の選任（1名／15名）

2015年
● 社外取締役の増員（3名／14名）

2016年
● 取締役会の実効性評価を開始

2017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

2019年
● コーポレート・ガバナンスに関する 

基本方針の策定

【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

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
（うち女性1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

社外役員
連絡会
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コーポレート・ガバナンス

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

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

経営会議
最高経営責任者、副社長執行役員1名、専務執行役員2名
および常務執行役員5名の計9名で構成され、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

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

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

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

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

氏名
役位 取締役会 監査役会 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

伊藤 雅俊
取締役会長＊ ◎100% － － － － －

西井 孝明
取締役社長※ 　100% － 　100% 　100% 　100% ◎100%

福士 博司
取締役※ 　100% － － － － 　100%

栃尾 雅也
取締役※ 　100% － － － － 　100%

野坂 千秋
取締役 　100% － － － － －

高藤 悦弘
取締役＊ 　 94% － 　100% 　 75% 　100% 　100%

齋藤 泰雄
社外取締役 　100% － 　100% ◎100% 　100% －

名和 高司
社外取締役 　100% － 　100% 　 80% ◎100% －

岩田 喜美枝
社外取締役 　100% － ◎100% 　100% 　 80% －

富樫 洋一郎
常勤監査役 　100% ◎100% － － － －

田中 靜夫
常勤監査役 　100% 　100% － － － －

土岐 敦司
社外監査役 　 94% 　100% － － 　100% －

天野 秀樹
社外監査役 　 94% 　100% － － － －

村上 洋
社外監査役 　100% 　100% － － － －

※は代表取締役、＊は非業務執行社内取締役、◎は議長／委員長
在任期間中の開催回数
取締役会：18回、但し野坂氏、岩田氏は13回　監査役会：14回（引頭氏は2020年6月24日に監査役に就任）　役員等指名諮問委員会：3回
役員等報酬諮問委員会：5回、但し岩田氏、西井氏、高藤氏は4回　コーポレート・ガバナンス委員会：6回、但し岩田氏、高藤氏は5回　経営基盤検討会：9回

2019年度における取締役会、監査役会、任意委員会への出席状況

味の素グループ 63 統合報告書 2020 味の素グループ 64 統合報告書 2020

Our Vision
Management Plan
Corporate Governance

Introduction
Our Commitment
Our Determination



コーポレート・ガバナンス

後継者育成計画

役員の報酬等

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、月額報酬、短期業
績連動報酬、中期業績連動型株式報酬により構成されます。
その内容は以下の通りです。
■	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。
2017-2019年度評価指標 ： 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お
よび当社株式の換価処分金相当額の金銭による支払い。
2017-2019年度評価指標 ： 事業利益、ROA（いずれも
連結ベース）
対象期間の当該報酬に係る業績評価は、6段階（最高

「6」）中の「2」となりました。

2020年度より短期業績連動報酬および中期業績連動
型株式報酬を一部改定し、以下の通りとしています。
■	短期業績連動報酬

単年度の全社業績評価に応じて支払い。

「コーポレート・ガバナンスに関する基本方針」をご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/ir/strategy/corp_gov/main/0/teaserItems1/03/linkList/03/link/principle_J.pdf

評価指標（いずれも連結ベース） 評価ウエイト

売上高 30%

事業利益 50%

親会社の所有者に帰属する当期利益 20%

評価指標 目標値 評価ウエイト

ROIC（投下資本利益率）達成率*1 8.0％ 60％

重点事業売上高比率達成率*2  70％ 20％

相対TSR（株主総利回り）*3 1 10％

従業員エンゲージメント*4 －  5％

ESG目標*5 －  5％

*1  対象期間の各年度の目標達成率の加重平均値 
（加重平均ウエイト：2020年度 25％、2021年度 25％、2022年度 
50％） 
ROIC（投下資本利益率）は、以下の算定式に基づき算出（いずれの数
値も連結ベース）。 

（事業年度の税引後営業利益）÷［｛（事業年度の投下資本）＋（前事業年
度の投下資本）｝÷２］ 
※投下資本＝親会社の所有者に帰属する株主資本＋有利子負債

*2  2022年度の目標達成率 
重点事業売上高比率は、以下の算定式に基づき算出（いずれの数値
も連結ベース）。 

（2022年度の重点事業売上高）÷（2022年度の連結売上高）
*3  2022年度の目標達成率 

相対TSRは、以下の算定式に基づき算出。 
（最終事業年度末日の当社株主総利回り）÷（当社株主総利回り計算
期間に相当する、配当込みTOPIXの株主総利回り）

*4  従業員エンゲージメント調査の結果および中期経営計画に掲げた取り
組みと達成度を自己評価

*5 中期経営計画に掲げたESG目標への取り組みと達成度を自己評価

■	中期業績連動型株式報酬
2020-2022年度の業績評価に応じて当社株式および当
社株式の換価処分金相当額の金銭による支払い。

後継者育成計画は、当社WEBサイトに掲載しています。
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コーポレート・ガバナンス

報酬の支給割合

政策保有株式の銘柄数および貸借対照表計上額 うち上場株式の推移

業績評価時の報酬総額（年換算）を指数100とした場合、最
高の業績評価時および最低の業績評価時の報酬総額の指
数および各報酬の支給割合は次のようになります。

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に従前と同じく年換
算*1で概ね５０：３６：１４となるよう設定しています。2020年
度より業績評価による変動範囲を改定しています。標準の

最高の業績評価時 支給年*2 50 54 80
27% 29% 43%

年換算 50 54 27
38% 41% 20%

不支給年*3 50 54
48% 52%

標準の業績評価時 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%

最低の業績評価時 支給年 50
100%

年換算 50
100%

不支給年 50
100%

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）

指数合計 184

指数合計 131

指数合計 104

指数合計 128

指数合計 100

指数合計 86

指数合計 50

指数合計 50

指数合計 50

*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

政策保有株式に関する方針

ます。
政策保有株式は、個別銘柄ごとに保有目的が適切か、
保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを
精査し、保有の適否を毎年取締役会で検証しています。

当社は、政策保有株式の保有を段階的に縮減し、必要最
小限の保有とします。保有目的が適切であり保有に伴う便
益やリスクが資本コストに見合っている銘柄については引
き続き保有しますが、適切ではない、または見合っていな
い銘柄については売却方法の詳細を決定した上で売却し

区分 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

銘柄数
（銘柄）

上場 70 64 62 50 42

非上場 70 68 69 67 67

合計 140 132 131 117 109

貸借対照表
計上の額

（百万円）

上場 44,957 42,833 46,044 39,703 24,755

非上場 1,748 3,565 2,324 3,355 3,177

合計 46,706 46,399 48,369 43,059 27,932
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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

より長期の視点を持ち
非連続な変化を的確に
取り込む柔軟性を
社外取締役
名和 高司

り込む柔軟性を磨いていかなければなりません。各地域、各
現場がイノベーションを起こし、それをグループ全体に拡大
させる仕組みを構築してもらいたいと考えます。
また、超短期の視点としては、新型コロナウイルスの感
染拡大によって各国・地域に生じている変化への対応が欠
かせません。当面の対策だけでなく、「コロナとの共存期の
長期化」「アフターコロナ」に向けた非連続な打ち手を検討
していただくよう経営陣にお願いしています。今回の中期
経営計画はコロナ以前に策定したものであり、「朝令暮改」
も辞さない環境適応力を期待します。
何よりも重要なのは実践ですので、非公式な場を含め、
経営トップに対してどんどん助言させていただきます。

執行サイドを支援すべくガバナンス構造・
プロセスの議論を深化
私が委員長を務めるコーポレート・ガバナンス委員会で

は、ガバナンスの構造とプロセスを抜本的に見直すべく、
他社のベストプラクティスも参考に議論を進めています。
ただ「何をするか」（形式）の議論に時間がとられており、「何
のためにするか」をもっと議論すべきだと反省しています。
今後は「どのように行うか」についても、個人名も含めて議
論するとともに、指名諮問委員会等との連携が不可欠だと
感じています。
味の素グループのコーポレート・ガバナンスにおける課
題は、体制ではなく中身にあります。本来であれば、執行サ
イドが長期的かつ幅広い視野を持ちつつ、市場の変化を常
に先取りして、正しいリスクを取り続けることが望ましい姿
です。執行サイドがそのような経営を自律的に行っていけ
るよう支援するのがガバナンスの役割であり、私は今後も
その一端を担っていく所存です。

2030年からバックキャストで導き出した
新中期経営計画を評価
私はかねてから味の素グループの長期の方向性を明確

にすべきと主張してきました。今回、2030年の目指す姿を
描き、そこからバックキャストして2020-2025年度の中期
経営計画を導き出した点は高く評価していますが、2030年
ではまだ短すぎる印象です。2050年を視野に、非連続な世
界を想定した洞察力を磨いていく必要があります。
新しい中期経営計画では、新機軸としてアセットライト化

とデジタルトランスフォーメーション（DX）が掲げられまし
た。基盤としてのASVと、これら打ち手の相関関係が描か
れると、よりステークホルダーにとって理解しやすいのでは
ないでしょうか。
アセットライト化については、有形資産は軽く、無形資産
は充実させていくことが必要です。今後は、人財、ブランド、
知識（アルゴリズム：価値創造方程式）、ネットワーク（エコ
システム：他者との共存共栄関係）等の無形資産に対する
投資の中身をもっと詰めていくことが求められます。特に、
ブランドとアルゴリズムについての検討は本腰を入れて取
り組んでほしいと思います。DXも、最初のステージである
「1.0」のオペレーショナル・エクセレンス（OE：業務の生産
性向上戦略）は進んでいますが、「2.0」のエコシステム構築
と「3.0」の事業モデル構築をもっと具体化し、加速するべき
だと感じます。
中期経営計画で掲げた変革は、既存の事業部門と横串の
変革チームがいかに連携して動けるか、さらに日本だけでな
く各地域の動きといかに連動させられるかが勝負――すな
わちOne	Teamとなれるかどうかが成功のカギとなります。
世の中の非連続な変化に対峙するには、スケール（大きさ）
とスピード（速さ）が問われます。絶えず環境変化を的確に取
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コーポレート・ガバナンス

役員一覧

伊藤	雅俊
取締役会長

西井	孝明
代表取締役
取締役社長
最高経営責任者

福士	博司
代表取締役
副社長執行役員

栃尾	雅也
代表取締役
専務執行役員

野坂	千秋
取締役
常務執行役員

高藤	悦弘
取締役

齋藤	泰雄
社外取締役

主なキャリア
 ● 外務省欧州局長
 ● 外交官

名和	高司
社外取締役

主なキャリア
 ● マッキンゼー・アンド・カンパニー
 ●  一橋大学大学院 
経営管理研究科教授（現任）

岩田	喜美枝
社外取締役

主なキャリア
 ● 労働省（現、厚生労働省）
 ● 株式会社資生堂取締役

富樫	洋一郎
常勤監査役

田中	靜夫
常勤監査役

土岐	敦司
社外監査役

主なキャリア
 ● 弁護士

引頭	麻実
社外監査役

主なキャリア
 ● 大和証券株式会社
 ● 株式会社大和総研専務理事
 ● 証券取引等監視委員会委員

天野	秀樹
社外監査役

主なキャリア
 ● 公認会計士

詳しくはWEBサイト「役員」ページをご覧ください。
https://www.ajinomoto.co.jp/company/jp/aboutus/data/officers.html
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