
近年、SDGsをはじめ、サステナブルな社会の実現に向けた動きが世界中に広まっています。また、気候変動に起因する自然
災害や新型コロナウイルス感染症など感染症の影響もあり、人々の安全・安心な暮らしを守り支えるための備えと回復力＝
レジリエンスがますます求められてきています。持続可能でレジリエントな社会の構築に私たちの“ものづくり”が貢献できる
領域は広く、当社グループのシャッター、ドア、間仕切などの“防ぎ、守り、区切る”確かな技術と品質で、社会課題の解決に
努め、企業価値を持続的に向上させていきます。

品質の確保・向上

当社グループは、メーカーとしての最大の責務である品質
安全を追求するため、開発から販売、製造、施工、メンテナ
ンス・サービスに至る全てのプロセスにおいて、品質・安全
性の向上に努めています。シャッターやドアなど当社の“動く
建材”を購入されたお客さま、それらを使用する方々一人ひ
とりに安心して使い続けていただくため、商品自体の品質は
もとより、施工品質、メンテナンス・サービス品質の安定確
保も重要だと認識しています。品質監査・改善活動、管理体
制の強化、技能レベルの向上など、品質向上へ向けたゆま
ぬ努力を続けていきます。
グローバルで多様な商品群を擁する当社グループでは事
業特性や扱う商品が一律ではないため、国内においては製
品事故件数、苦情件数・損失金額を、海外においてはクレー
ム費用売上高比率を品質指標として、ITを活用した品質管
理、部門横断の品質会議、教育研修の実施などの具体的な
施策を推進し、改善を図っています。
また、2020年度は修理受付サービス利用者の顧客満足
度調査を実施しました。今回の調査結果を、修理サービス
を含めた品質の向上および顧客満足度のさらなる向上につ
なげていきます。

三和グループ品質目標

1. 製品の安全性向上

2. 製品品質と施工の品質向上

3. サービス及びマナーの品質向上

4. トレーサビリティの向上

（ ）

〔 〕ものづくり × 価値創造

当社グループの性能試験センターでは、グループの製品や国内外
の調達品について試験を実施し、品質・性能・安全性、製造技術の
評価を行っています。大規模かつ最新鋭の試験設備を用いて様々な
製品試験が社内で実施できるため、お客様や社会の要請に応じたス
ピーディーな商品開発、改良を実現しています。また、I S O /
IEC17025（試験所の技術能力を証明する国際規格）を取得してお
り、精度の高い試験データを一元的に蓄積・管理することで、研究開
発に役立てています。また、外部企業、官庁、業界団体の見学や新人
研修の受け入れも実施しています。今後も、ものづくりにおける品
質向上に貢献するため、試験品質のレベルアップに努めていきます。

1918年創業の三和タジマは日本の建築用金属製品の先駆けとし
て、ステンレスをはじめ、銅合金、アルミニウム、チタン等の様々な
金属を使用したエントランス、カーテンウォールや建具などを提供
し、建物の価値を高め、まちを彩っています。
今では設計図もないような歴史的建築物の復元や熟練の技を要
求される宗教建築の装飾金物なども手掛けており、これらは三和タ
ジマが長年培った技術と経験に裏打ちされた“ものづくりの力”に
よって実現されています。匠の技術と新しい発想で挑戦を続け、建
築空間の発展と創造に努めていきます。

最新鋭の設備と高い試験品質でものづくりをサポートする
性能試験センター

創業100年のステンレス技術とものづくり力で、
建築に歴史を刻み続ける

CASE

CASE

世界最大級の大きさを誇る耐火炉。防火設備、特定防火設備
等の防火性能試験（認定予備試験・研究試験）を実施し、耐火
試験で発生した煙は、二次燃焼炉装置によって環境負荷を低
減させてから排気しています。

生活困窮家庭の学習支援を行っているNPO法人「キッズドア」
と協働し、三和タジマのデザイン室メンバーが講師となり子ど
もたちにアートの楽しさを伝える「アート教室」を2016年度より
毎年開催しています。2020年度は新型コロナウイルスの影響に
より、オンラインでクリスマスリースの製作に取り組みました。

ものづくり × 品質向上ものづくり
～事業を通じた社会課題の解決～

修理受付窓口顧客満足度調査の、サービス総合評価
で“とても良い・良い・やや良い”を選んだお客さま

89.3%

ESGマテリアリティ 実施したこと 目標・課題

商品、サービスを通じた気候変動、
防災への貢献

気候変動対応・防災に貢献する商品の開発、
改良、発売（2020年度耐風シリーズ4商品販売）

気候変動対応・防災に貢献する
商品売上高目標（KPI）の設定および開示

品質の確保・向上 品質管理体制、施策の継続的改善
顧客満足度調査の実施 製品事故、苦情の撲滅

調査期間：2020年1月～12月
調査対象：三和シヤッター工業の修理受付サービスの利用者（n=1180）
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ESGマテリアリティへの取り組み

ものづくり
～事業を通じた社会課題の解決～



ものづくり ～事業を通じた社会課題の解決～

商品、サービスを通じた気候変動・防災への貢献

当社グループは、気候変動問題に対して、CO2をはじめと

する温室効果ガスの排出を抑制するための“緩和”と、気候
変動がもたらすさまざまな現象に対応するための“適応”の2
つのアプローチから商品を開発、提供していくことがニーズ
の変化に対するリスク対応と市場創出につながると考えて

速い開閉スピードで工場や倉庫の空調効率を向上させる高速シートシャッター
や、搬入口でトラックの荷台との高さを合わせ外気の流入や室内空気の流出を抑
制するドックレベラーなど、日・米・欧・アジアの各地域のニーズに応じた商品展
開で世界中の工場や倉庫の省エネに貢献しています。欧州では厳しい省エネ・断
熱性能が求められるため、NFグループのセクショナルドアは断熱材や複層パネル
の採用などにより、ほぼすべてが断熱性能に優れた商品です。
三和シヤッター工業では、景観の向上に加えて二酸化炭素の吸収効果もある
屋上緑化システム付の独立型ガレージや、太陽光エネルギーで開閉する住宅用
シャッターゲートなどもラインアップしています。

当社グループの防火シャッターや防火ドアなどの防火設備、耐火ガラス間仕切
などは、世界中のオフィスビル、商業施設、学校、病院など多くの人が集まる場所
の火災時の延焼防止、安全な区画形成に貢献しています。

2021年4月にODCにグループ入りしたWon-Door社の水平スライド式防火
ドアは、カーブ等の複雑な形の開口部にも対応可能です。
国内では、法制化された防火設備の定期検査報告制度に対して、防火設備検査
員の確保と育成を通して社会インフラとしての防災機能の維持に努めています。

地震大国日本では、日頃からのリスク低減へ向けた対策が必要です。三和シ
ヤッター工業の重量シャッターは、軸受への振れ止め設置、巻取シャフトの両側
へのズレ止めカラー設置を標準仕様としており、シャッターカーテン落下のリスク
低減を図っています。また、地震などの外力によりドア枠が変形しても扉を開放で
きる耐震仕様の玄関引き戸、避難所でのプライバシーを確保できる組立式簡易
間仕切もラインアップしています。

地震、台風、集中豪雨など様々な自然災害と切り離せない「停電」。
三和シヤッター工業のシャッター開放用電源供給システムは、停電時の電動式

シャッターにおいてもバッテリー装置や発電機を接続すれば開放でき、BCP対策
としても活用できます。
また、自然災害の多いカリフォルニア州ではガレージドア開閉機にバッテリーの
バックアップ設置を義務付けており、ODCのバッテリーバックアップはその規則
に準拠する商品となっています。

気候変動の影響により、大型台風や集中豪雨による浸水被害が増えています。
三和シヤッター工業、鈴木シャッターでは、浸水高さや設置場所に応じた防水
シャッター、防水ドア、防水板などの防水商品を多数取り揃えています。
また、気候変動の進行に伴う風害リスクへの対策として、三和シヤッター工業で
は耐風フックと耐風ガイドレールを使用した高強度シャッターや高耐風圧窓シャッ
ター、ODCでは、ハリケーン常襲地帯であるフロリダ州の建築基準認証を取得し
たガレージドアや耐風窓商品で、様々な開口部の災害リスクを軽減しています。

基本的な考え方

います。また、気候変動の進行に伴いリスクが高まると言わ
れている水害や風害に加えて、社是である“安全・安心・快
適”な社会を阻害する火災や地震などの災害に対して当社
の商品やサービスを通じて解決していくことが、サステナブ
ルで住み続けられるまちの実現につながると考えています。

気候変動対応に貢献する商品

防災に貢献する商品

気候変動の“緩和”とは、
温室効果ガスの排出を抑制して
地球温暖化の進行を
食い止めることです。

大切な住まい、財産、時には
人命が一瞬にして失われる「火災」。
万が一火災が起こったとしても、
その被害を最小限に
食い止めることが大切です。

南海トラフ地震などの
大規模な地震は東日本大震災を
超える甚大な被害が
想定されています。
いつどこで大きな地震が起こるかは
誰にもわかりません。

災害時に停電が起こる原因としては、
飛来物による電線の切断、
土砂崩れによる電柱の倒壊、
電線への落雷などが挙げられます。
日頃からのライフラインへの
備えが大切です。

気候変動の“適応”とは、
気候変動による影響に対処し、
被害の回避・低減のために
備えることです。

緩 和

適 応

火 災

地 震

停 電

高速シートシャッター

重量シャッターの地震対策

防水シャッター シャッター開放用電源供給システム「Eコネクト」

水平スライド式防火ドア（ODC）

ドックレベラー

耐震仕様の内廊下用玄関引戸

高強度シャッター「耐風ガード」 ガレージドア開閉機バッテリーバックアップ

耐火間仕切NovoFire®ドアシステム（NF）

屋上緑化システム「コフレガーデン」

組立式簡易間仕切「ファミプラ」

耐風窓商品

防火設備の定期検査報告制度
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ESGマテリアリティへの取り組み

ものづくり
～事業を通じた社会課題の解決～



環境
～持続可能な地球環境の実現～

脱炭素社会へ向けた取り組み

水資源の保全
廃棄物の削減三和シヤッター工業の環境目標と実績

2015年12月の「パリ協定」、そして2020年10月に日本政
府が発表した「2050年カーボンニュートラル宣言」を受け
て、私たちを取り巻く環境は大きく変わり、脱炭素社会へ向
けた動きは加速しています。当社グループは、世界63拠点
で生産活動を行うメーカーとして、事業活動において排出さ
れる温室効果ガス排出削減へ向け、ISO14001に基づく環

気候変動の影響や急激な人口増加による水需要の拡大に
より、水資源の不足や枯渇が社会問題として深刻化してい
ます。グローバルに事業を展開する当社グループでは、水資
源の保全や有効活用の重要性を認識し、継続的な水使用量
削減に向け、各生産拠点で水の使用に関する管理の強化、
生産工程の改善、水の再利用などにより使用量の削減に取
り組んでいます。また、現地の法規制を遵守し排水の水質
管理を行っています。

当社グループは、主に金属部材を切断・成形し組み立て
るという生産活動の特性上、生産量に比べて水使用量は少
ないと言えますが、塗装など一部の工程では一定量の水使
用が必要となります。三和シヤッター工業の工場では、塗装
設備の水循環システムやタンクの冷却水を循環させるチ
ラー設備の有効活用、配管統合による効率的な水利用など
を行い、水使用量の削減に努めています。

当社グループは、限りある地球資源を有効活用し循環型
社会を実現するため、全ての事業プロセスにおける廃棄物
の排出削減やリサイクルの推進に努めることで、環境負荷低
減を図ります。廃棄物の削減に取り組むことは、原材料やエ
ネルギー資源の効率的な活用につながるとともに、コスト
削減、処分時のエネルギーおよび温室効果ガス削減に寄与
すると考えています。

境マネジメントシステムを構築・運用し、エネルギー使
用量の削減および効率化の推進に取り組んでいます。

NFグループでは、ドイツのRiexinger工場、ポーラン
ドのNF Door工場、スウェーデンのRobust社工場、ド
イツの販売会社VertriebsでISO14001を取得し、使用
エネルギーの削減に努めています。2020年、Riexinger
工場では照明をすべてLEDに切り替えました。これによ
り、年間約520t-CO2の削減効果が見込めます。

従業員有志による寄付活動を行う「三和グループ社会貢
献倶楽部」では、海洋ごみの回収活動や市民調査、講演や
ワークショップなどの普及啓発を通じて海洋ごみ問題の解
決に取り組む「一般社団法人
JEAN」に、2012年より継続
的に寄付を実施しています。

LED照明切り替え前 LED照明切り替え後

世界が「脱炭素」へ向けて大きく舵をきる中、世界26の国と地域において事業を営む当社グループにとって、自らの事業活動が
地球環境に与える負荷に責任を持ち、影響軽減のための対策を講じることの重要性を認識しています。事業活動のあらゆる
側面で、脱炭素への対応、水資源保全、廃棄物削減をはじめとした地球環境負荷低減への取り組みを進めるとともに、TCFD

提言を踏まえた気候変動リスクと機会のシナリオ分析を進めることで、中長期的な企業価値の向上につなげていきます。

※1 エネルギー使用量（原油換算kl）／出荷金額（百万円）
※2 事業所：エネルギー使用量（原油換算kl）／延床面積（m2）
 工場：エネルギー使用量（原油換算kl）／出荷金額（百万円）
※3 産業廃棄物排出量（kg）／売上金額（百万円）
※4 廃棄物排出量（kg）／出荷金額（百万円）
※5 Man（人）、Machine（機械）、Method（方法）、Material（材料）

【2030年目標】

Scope1+Scope2のCO2排出量を、
2020年度比30%削減する

テーマ 2020年度 環境目標 2020年度実績 2021年度目標

減らす

物流エネルギー消費原単位※1の
2018年度比2％削減 工場 0.0512

（目標0.0513） 工場 0.0507

施設エネルギー消費原単位※2の
2018年度比2％削減

事業所 0.0238
（目標0.0237） 事業所 0.0235

工場 0.1197
（目標0.1146） 工場 0.1135

産業廃棄物原単位※3の
2017年度比3％削減 事業所 24.34

（目標22.99） 事業所 22.75

廃棄物原単位※4の
2018年度比2％削減 工場 38.25

（目標35.14） 工場 34.77

つくる

エコ商品の商品化 4テーマ
（目標3テーマ以上） 3テーマ以上

エコ商品の調査研究 4テーマ
（目標4テーマ以上） 4テーマ以上

環境配慮設計商品の商品化 10テーマ
（目標10テーマ以上） 10テーマ以上

買う グリーン調達の推進 4M変更※5 6件
（目標4件以上） 4件以上

JAPAN

ZOOM UP

ESGマテリアリティ 実施したこと 目標・課題

脱炭素社会へ向けた取り組み CO2削減目標の公表 TCFD提言への賛同・情報開示

水資源の保全 効率的な水使用 水使用に関する目標（KPI）の設定および開示

廃棄物の削減 分別の徹底継続、塗装設備の改善 増加傾向の汚泥、木くず削減方法検討

「環境」への取り組み https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/environment/

三和シヤッター工業の廃棄物排出量推移

三和シヤッター工業のScope別CO2排出量推移

※ 事業所は産業廃棄物のみ

（トン）
■ 事務所　■ 工場

2019年度2018年度 2020年度

※ カテゴリー４の「輸送・流通（上流）」のうち、荷主分の輸送に係る燃料使用量
から換算

（t-CO2）
■ Scope 1　■ Scope 2　■ Scope 3カテゴリー4

2019年度2018年度 2020年度

4,426

2,121

4,576

2,061

4,854

2,145

10,466

14,335

12,629

10,714

12,385

12,830

10,240

11,715

12,185

生産拠点（63ヵ所）の水リスクに関する調査結果
（2020年度）

High
（4拠点）

Medium-High
（6拠点）

Low
（21拠点）

Low-Medium
（32拠点）
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ESGマテリアリティへの取り組み

環境
～持続可能な地球環境の実現～

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/environment/


人
～働きやすさとやりがいの追求～

当社の商品が“動く建材”として機能を発揮するためには、開発、生産から施工、メンテナンス・サービスへ至るまでの協力会
社・施工技術者などのステークホルダーを含む多数のリソースを必要とします。また、会社の成長とイノベーションは、従業
員一人ひとりに蓄積された顧客ニーズや多種多様な知識とノウハウ、価値観の組み合わせから成ることから、“人”は競争力
の源泉であり、最も重要な経営資源です。人権や多様性の尊重、安全衛生や人材育成への取り組みを通じて、当社グループ
へ関わる人々の働きやすさとやりがいを追求し、人と組織の力を最大化することで企業価値を持続的に向上させていきます。

当社グループは、人間尊重の立場に立って、個人の多様
な価値観を認め、人格と個性を尊重し、お客様・株主・従業
員など全てのステークホルダーの人権に配慮した事業活動
を行います。法令遵守はもとより、差別的扱いは行いませ
ん。また、児童労働、強制労働を認めません。三和グループ
コンプライアンス行動規範においても、調達先・販売先企業
に対し、人権を侵害しないように働きかけ、協働して人権尊
重を推進することを明記し、新規事業における人権への負
の影響の特定と抑制、既存事業における定期的な監査を通
じて人権侵害の防止に努めています。

当社グループは、従業員一人ひとりの多様性を尊重し、そ
れらを受容できる組織風土を醸成することで、お客様や社
会の課題解決に寄与する新しい価値を創造できると考えて
います。変化し続ける時代に柔軟に適応しグループの成長
ドライバーとなる女性、グローバル社員、シニア層をはじめ
としたダイバーシティ人材の活用を、仕組みや制度といった
ハード面と職場環境や風土醸成といったソフト面の両輪で
推進し、組織の力の最大化を図ります。
また、コロナ後の世界を見据えて、モバイルPCの活用や
テレワークの拡充など多様な就業環境を整備することで、
生産性の向上と優秀な人材確保に努めています。

当社グループは、人材を最も重要な経営資源と考え、一
人ひとりの能力を最大限に発揮できるような制度や職場環
境の充実を通して、価値創造の原動力である人材の育成に
注力しています。

NFドイツでは、デジタル化推進に伴う定例業務の自動処
理など効率化を通じて、今まで定型作業にかかっていたリ
ソースを、会社の価値向上につながる研修体系の構築など
高付加価値な業務に振り向け、人的資源の最大活用を図っ
ていきます。
また、2019年に導入されたスマートフォンアプリ“Novo 

Docu”は、NFドイツで取り扱う全商品のカタログ、施工マ
ニュアル、動画、CAD画面、製品参考価格等約3,000の情
報が網羅されており、時間や場所を問わず従業員や施工技
術者が欲しい情報にスムーズにアクセスすることができ、業
務効率化に加え知識習得にも役立ちます。
三和シヤッター工業では、取付や修理の同行に経験豊富
なシニア層を活用し若手への技能伝承に努めたり、2013年
から採用をスタートした社内技術員の早期戦力化などに取
り組んでいます。
また、グローバル人材育成の一環として、海外トレーニー
制度や、海外グループ会社への従業員派遣等を通して、グ
ローバルに活躍できる人材の計画的育成を図っています。

当社グループは、ものづくりに携わる企業として、従業員、
協力会社社員、施工技術者など当社の事業活動に関わる全
ての人の安全と健康の確保が企業存続の基盤であり、会社
としての責務であると考えています。また、世界中のお客様
に「安全・安心・快適」な商品とサービスを提供していくため
には、従業員一人ひとりとその家族が健康で公私ともに充
実した生活を送ることが大切であると考えています。
当社グループでは、重点目標「死亡・重篤災害ゼロの達
成」および労働災害の撲滅に向けて、年間安全衛生計画に
則り安全教育の実施とルールの徹底、ヒヤリハット事例の
共有、作業負担軽減のための環境改善等に努めています。

ODCでは、各工場の安全担当者が参加する安全会議を毎
月開催し、労働災害事故件数などの指標の共有や、発生し
た事故の原因と対策について活発な議論が行われています。人権の尊重

人材育成

ダイバーシティの推進

安全と健康

アジアの宝産三和とノボフェルム上海では、労働安全衛生
マネジメントシステムであるISO45001認証を取得し、快適な
職場環境と労働安全衛生のレベル向上に努めています。ノボ
フェルム上海では、毎月実施している安全生産会議で、フォー
クリフトの安全運転、溶接の安全作業、交通安全教育などを
行っています。2020年度は、作業効率と安全性の向上のた
め、工場内の床を明るい色で塗り直しました。 塗装前 塗装後

ODCの安全会議の様子

2020年度
女性管理職比率

（グローバル含む連結）

11.2%

2020年度
人権侵害案件数

（グローバル含む連結）

0件

2020年度
1人あたりの年間研修時間（人材開発センター主催）

（三和シヤッター工業）

24.23時間

2020年度
労働安全衛生研修のべ受講者数

（三和シヤッター工業）

652名

ASIA

ZOOM UP

ESGマテリアリティ 実施したこと 目標・課題

人権の尊重 三和グループコンプライアンス行動規範の改正 人権デューデリジェンスの実施

人材育成 営業スキルアップ研修の実施（基準達成率100%） 施工技術者の育成強化

ダイバーシティの推進 シニア社員の待遇見直し 女性管理職比率の向上

安全と健康 製造・施工現場における体系的教育 労働災害の撲滅

「社会」への取り組み https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/social/
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ESGマテリアリティへの取り組み

人
～働きやすさとやりがいの追求～

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/social/


グループの経営基盤

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

取締役会の実効性について

取締役アンケート結果

コーポレート・ガバナンス体制

当社は、日本、北米、欧州、アジアの26の国と地域において事
業を展開する「動く建材」のグローバルカンパニーとして、当社の
「使命」「経営理念」「行動指針」および「コンプライアンス行動規
範」のもと、誠実かつ公正な事業活動を通じて事業成長を果たし、
「業績の信用」「経営基盤の信用」の「二つの信用」の確立を目指し
ます。そして、継続的な成長と企業価値の向上を図るとともに、
社会の持続的発展へ貢献していきます。その基盤としてコーポ
レート・ガバナンスを経営上の重要な課題と位置づけています。

当社は2017年度末から、年度最終の取締役会終了後に、取締
役会の実効性に関するアンケートを実施しています。2020年度
も、全取締役より回答を得て、次年度最初の取締役会にて、その
回答結果に基づく実効性に関する分析・評価を全取締役で行い
ました。その結果、課題はあるものの、現状、当社の取締役会は
有効に機能していると評価しました。今後も継続して改善を行
い、取締役会の実効性向上を図っていきます。

2020年度 取締役会評価実施要領
対  象  者 ： 2020年度の全取締役　9名
実施方法 ： 無記名アンケート（自由意見記載あり）
質問内容（全28問）
 ： 取締役会における審議の活性度合い
  取締役会の実効性の確保の状況
  取締役会運営の状況
  社内・社外取締役の自己評価等
評価方法 ： アンケート結果をとりまとめ、
  昨年との比較集計を実施。

取締役会において、アンケート結果が報告され、その回答結果に
基づき、実効性に関する評価を確認しました。

当社の業務執行、監督機能等の充実に向けた具体的施策等の
内容は以下のとおりです。この体制をとることにより、業務の適
正を確保するための体制が確立し、コーポレート・ガバナンスの
充実が図れるものと考えています。

株主総会

グループ会社

取締役会指名・報酬委員会
監査等委員会

会計監査人

サステナビリティ委員会

地域別PDCA会議
（日本、米、欧、亜）

グループPDCA会議

担当事業部門の
監督・指導

各部門

代表取締役社長

執行役員

取締役

付議・報告

報告

報告

報告

報告

報告・協議・提案

監査

報告

諮問

答申

会計監査報告

提案・報告

監査・報告

選任・解任

選定・監督
重要な業務執行
の決定の委任

権限と責任の
一部を委譲

担当業務の
指揮・監督

業務執行上の
推進・支援

推進・
支援

推進・
支援

報告・意見陳述
選任・解任

連携

連携

連携

内部
監査

報告・
補助

会計
監査

報告

諮問

答申

経営会議

監査部

三和グループのコーポレート・ガバナンス体制

2020年度ハイライト

コーポレート・ガバナンス改革のポイント

❶ 任意の指名・報酬委員会を設置し、公平性・透明性・ 
客観性を強化

❷ 譲渡制限付株式報酬を導入し、持続的な向上を図る 
インセンティブを付与

❸ サステナビリティ委員会を設置し、サステナビリティ方針
等の審議や推進を強化

コーポレート・ガバナンス改革の変遷
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

経営と
執行の分離

監督機能の
強化

意思決定機能
の強化

グループCSR推進会議設置

執行役員制度の導入（2000年～）

持株会社体制への移行

社外監査役1名 社外監査役2名

社外取締役1名

国内事業・海外事業PDCA会議（現 地域別PDCA会議）設置

社外取締役3名

指名・報酬
委員会設置

監査等委員会
設置会社への移行

経営会議設置グループ経営戦略委員会の設置

サステナビリティ 
委員会へ名称変更

【評価できる内容】
• 取締役会の議事運営は高く評価されている
• 各取締役が積極的に審議の活性化に取り組んでいる
• 取締役会が有効に機能していることが確認できた
【改善すべきポイント】
2021年1月に設置された指名・報酬委員会について、今後の運
営で評価される委員会にしたい
【その他の自由意見】
現在の取締役会も多様性のある構成であるが、さらなる多様性
確保の必要性について意見があった。

以上の結果を踏まえ、引き続き当社に最適な取締役会の実効性
の維持・強化に取り組んでいきます。

実効性確保

■ 取締役会終了後に
　 全取締役へのアンケート実施

■ 取締役会での報告
■ 今後の課題や
　 方策について共有

■ アンケート結果を集約

実効性評価の
方法

さらなる改善の
取り組み

5月

3月

4月

コーポレート・ガバナンス

9名 〔3名〕
取締役 人数
〔うち独立社外取締役〕

9回／100%取締役会開催回数／出席率

3名 〔2名〕
監査等委員 人数
〔うち独立社外取締役〕

9回／100%監査等委員会開催回数／出席率
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グループの経営基盤



業務執行、監督機能等の充実に向けた具体的施策等 取締役の報酬

経営会議
2016年度の監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営判

断の迅速化を図る観点から、法令に定める事項を除く「重要な業
務執行の一部の決定」を取締役に委任しました。これに伴い、委
任された取締役の諮問機関として、経営に関する重要事項につ
いて審議・答申を行い、同取締役の意思決定の判断、業務執行の
機動性強化等の補佐をする「経営会議」を設置しました。この経
営会議は、（1）取締役会より執行役員社長に委任された重要な
業務執行の決定に関する事項、（2）取締役会付議事項のうち、執
行役員社長が必要と認める事項、（3）その他、執行役員社長が必
要と判断した経営に関する重要な事項を審議し、取締役会と併
せた迅速かつ効率的な経営意思の決定を図っています。

監査等委員会
2020年度の監査等委員会は計9回開催され、各監査等委員で

ある取締役が監査等委員でない取締役および執行役員等の業務
執行状況を監査し、その報告・意見表明を行うことにより、適法
かつ適正な会社運営の確保に努めています。監査等委員会設置
会社への移行により、取締役会の監督機能および透明性は向上
しており、その実効性は確保されていると考えます。

指名・報酬委員会
当社は、監査等委員でない取締役および執行役員の指名、報

酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を強化することを目
的に、取締役会の下にその諮問機関として指名・報酬委員会を設
置しております。

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る
事項
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続

的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可
能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬
水準および報酬体系となるよう設計します。取締役の報酬は、基
本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成します。ただ
し、監査等委員である取締役および独立社外取締役については、
基本報酬のみで構成します。また、非常勤取締役（連結子会社か
ら報酬が支払われている）は、原則として報酬を支払いません。
基本報酬、業績連動報酬の総額および譲渡制限付株式報酬の総
額は各々株主総会が決定した総額の限度内とします。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以

下のとおりです。

a. 基本報酬
各取締役の基本報酬は、連結業績を踏まえ外部専門機関の提

示する他社の報酬水準を参考に、役位ごとの報酬を設定し、毎月
支払います。

b. 業績連動報酬
業績連動報酬は、取締役の任期（1年）中の職務執行に対する

金銭報酬であり、当社の連結業績を踏まえ外部専門機関の提示
する他社の報酬水準を参考に、役位ごとに基準額を設定し、基
準額に指標および定量的・定性的に評価した各取締役の貢献度
を考慮して業績連動報酬額を決定し、当該事業年度の翌事業年
度中に支払います。
当社の業績を反映した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報酬等となるよう、業績連動報酬の最も主
要な指標として連結営業利益を選択します。

c. 非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）
譲渡制限付株式報酬制度は、取締役に当社の企業価値の持続

的な向上を図るインセンティブを付与するとともに取締役と株主

2021年1月に設置し、取締役会の決議により選定された委員
3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役としています。
同委員会は取締役会の諮問に応じて取締役等の候補者の選任

案や取締役等の報酬及び個人別報酬の算定方法等に関する事
項について取締役会に答申します。

グループおよび地域別PDCA会議による
業務執行の詳細状況の監督・監査
グループおよび地域別PDCA会議（非常勤の社外取締役を除

く取締役、執行役員等の経営幹部によって構成され、四半期ご
とに開催）において、取締役が経営計画の進捗状況を監督し、経
営課題に対する指導を行い、監査等委員である取締役は執行役
員等の業務執行の状況を監査しています。

サステナビリティ委員会
代表取締役社長を議長とし、取締役、執行役員等の経営幹部

で構成するサステナビリティ委員会を設置しています。サステナ
ビリティ委員会では、グループの品質、リスクマネジメント、コン
プライアンス、社会貢献などに加え、特に昨今重要度を増してい
る地球環境保全、さらには人権尊重、働き方改革、ジェンダーに
おける平等など、サステナビリティ（地球規模での中長期的な持
続可能性）に関わる課題にフォーカスをあて、グループ全体のサ
ステナビリティ方針等の審議や推進に取り組んでいます。

の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的とした株式報
酬制度です。
独立社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役

を対象とし、各対象取締役への具体的な配分については当社取
締役会の決議に基づき決定します。各対象取締役は、各事業年
度において譲渡制限付株式の付与のために支給される金銭報酬
債権の全部を現物出資財産として給付することにより、当社普通
株式の割当を受けることとします。また、譲渡制限付株式報酬
は、取締役の任期（1年）中の職務に対する報酬として、その選任
に係る定時株主総会終結後1ヵ月以内に付与します。なお、割当
については、自己株式処分の方法により行います。譲渡制限期間
は、譲渡付制限株式の交付の日から当社の取締役その他当社取
締役会で定める地位を喪失するまでの期間とします。

d. 基本報酬額、業績連動報酬額、非金銭報酬額の取締役の個人
別の報酬等の割合に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業

規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報
酬水準を踏まえ、任意の指名・報酬委員会に諮問します。取締役
会の委任を受けた代表取締役社長は指名・報酬委員会の答申を
受けて、当該答申で示された種類別の報酬割合を考慮して取締
役の個人別の報酬等の内容を決定します。

e. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締

役社長がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、
その権限の内容は、各取締役の基本報酬額および各取締役の担
当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価配分としています。
ただし、取締役会は当該権限が代表取締役社長によって適切に
行使されるよう、指名・報酬委員会に個人別報酬の算定方法等
に関する事項を諮問し答申を得るものとし、委任を受けた代表取
締役社長は、当該答申の内容を考慮して決定します。

会議体名 開催頻度／回数 議題

経営会議 原則として毎月1回開催
（2020年度開催／12回）

• 取締役会より社長に委任された重要な業務執行の決定に関する事項のうち、 
社長が必要と認める事項の審議

• 取締役会付議事項のうち、社長が必要と認める事項の審議
• その他経営に関する重要な事項の審議

監査等委員会 原則として3ヵ月に1回以上開催
（2020年度開催／9回）

• 監査等委員でない取締役および執行役員等の業務執行状況の監査に関する 
報告・意見表明

指名・報酬委員会
原則として年2回開催
（2020年度開催／1回）

• 取締役および執行役員の選任案
• 取締役等の報酬及び個人別報酬の算定方法等に関する事項

グループPDCA会議 原則として毎月1回開催
（2020年度開催：10回）

• グループ全体（各事業部門）の計画進捗状況の報告、確認、指導
• 各事業部門における重要案件の進捗状況の報告、確認、指導
• 各事業部門にまたがる新たな経営課題の検討、調整

地域別PDCA会議
（日本・米・欧・アジア）

原則として3ヵ月に1回開催
（2020年度開催：各3回）

• 各事業会社の計画、予算の検討
• 各事業会社の計画進捗状況の報告、確認、指導

サステナビリティ委員会
（前グループCSR推進会議）

原則として3ヵ月に1回開催
（2020年度開催：4回）

• グループの品質、リスクマネジメント、コンプライアンス、社会貢献、地球環境
保全、人権尊重、働き方改革、ジェンダーにおける平等など、グループ全体のサス
テナビリティ方針等の審議や推進

新 設

名称変更

基本報酬 短期インセンティブ
業績連動報酬

長期インセンティブ
譲渡制限付株式報酬

取締役
（監査等委員を除く）
（社外取締役を除く） 年額：3億8千万円以内

年額：2億8千万円以内 年額：8千万円以内

社外取締役
（監査等委員を除く）

監査等委員である取締役 年額：1億円以内
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内部統制システムについて

リスクマネジメントの実行に向けて

グループガバナンス

コンプライアンスの徹底

当社は、会社法の定めに従って「内部統制システム構築の基本
方針」を取締役会において決議し、この基本方針に基づいて内部
統制システムを適宜整備しています。また毎年、内部統制システ
ムの実行状況について確認を行い、その結果を取締役会に報告
するとともに、事業報告書を通じて株主に報告しています。今後
も、改善に取り組むことでコーポレート・ガバナンスの強化を図
ります。

当社グループは、業務遂行における事業リスクの把握・分析・
評価を実施し、必要な回避策、低減策を講じています。リスクマ
ネジメント推進専管組織として「サステナビリティ委員会」が、当
社グループのリスクマネジメントの基本方針、リスクマネジメント
に関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行い、また、下部
組織の「品質・環境・CSR推進会議」とグループ各社の「CSR推進
委員会」が、各社の事業展開に伴って発生するリスクに適切かつ
迅速に対応するリスク管理を行っています。

株主・投資家との対話

当社は企業活動の透明性を高めるため、適時・適切に情報開
示するとともに、株主・投資家の皆さまとの対話を経営へ反映す
ることによって、持続的な成長と企業価値の向上に努めます。

当社グループでは、社会から信頼される企業グループとなるた
めに、グループの使命、経営理念、行動指針の精神、価値観を具
体的な行動に移す際に守るべきことをまとめた「三和グループコ
ンプライアンス行動規範」を2005年10月に制定しました。2020

年12月には、行動規範の「人権尊重」「倫理的な行動」「情報セ
キュリティ」等の項目を中心に社会要請の変化に合わせて改正し、

2019年度からは、「情報セキュリティ対策会議」を立ち上げ、グ
ローバルな視点から情報セキュリティ体制の構築をスタートさせ
ました。また、グループ各社の購買部門、製造部門および工務部
門は、サプライチェーン上のリスクをモニタリングし、取引先の改
善指導に取り組んでいます。

2020年度には、新型コロナウイルス感染症への対応として、危
機管理対策本部を立ち上げ、グループ各社の情報収集、必要な
支援の実施、および勤務形態など全社方針の指示を行いました。

国内グループ会社では、さらなるコンプライアンス意識の定着
を図るため、グループ各社の管理職を対象とした研修を全国で
実施しています。本研修では独占禁止法、建設業法、廃棄物処理
法、労働基準法等の事業関連法の知識更新の講義のほかに、安
全配慮義務、ハラスメント、情報セキュリティ、人権尊重、腐敗防
止などのリスクに対する講義を通じ、コンプライアンス意識の醸
成を目的としています。
アジアのグループ各社では、2019年度に各地域言語に翻訳し

た「三和グループコンプライアンス行動規範」を配布し、内部通報
制度（企業倫理ホットライン）も導入しました。
北米（ODC）や欧州（NF）においても、内部通報制度を設置して

おり、全従業員に対してコンプライアンス研修を実施しています。

第86期定時株主総会 議決権行使比率

内部通報件数

機関投資家ミーティング

コンプライアンス研修受講者数

個人投資家向け説明会

独占禁止法研修受講者数

 2020年度 168回

 2020年度 277名

 2020年度 2回開催

 2020年度 205名

1,093名のご参加
89.88%

 2020年度 107件

各社におけるリスクの洗い出し（Plan）

重要性の高いリスクの選定（Plan）

対策の立案と実施（Do）

モニタリング（Check）

是正・改善（Action）

この手順で毎年リスクの棚卸を行い、再評価を実施

コンプライアンス行動規範概念図

使命
経営理念

行動指針

社内規定、基準、ルール

法令、規則

三和グループ
一人ひとりが事業活動を
行う上で共有すべき

価値観

本来のコンプライアンスとして、
三和グループの価値観に基づき、
企業倫理、社会的要請に
応えた行動領域

コンプライアンス
行動規範の遵守

≒

≒

法令・規定など
必ず守るべき定めの領域

法令遵守

（注） 1 上記には、2020年6月24日開催の第85期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名（うち社外取締役1名）を含んでおります。
 2 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 3 業績連動報酬は、当社の連結営業利益の前年比を基に、役位毎の基準額を決定し、当該基準額に各取締役の貢献度を±25％の範囲で加減する方法で算出しております。
 4 非金銭報酬等は、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額であります。
 5 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は年額680百万円以内（2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議）であります。
 6 上記5とは別枠として、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く）の株式報酬型ストックオプションの報酬限度額は、年額60百万円以内（2016年6月

28日開催の第81期定時株主総会決議）であります。なお、株式報酬型ストックオプション制度は2021年6月22日開催の第86期定時株主総会決議により既に付与済み
のものを除き廃止いたしました。

 7 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内（2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議）であります。

2020年度の報酬等実績

区分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円） 対象となる役員の員数

（名）
基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役（監査等委員を除く）（社外取締役除く） 317 187 102 27 5
取締役（監査等委員）（社外取締役除く） 33 33 － － 1
社外取締役（監査等委員を除く） 10 10 － － 2
社外取締役（監査等委員） 40 40 － － 2

当社は、グループ各社に適切な権限委譲を行うとともに、各地
域を担当する取締役が主宰する「地域別PDCA会議」を通して
“業績の信用”と“経営基盤の信用”の「二つの信用」を高める施策
のPDCAの実施状況を確認・検証し、グループ全体のガバナンス
強化を図っています。
グループ各社は、独立企業として自主運営を行い、法令、社内規

則・社内ルールを遵守して経営責任を果たし、また、各地域を担
当する取締役は、各社の業務決定および業務執行の状況を監督し
経営管理の透明性の向上に向けて指導、助言を行うことにより、
当社グループにおける業務の適正の確保・推進を図っています。

企業年金のアセットオーナーとしての機能

年金の運用体制については「三和シヤッター企業年金基金」を
設立し、専任の常務理事のほか、グループ各社から理事と代議員
を選出して運用を行っています。積立金の運用は、企業年金基金
が策定した運用ガイドラインを踏まえ、資産の政策的配分の決定
や資産委託先など重要事項については、必要に応じて外部コン
サルタントを活用しながら代議員会で決議しており、年金受益者
と会社間で利益相反が生じないように適切に運用・管理してい
ます。専任の常務理事には実務に精通した人員を派遣しており、
理事会は各資産委託先運用機関にスチュワードシップ責任を果
たすことを求め、その結果の報告を受けるなど、企業年金基金と
して実施可能なスチュワードシップ活動に取り組んでいます。

上海3社ローカル社員向けのコンプライアンス研修

コンプライアンス行動規範&ケースブック

コーポレート・ガバナンスに関する 
詳細な情報はホームページでも開示しています。
あわせてご参照ください。 https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/governance/

「コンプライアンス行動規範&ケースブック」の改訂版を2021年4

月に全従業員に配布しました。

リスク管理・コンプライアンス
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取締役会の実効性向上と
指名・報酬委員会の設置について

グループ成長のリスクと機会について

ESGを含めた今後の取り組みについて

当社は会社法の定めに基づく定款の規定及び取締役会の決議
により重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任していま
すが、社長による決定の前提として、業務執行担当の取締役と常
勤の取締役監査等委員などで構成された経営会議への諮問があ
り、さらに経営会議の答申を経て社長が決定した重要な業務執
行の内容が報告事項として取締役会で審議されます。私を含む
社外取締役は経営会議のメンバーではありませんが、取締役会
の事前に経営会議の資料と議事録が配布されるので、社外取締
役も経営会議における論点や審議の状況を把握することができ、
これが取締役会で報告事項を審議する際に役立ちます。このよう
に社長が重要な業務執行を決定するとはいえ、その決定には経
営会議への諮問とその答申、さらに取締役会における報告事項
の審議という二重のチェック体制が取られています。
取締役会においては、事前に相当多量な議案資料が社外取締

役に配布され、社外取締役は十分に議案の内容を検討したうえ

コーポレート・ガバナンス改革は、もともと日本企業の生産
性・収益性を高め、グローバル企業に打ち勝つ経営判断を後押し
する仕組みとして位置づけられたものですが、近年はIoT、AIなど

第四次産業革命による産業構造の急激な変化が進み、気候変動
や新型コロナウイルス感染症に起因する地球規模での環境変化
が進行する一方で、少子高齢化による生産年齢人口の減少と国
内市場の縮小が依然として続く現状において、日本企業にはさら
なるグローバル水準のガバナンスが求められていると考えます。
当社は国内外に多数の子会社を持つホールディングカンパ

ニーであり、当社に期待されるグループ経営の目的は、グループ
各社の企業価値の単純合計を超えるシナジーを生み出し、シナ
ジーを最大化することにあると考えています。
この観点から、まずは守りのガバナンスとしてグループ各社の

管理の実効性を高めていくことが一つの課題であり、海外の子会
社の内部統制システムの整備と実効性の向上が必要ですが、か
といって中央集権的な内部統制を行うことは各社の主体性を失
わせ、ひいてはグループ価値を総体として損なうことにつながり
かねません。本社・子会社間の権限配分とリスクベースでの子会
社管理を行いながら、実効性のある監査を実施していくことが重
要です。内部統制の強化・向上と、これに要する人材・管理・監
査コストという二律背反な状況を克服していくためには、今後は
さらなるDXの活用も必要になってくるでしょう。
また、攻めのガバナンスの観点から、事業ポートフォリオの機

動的な見直しも視野に入れるべきと考えます。全世界に展開す
る当社としては、コア事業である分野への経営資源の集中的な投
入や積極的なM＆Aによる事業拡大と、周辺にあるノンコア事業
や成長可能性の低い事業のスピンオフや売却を検討するなど、リ
スクに対する守りと企業価値向上へ向けた攻めの両面で、グロー
バル水準でのガバナンスを実現していかねばなりません。

今回のコーポレートガバナンス・コードの改定にあたり、社
会・環境問題を始めとするサステナビリティが明記され、当社と
しても開示の枠組みとしてのTCFDや、世界的な目標である
SDGsへの取り組みをいっそう進めていくことを今年言明してい
ます。当社は製造業ですから、製造時や利用時における環境への
負荷を低減するさまざまな手段が考えられます。また、気候変動
やエネルギー問題、働き方と経済成長、技術革新、ジェンダーに
おける平等など、できることは少なくありません。
一方で課題もあります。社内における働き方改革や、女性活躍

の推進、メンタルヘルスなども含めた健康経営の推進など、当社
ができること、必要とするものをしっかりと選別しながら、取り組
みを一層進めていく必要があります。
また、女性取締役に参画いただくことも取締役会の多様性を

高める一つのアプローチですが、社外取締役の数がそろえばよい
というわけではなく、私を含め社外取締役の質がむしろ今問われ
ていると考えます。社外取締役はそれぞれ専門性をもって取締役
会へ参加していますが、社外取締役はその職責を果たす上で必
要な情報を社内の役職員に依存せざるを得ないので、その専門
分野の知見を深化させ、専門外の分野にも理解の幅を広げるな
ど研鑽に励むことは当然として、必要な情報の収集にも努力し、
取締役会での実効性のある審議に貢献することが求められると
考えています。私自身、元検事、現在は弁護士としての立場で取
締役監査等委員を務めていますが、経営会議資料、取締役会資
料だけではなく、子会社の監査報告書や内部監査の報告書から
得た情報も踏まえながら取締役会の審議に参加させていただい
ています。今後も法律家としての専門性と経験を基に研鑽と社内
状況の把握に注力し、取締役会における多様性の一員として、当
社のグループガバナンスの強化・向上と、これによる中長期的な
企業価値の向上に貢献できるよう努めていきたいと思います。

で取締役会に臨むことができています。取締役会では時に担当の
取締役に厳しい意見が出ることもありますが、毎回前向きで建設
的な議論が活発になされています。私たち社外取締役の役割は、
取締役会において一番近い外部の目から透明性をもって各議案
の審議に参加することであり、このプロセスを正しく踏むことが
取締役会の実効性と合理的な経営の意思決定を確実なものとし
ていくことにつながると考えています。

2020年度においては、こうした取締役会と経営会議の関係と
資料の事前配布や論点の把握などの質的な側面がさらに充実し
てきたと感じています。また、今年は指名・報酬委員会の設置を
行いました。5名の委員のうち3名が独立社外取締役であり、取
締役会は現在9名の取締役で構成されますが、このうち過半数の
5名が指名・報酬委員会のメンバーです。当社の指名・報酬委員
会は任意の機関ですが、委員会の過半数を独立社外取締役が占
めることで、実質的に見れば法定の指名・報酬委員会に相応する
重みをもって、透明性と公正性のある意思決定プロセスの実現が
期待できると考えています。

社外取締役インタビュー

独立社外取締役
監査等委員

五木田 彬
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役員一覧

常務執行役員および執行役員

取締役会長

髙山 俊隆
取締役（監査等委員）

在間 貞行

取締役常務執行役員
経営企画部門担当

山崎 弘之

代表取締役社長　執行役員社長

髙山 靖司
独立社外取締役（監査等委員）

米澤 常克

取締役（非常勤）

髙山 盟司

取締役専務執行役員
グローバル事業部門担当

藤沢 裕厚
独立社外取締役（監査等委員）

五木田 彬

独立社外取締役

横田 正仲

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/csr/effort/governance/pdf/dokuritsu.pdf社外取締役の選任に関する考え方

https://www.sanwa-hldgs.co.jp/corporate/organization.html役員の略歴についてはこちら

取締役会長として、長年にわたる当社グループの最
高経営責任者としての豊富な経験に裏付けられた高
い見識で、経営に関する助言や業務執行の監督を的
確に行っており、当社グループが今後も持続的な成長
を果たすために取締役として適任と判断しました。

長年にわたり経理・財務業務に従事し、当社グルー
プの事業に関する広範な知識を有しており、2015年
より監査役として、2016年からは監査等委員である
取締役として、これまでの経験に基づく財務および会
計に関する知見を発揮しており、監査等委員である取
締役として適任と判断しました。

会社経営者としての経験をもとに、2018年より当
社の経営企画部門の業務に携わり、当社グループの
経営戦略、人事戦略等を推進し、またリスク管理等で
企業価値向上に寄与しており、取締役として適任と判
断しました。

2012年より取締役として、リスクマネジメント部門
やグローバル人材開発を含む様々な部門を担当する
など経営者として豊富な経験と幅広い見識を有してい
ます。グローバルな観点からグループ全体の経営の意
思決定に携わり、2017年より代表取締役社長として、
グローバル・メジャーを目指す当社グループ経営の推
進に寄与しており、取締役として適任と判断しました。

会社経営や経営・経済に関するグローバルな経験
と高い見識を生かし取締役会では経営への助言を行
うなど適切な役割を果たしています。また、指名・報
酬委員会の委員として、当社の取締役候補者の選定
や役員報酬制度の見直しにおける適切な助言、監督
機能を担っています。

2017年より取締役として経営に参画し、三和シ
ヤッター工業株式会社の代表取締役として強いリー
ダーシップで国内事業を牽引してきた実績とメーカー
としての国内事業にかかる豊富な経験を有することを
踏まえ取締役として適任と判断しました。

2014年より取締役として、国内外での企業経営者
としての知識経験を基に担当職務に精通し、グローバ
ル事業部門担当として業績に寄与しています。グロー
バルな観点から経営を管理・監督し、事業に係る重要
な意思決定を行う能力を発揮しており、取締役として
適任と判断しました。

元検事および弁護士の見地から取締役会では法律
の専門家としての豊富な経験と高い見識を生かし助
言を行うなど適切な役割を果たしています。また、指
名・報酬委員会の委員として、当社の取締役候補者の
選定や役員報酬制度の見直しにおける適切な助言、
監督機能を担っています。

国内外を問わず経営戦略、技術戦略、生産・ものづ
くり、人材開発等の豊富なコンサルティング経験およ
び見識をもとに社外取締役として適切な助言および
提言を行っており、取締役として適任と判断しました。
また、豊富なコンサルティング経験をもとに当社の企
業価値向上に資する助言および提言を行うこと、なら
びに独立した客観的な立場から経営陣に対する実効
性の高い監督を行うことにより、取締役会の機能強化
に資することを期待しています。

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 3,500株

取締役会出席率 100%

監査等委員会出席率 100%

所有する当社の株式数 23,400株

取締役会出席率 100%

監査等委員会出席率 100%

所有する当社の株式数 ̶株

取締役会出席率 100%

監査等委員会出席率 100%

所有する当社の株式数 ̶株

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 91,338株

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 119,187株

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 27,300株

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 4,700株

取締役会出席率 100%

所有する当社の株式数 1,848,000株

常務執行役員 道場 敏明 グローバル事業部門担当補佐 兼 欧米事業部長

常務執行役員 本町 憲一郎 経営企画部門担当補佐

執行役員 保泉 武伸 アジア事業部長

氏名

スキルマトリックス
委員会参画状況

◎：議長・委員長、□：オブザーバー

企業経営
ガバナンス

業界知識
業界経験

グローバル
経験

営業
マーケティング

製造・技術　
開発・品質

法務
リスク

マネジメント
コンプライ
アンス

人事・労務
人材開発

財務・会計
金融 取締役会 経営会議 グループ

PDCA会議
サステナ 
ビリティ
委員会

髙山 俊隆 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □

髙山 靖司 ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ ◎

藤沢 裕厚 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

山崎 弘之 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

髙山 盟司 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

横田 正仲 ○ ○ ○ ○ ○ ○

在間 貞行 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

米澤 常克 ○ ○ ○ ○ ○ ○

五木田 彬 ○ ○ ○ ○

選任理由 選任理由選任理由選任理由選任理由選任理由

選任理由 選任理由 選任理由

独立

独立

独立

社外

社外

社外
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