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グンゼグループは、企業価値を継続的に増大させていくという経営の基本方針を実現するため
に、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境に対応した迅速な意思決定と適時適
切な情報開示に努めています。経営の透明性向上をはかることによって株主価値を高めること
を経営上の最も重要な課題の一つであると考え、その実現のために、各ステークホルダーとの良
好な関係を築くとともに、内部統制機能の強化・整備をはかりながら、コーポレートガバナンスの
充実に努めていきたいと考えています。

当社は監査役会設置会社です。現行の経営体制は、社外取締
役2名を含む取締役10名（うち女性1名）です。また、迅速な意
思決定及び業務執行体制の強化をはかるために執行役員制
度を導入しており、取締役兼務者8名を含む執行役員14名を
選任しています。なお、経営責任の明確化をはかるとともに経
営環境の変化に迅速に対応できる経営体制とするため、取締
役および執行役員の任期は1年としています。取締役会は原
則として月1回開催しており、業務執行に関する重要事項や法
令、定款に定められた事項の決定を行うとともに、取締役の職
務執行状態を監督しています。これと併せて、代表取締役、役
付取締役、機能別担当取締役、執行役員6名で構成される経
営執行会議を概ね週1回程度開催し、業務執行に関する重要
事項の審議を行い、意思決定の迅速化をはかっています。

（2019年7月現在）

社外取締役
2名の社外取締役は社外の専門的な知識・経験と公正かつ客観的な
立場から、取締役会において助言・提言を行うとともに、経営トップ及
び取締役などと経営に関する意見交換を実施するなど、当社のコーポ
レートガバナンスが有効に機能することに寄与しています。

監査役・監査役会
監査役会は社外監査役2名を含む監査役4名で構成しています。監査
役は取締役会、経営執行会議などの重要会議への出席、当社事業部
門・管理部門への監査、国内外の子会社調査などを実施し、経営への
監視機能を果たしています。

会社情報の適時開示に係る社内体制
当社は企業価値を継続的に向上させていくという経営の基本方針を
実現するために、コンプライアンスの重要性を認識し、社会・経済環境
に対応した迅速な意思決定と適時適切な情報開示を通して、経営の
健全性・透明性の向上をはかっています。
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コーポレートガバナンス ガバナンスを有効に機能させるために

社外取締役　中井  洋恵
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当社は、「コーポレートガバナンス・コード」（以下「ガバナン
ス・コード」といいます。）に基づく「コーポレートガバナンス・
ガイドライン」（以下「ガイドライン」といいます。）を定め、ガ
イドラインに従った有効なコーポレートガバナンス（企業統
治）を行っております。2018年にガバナンス・コード改定が
ありましたので、当社もガイドラインにおける政策保有株式、
企業年金、取締役会及び監査役会の指名手続き、承継プラ
ン、及び取締役等の報酬等についての改定を行いました。当

社はガイドラインに従って、現在、2名の社外取締役が選任
されておりますが、当社の取締役会においては、社外取締役
が毎回、積極的な助言・提言を行い、社内取締役との活発
な意見交換を行っており、ガバナンスコードに定められた
「取締役会は、社外取締役の問題提起を含め自由闊達で建
設的な議論・意見交換を尊ぶ気風の醸成」がなされており
ます。さらに、社外取締役は、ガイドラインに基づき、新任取
締役並びに新任監査の候補者、取締役等についての報酬
等、及び承継プラン等について審議する「指名・報酬委員会
（代表取締役と社外取締役で構成され、社外取締役を議長
とする取締役会の諮問機関）」に参加し、同審議の場におい
ても、多角的な観点から議論を行っています。その他、ガイ
ドラインに従い、日常的に必要に応じて、社内取締役等に対
して説明や報告を求めたり、また、当社では社外役員会合を
定期的に開催しておりますので、同会合において、当社の事
業及びコーポレートガバナンスに関する事項について協議
をするとともに、社内取締役等からの報告を受けるなどして
おります。このように、当社社外取締役は、コーポレートガバ
ナンスの有効に機能することに寄与するため、その責務を遂
行しております。

当社におきましては、2015年12月にコーポレートガバナンス・
ガイドラインを制定し、最良のガバナンス実現のための体制
構築に努めることとなりました。その中で特に私が当社にとっ
て重要と考えるのが、コーポレートガバナンス・コード基本原
則第2章「株主以外のステークホルダーとの適切な協働」で
す。歴史と伝統のある当社グループは、以前から企業理念、社
是、行動規範を経糸に、ステークホルダーに誠意をもってその
期待に応えており、その精神をもとに公正で誠実な企業活動

を推進し、企業価値の向上を図ってきましたし、今後も持続
的な成長に向けて、長期的な企業価値の向上に努めるべき
だと思います。その原点は正に当社の「創業の精神」たる「人
間尊重と優良品の生産を基礎として、会社をめぐるすべての
関係者との共存共栄をはかる」ことだと思います。この精神を
かみ砕き自らの心に植え付け、全員が共有し、変動する社会
経済情勢に絶えず対応できる「協働」の在り方を常に模索す
る前向きな姿勢こそが重要なのだと思います。また、より良い
コーポレートガバナンスは、社員のみならず広くステークホル
ダーの皆さまとの「対話」が基礎となります。この点、当社はコ
ンプライアンスに関する相談・通報の従業員窓口を設置した
り、株主との建設的な対話に関する基本方針を定め、寄せら
れた多くの意見を取締役・経営幹部が掌握し、中長期的な経
営方針にも反映させています。更に当社では、私のような社
外からの取締役や監査役が重要事項に対して、率直に意見
が述べられる環境が醸成されており、実効性の高いコーポ
レートガバナンス体制の構築を実現するためにも、取締役会
等が絶えず問題意識をもって課題に真摯に向き合い、積極
的にコーポレートガバナンス・コード対応に取り組むことが最
も重要であると考えております。
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2018年度のリスクマネジメント活動は事件発生後の情報共有
及び事後対策から予防対策に重点を移し、リスクマネジメント
委員会を中心にリスク予防に注力しました。働き方改革、個人
情報保護、メディカル部門コンプライアンス、海外子会社ガバ
ナンスの4つをリスクマネジメント委員会において重点管理
テーマとして設定し、取り組みを強化しています。特に重要テー
マである個人情報保護については、2018年5月から適用が開
始されたGDPR（EU一般データ保護規則）への対応として、欧
州の関係会社から日本への個人データの適正な移転を可能に
するために、関係会社との間で標準契約条項の締結を行いまし
た。また国内ECビジネスにおける顧客の個人情報管理を徹底
するために社内規程を見直し、関連部所への社内研修を実施
しております。メディカル部門においては、「医療機関等との関
係の透明性に関する指針」を定め、資金提供に関する情報を公
開するとともに、事業の海外展開に伴う各国における法令対応
を進め、コンプライアンス体制の強化に努めます。

リスク管理体制の強化

内部統制システム CSR推進体制
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部門CSR委員会 CSR委員・CSR部門責任者・CSR推進リーダー
事業部門・本社機能部門の推進体制

リスクマネジメント委員会

働き方改革委員会
●長時間労働の是正
●ダイバーシティの推進
●ワークライフバランスの充実

●社会的課題を事業活動を通じて
　解決する戦略的CSRの実践
●CSRに関する基本方針の審議・決定

●リスクマネジメントの徹底

CSR委員会

当社は、「CSR委員会」「働き方改革委員会」「リスクマネジメント委員会」の3つの委員会を設置し、これらの委員会が有機的に連動
することにより社会から信頼される企業としてのガバナンス体制を徹底しています。CSR委員会では、CSR担当役員を委員長、CSR委
員をメンバーとし、解決すべき社会的課題について自社事業活動を通じて持続可能な社会の実現及び企業価値向上を目指すため、
またCSR委員会で戦略的CSRを実践する上での基本方針の審議・決定、ならびに推進事項及び課題への対策を審議します。さらに、
CSR委員会の決定事項の徹底や、各部門における次年度展開を計画・実践する組織として「部門CSR委員会」を設置。同委員会で
の実践状況は、CSR委員会で報告され、活動内容を全社レベルで把握することにより組織的なCSRマネジメントを推進します。

社長直轄の内部通報窓口として、「なんでも相談ホットライ
ン」を設置しています。相談や通報に対しては、ハラスメント
防止規程、公益通報者等保護規程に則り、被通報者及び
関係者のプライバシーに配慮した上で、慎重に対応してい
ます。相談件数は、前年と比較すると減少しました。公益通
報者等保護規程に基づく相談件数の実績はありません。今
後も、公正・公平な立場で誠実な対応に努めていきます。

相談・通報への対応
なんでも相談ホットラインに
寄せられた通報・相談内容        

計
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職場の人間関係
セクシュアル・ハラスメント
パワー・ハラスメント
その他

経営戦略部　法務コンプライアンス室
浅井  一行

内部統制は、適正かつ効率性の高い業務執行、財務報告の信頼性、法令遵守及び
資産の保全を目的とするものであり、当社では、広い意味でのコーポレートガバナン
スの一部を構成するものと位置づけています。取締役及び執行役員の業務の執行
の適正は前掲の取締役会及び経営執行会議により担保され、従業員は企業理念
に基づき、法令遵守はもちろんのこと、より広い範囲のステークホルダーからの要請
を念頭においたコンプライアンス推進を心がけています。また、当社企業集団の一
部をなす子会社については、各会社の監査役による監査及び社外監査役も含めた
監査役の連絡会議の開催により、監査の実効性を高める努力をしています。法務コ
ンプライアンス室では、引き続き社内コンプライアンス体制の強化に努めるととも
に、研修会などのアウトリーチ活動を通じて、取るべきリスクと最小化すべきリスク
の理解を浸透させることで、内部統制を支える一つの隅石としての役割を果たして
いきたいと考えています。

SDGs に配慮しCSV経営を
どう実践するか（CSR研修会開催）

講師にお迎えした笹谷秀光氏（現在、社会情報大学院大学客員教授）

トピックス

創業の精神と企業文化を基礎としたグンゼの事業経営
のあり方は、今日のCSRの考え方にも即しています。今回
の研修会でお話した内容を踏まえて「事業活動を通じた
CSR・SDGs活動」を進化させ、より広い視点、より中長
期の軸で社会の持続的発展に貢献するグンゼグループ
として、さらに飛躍されることを期待しています。

2018年10月11日、「グンゼグループCSR研修会」（大阪本社・ハービスエン
ト会議室にて）が開催され、全国から120名（午前の部・午後の部各60名）
が参加しました。冒頭に廣地社長から「事業活動に資する社会貢献をテーマ
アップして取り組む。だから、継続していける。だから、全員が参加し実感で
きる。そういう活動に舵を切ってやっていこう」という方向性が示されました。
当日は、企業のCSR活動で経験豊富な笹谷秀光氏（株式会社伊藤園顧問：
当時）を講師に迎え、「SDGs

に配慮しCSV経営をどう実
践するか」について、最新の考
え方や事例を交えわかりやす
くご講演いただきました。
午後の部では、CSR推進リー
ダーを中心に、より具体的で
実践的な内容とグループ討議
により、非常に多くの気付き
をいただくことができました。

グループ討議の様子

リスクマネジメント委員会報告案件

26計
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0
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2018予防 合計
2
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海外子会社ガバナンス
情報管理・セキュリティ
知的財産
環境・人権・ハラスメント
労災
製品表示・消費者問題
業法・特別法遵守
契約リスク
火災・自然災害
その他

笹谷講師からのメッセージ


