
価値創造と持続的な成長を支える基盤：ESG

コーポレート・ガバナンス

組織形態 監査等委員会設置会社

取締役会議長（注）  山本 謙

取締役(監査等委員である者を除く)人数（注） 6名（うち2名が社外取締役）

監査等委員である取締役人数（注） 3名（うち2名が社外取締役）

独立役員の選任（注） 社外取締役4名

各取締役の報酬などの決定 ● 基本報酬、株式報酬型ストックオプションで構成

● 2018年度の報酬総額（社外役員を除く5名）：
  253百万円（固定報酬116百万円、業績連動報酬136百万円）

各監査役の報酬などの決定 ● 基本報酬で構成

● 2018年度の報酬総額（社外役員を除く2名）：
  57百万円（固定報酬57百万円）

（2018年度の監査役会設置会社における実績です）

社外役員（独立役員） ● 基本報酬で構成

● 2018年度の報酬総額（6名）：68百万円（基本報酬68百万円）

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人

コーポレート・ガバナンスの概要

（注）2019年6月27日現在

コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方 
　UBEグループは、グループ全体の持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上を図ること
を、その基本的使命としています。UBEは、
2019年6月27日開催の定時株主総会の決議
により、監査役会設置会社から監査等委員会設

コーポレート・ガバナンスと内部統制の概要

取締役会 監査等委員会

会計監査人

会長

陪席

選任・解任

選任・解任

指示

委任 報告

監査

監査

監査等

監査

指示/連携

報告

報告

指揮/チェック/監査 監査

指示/報告

連携

報告

選任・解任

株主総会

取締役（監査等委員である者を除く） 監査等委員である取締役

代表取締役社長

内部統制部門（注） 監査部

経営会議

指名委員会（任意）

報酬委員会（任意）

化学カンパニー

グループ会社

管理
建設資材カンパニー

グループ会社

機械カンパニー

グループ会社

本社部門

グループ会社

管理 管理 管理

置会社に移行しました。今後、経営における「監
督機能」と「業務執行機能」をより明確に分離し、
取締役会による業務執行の監督機能を強化す
るとともに、重要な業務執行の決定を代表取締
役社長に委任することで業務執行の迅速化を
図るなど、コーポレート・ガバナンスの実効性を
高めることにより、適正な事業活動を持続的に

（注）内部統制部門
● 実務委員会（コンプライアンス、規制貨物、情報セキュリティ、危機対応）　● 本社内部統制部署
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営み、株主をはじめ顧客、取引先、社員、地域社
会などのすべてのステークホルダーに対する責
務を果たし、その信認を得ることが重要である
と考えています。

取締役会
　取締役会は、原則として執行役員を兼任しな
い取締役が議長を務めることとし、法令、定款お
よび取締役会規程に則り、経営の基本方針およ
び経営上の重要事項について意思決定をすると
ともに、各取締役・執行役員の業務遂行の妥当
性・効率性を監督しています。また、監査等委員
会設置会社として、監督機能を強化するととも
に、重要な業務執行の決定を代表取締役社長に
委任することで業務執行の迅速化を図ります。

監査等委員会
　監査等委員会は、取締役の職務の執行の監
査ならびに取締役(監査等委員である者を除く)
の指名および報酬について株主総会において意
見陳述を行うことをその職務としています。監査
等業務は年度ごとに設定される監査等方針およ
び監査等計画に基づいて実施され、監査等委員
である取締役は、重要な意思決定の過程および
業務の執行状況を把握するため、取締役会のほ
か重要な会議に出席し意見を述べるとともに、
重要な決裁書類を閲覧し、取締役(監査等委員で
ある者を除く)、執行役員および使用人からの業
務報告の聴取を行います。また、監査等委員会

氏名 2018年度における取締役会、監査役会への出席状況

取締役 竹下 道夫 取締役会 13回/13回 (100%)

山本 謙 取締役会 13回/13回 (100%)

杉下 秀幸 取締役会 3回/3回 (100%) 2018年6月28日 退任

松波 正 取締役会 13回/13回 (100%)

泉原 雅人 取締役会 10回/10回 (100%) 2018年6月28日 就任

社外取締役 草間 高志 取締役会 12回/13回 (92.3%)

照井 惠光 取締役会 12回/13回 (92.3%)

庄田 隆 取締役会 13回/13回 (100%)

蔭山 真人 取締役会 13回/13回 (100%)

監査役 久保田 隆昌 取締役会 13回/13回 (100%) 監査役会 6回/6回 (100%)

山元 篤 取締役会 13回/13回 (100%) 監査役会 6回/6回 (100%)

社外監査役 落合 誠一 取締役会 13回/13回 (100%) 監査役会 6回/6回 (100%)

須田 美矢子 取締役会 13回/13回 (100%) 監査役会 6回/6回 (100%)

取締役、監査役の取締役会、監査役会への出席状況

は、代表取締役社長と定期的に経営方針の確認
および重要課題等について意見交換を行い、取
締役（監査等委員である者を除く）の人事および
その報酬についての監督を行うため、取締役会
の下部組織である指名委員会および報酬委員
会に陪席することができます。社外取締役2名
を含む3名の監査等委員である取締役で構成さ
れ、委員長は社外取締役が務めています。

監査等委員会：  落合誠一 （委員長、社外取締役）
 庄田隆　 （社外取締役）
 山元篤　 （社内取締役）

社外取締役
　意思決定および経営監視に独立した第三者の
視点を加え、経営の効率性・透明性・客観性を確
保するために、2005年6月より社外取締役を招
聘しています。さらに、取締役会の下部組織とし
て、任意の「指名委員会」と「報酬委員会」を設置
しており、それぞれ2名の社外取締役(監査等委
員である者を除く)と非業務執行社内取締役(取
締役会長)の計3名より構成され、委員長は社外
取締役が務めています。

指名委員会：  照井惠光 （委員長、社外取締役）
 東哲郎　 （社外取締役）
 山本謙　 （取締役会長）

報酬委員会：  東哲郎　 （委員長、社外取締役）
 照井惠光 （社外取締役）
 山本謙　 （取締役会長）

43



庄田 隆
社外取締役
監査等委員

山元 篤
取締役
監査等委員

小山 誠
代表取締役 

山本 謙
取締役会長

落合 誠一
社外取締役
監査等委員

取締役会の実効性評価(注）

　UBEは、取締役会の実効性の評価につい
て、定期的に、社外取締役、社外監査役および
非業務執行社内取締役（取締役会長）で構成

する取締役会実効性評価会議を開催し、取締
役・監査役による取締役会に対する自己評価
（アンケートの実施等）を踏まえて議論を行っ
ています。取締役会は、その議論の報告を受
けて、取締役会の実効性の評価を行っていま
す。その結果、2019年6月開催の取締役会に
おいて、2018年度の取締役会については、当
社取締役会の構成、運営は適正であり積極的
な議論・審議が行われているとの評価が得ら

（注）  監査等委員会設置会社への移行以前の監査役会設置会社で
あった2018年度における実効性評価についての実績です。
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照井 惠光
社外取締役

東 哲郎
社外取締役

泉原 雅人
代表取締役社長
CEO

藤井 正幸
取締役 
CFO

れ、取締役会の実効性は確保されていると判
断しました。
　今後、監査等委員会設置会社への移行を踏
まえ、取締役会の監督機能の強化により企業
価値の向上を図るため、①代表取締役社長に
対する重要な業務執行の決定に関する委任範
囲の拡大、②経営の監督に資する報告のあり
方の検討と段階的な実施、③中長期経営計画
に対する業務執行状況のモニタリング、④リス
ク管理システムを活用した体系的リスクマネ
ジメントの網羅性と妥当性のモニタリング、

⑤内部統制システムの実効性の強化とそのモ
ニタリングを課題と考え、今後改善に努めてい
きます。

役員報酬
　UBEは、2019年4月1日付で役員報酬制度
を改定しました。2018年度および2019年度
の報酬額は旧制度を基に決定され、新制度は
2020年度以降の報酬額の決定から反映される
こととなります。
　新制度の概要は次のとおりですが、旧制度
からの主な変更点は、業績連動報酬の多岐に
わたる指標を簡略化してわかりやすさを高め
たことと、業績連動報酬部分の比率を引き上
げたことです。

45



社外取締役

東 哲郎
1977年
東京エレクトロン（株）入社

1990年
東京エレクトロン（株）取締役

1996年
東京エレクトロン（株）
代表取締役社長

2003年
東京エレクトロン（株）
代表取締役会長

2012年
当社社外取締役
（2014年退任）

2013年
東京エレクトロン（株）
代表取締役会長兼社長ＣＥＯ

2018年
（株）セブン&アイ・
ホールディングス
社外取締役（現）

2019年
野村不動産
ホールディングス（株）
社外取締役（現）

当社社外取締役（現）

社外取締役

照井 惠光
1979年
通商産業省入省
（現 経済産業省）

2008年
経済産業省大臣官房
技術総括審議官

2011年
経済産業省
関東経済産業局長

2012年
経済産業省
地域経済産業審議官

2013年
NPO法人テレメータリング
推進協議会理事長（現）

2014年
当社社外取締役（現）

2016年
（株）ブリヂストン
社外取締役（現）

オルガノ（株）
社外取締役（現）

監査等委員である
社外取締役

落合 誠一
1981年
成蹊大学法学部教授

1990年
東京大学大学院
法学政治学研究科・法学部
教授

2007年
中央大学法科大学院教授
第一東京弁護士会登録
東京大学名誉教授（現）

2012年
日本電信電話（株）
社外監査役
明治安田生命保険(相）
社外取締役（現）

2013年
当社社外監査役

2019年
当社社外取締役監査等委員
（現）

監査等委員である
社外取締役

庄田 隆
1972年
三共（株）入社

2001年
三共（株）取締役

2003年
三共（株）代表取締役社長

2005年
第一三共（株）
代表取締役社長兼CEO

2010年
第一三共（株）
代表取締役会長

2014年
第一三共（株）相談役

2015年
当社社外取締役

2017年
大東建託（株）社外取締役
（現）

2019年
当社社外取締役監査等委員
（現）

社外取締役

A: 役員報酬の算定方法

(a) 取締役（監査等委員である者および社外取
締役を除く）および執行役員の報酬は、①基
本報酬（役位別固定報酬）、②年次インセン
ティブ（全社業績連動報酬および年次個人
業績目標達成評価報酬）、③長期インセン
ティブ（中長期個人業績目標達成評価報酬
および株式報酬型ストックオプション）で構
成されています。

(b) 構成割合は、概ね基本報酬50%、年次イン
センティブ30%、長期インセンティブ20%
となるように設計されています。なお、社長、
会長はその他の役員に比べ、基本報酬の比
率を低く、年次インセンティブの比率を高く
設定しています。

(c) 監査等委員である取締役および社外取締役
は、基本報酬のみで固定額としています。

(d) 役員報酬の水準については、常に外部調査
機関による役員報酬調査データを参照し、
当社と規模や業種の類似する大手製造業の

水準を比較し、その客観的妥当性を確認し
ています。

B: 役員報酬の決定手続き

　取締役会の下部組織であり委員長および過
半数を社外取締役で構成する報酬委員会にて
取締役（監査等委員である者を除く）および執
行役員の個人別報酬を審議します。その審議結
果は取締役会に提案・報告され、取締役会にて
決定します。監査等委員である取締役の個別報
酬額は、監査等委員の協議により決定すること
になります。

C: 2018年度の状況

　旧制度に基づく2018年度における報酬等の
額は以下のとおりです。
　なお、UBEは2019年6月27日の定時株主総
会の承認を経て、監査等委員会設置会社へ移行
しており、本報告書提出日現在において監査役
を選任していません。
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取締役 山本 謙

代表取締役 泉原 雅人

代表取締役 小山 誠

藤井 正幸

照井 惠光 （社外・独立）

東 哲郎 （社外・独立）

監査等委員 山元 篤

監査等委員 落合 誠一 （社外・独立）

監査等委員 庄田 隆 （社外・独立）

執行役員 社長執行役員 泉原 雅人

専務執行役員 岡田 德久

小山 誠

常務執行役員 野嶋 正彦

久次 幸夫

玉田 英生

古賀 源二

藤井 正幸

西田 祐樹

上席執行役員 相川 誠

西田 宏 

三浦 英恒

伊藤 芳明

花本 雄三

横尾 尚昭

大田 正芳

永田 啓一

執行役員 末廣 正朗

ブルーノ・ドゥ・ビエブル

大内 茂

小野 光雄

峯石 俊幸

宮内 浩典

ワチャラ・パタナニニランドン

小島 弘昭

舩山 陽一

取締役・監査等委員・執行役員（2019年6月27日現在）

役員区分

報酬等の
総額

（百万円）

報酬等の種類別総額
（百万円）

対象となる
役員の員数
（名）固定報酬

業績連動
報酬

取締役 253 116 136 5

監査役 57 57 ̶ 2

社外取締役 48 48 ̶ 4

社外監査役 20 20 ̶ 2

執行役員
　UBEでは経営における「監督機能」と「業務執
行機能」の分離を目的として、執行役員制度を
2001年6月より採用しています。執行役員は、
代表取締役社長から権限移譲を受けて、取締役
会が決定する経営方針に基づき、業務を遂行し
ています。

株主総会および議決権行使の状況
　UBEでは、株主総会日の3週間前に招集通知
を発送していますが、より早く株主の皆様に情
報をお知らせするため、招集通知発送前にその
内容をUBEグループウェブサイトに掲載してい
ます。議決権の行使については、株主総会に出
席できない株主の方々も議決権行使が行える
よう、郵送に加え、インターネットや携帯電話に
よる方法を提供しています。また、機関投資家
向けに「議決権電子行使プラットフォーム」を採
用しています。
　2018年6月28日に開催した株主総会で議決
権行使をした株主数は15,340名（うち書面と
インターネットを通じて議決権行使された株主
数は14,412名）で、議決権行使率は77.1%で
した。

株主・投資家との関わり　
IR活動を通じた双方向コミュニケーション
　UBEグループのIR活動は適時・適切で公正
な情報開示を目指しています。また、投資家と
のコミュニケーション・対話を積極的に行う
ことで、企業価値向上につなげていきます。
2018年度に実施した主なIR活動は、次のとお
りです。
● 機関投資家・証券アナリスト向け決算発表会
（本決算後）
● 機関投資家・証券アナリスト向け電話会議
（四半期ごと、計４回）
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● 海外IR（海外投資家を個別訪問、ヨーロッパ・
アメリカ・アジアの計3回）

● 社長によるスモールミーティング（4回）
● 機関投資家・証券アナリストとの個別面談
（約200件）
　IR活動の詳細については、UBE
グループウェブサイトの「投資家
情報」をご覧ください。
https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/ir/

内部統制
　UBEグループは、内部統制システム構築の基
本方針に関し、取締役会において決議しています。
　取締役会における決議内容については、UBE
グループウェブサイトの「内部統
制システム構築の基本方針」を
ご覧ください。
https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/corporate/
management/internalcontrol.html

コンプライアンス確保の取り組み
　UBEグループおよびその構成員すべての基
本的な行動基準であり道しるべとして「私達の
行動指針」を制定し、企業活動および役員・社員
がとるべきコンプライアンス実践の基準・規範
としています。
　体制面では、UBEグループのコンプライア
ンス統括責任者としてコンプライアンス・オ
フィサーを置き、その諮問機関として顧問弁護
士を加えた「コンプライアンス推進委員会」を
設置しており、同委員会内に、市場における公
正で自由な競争を損なう行為を防止し、企業活
動の健全性を確保するための「競争法遵守部
会」を設けています。また、国際平和や安全維
持のために輸出管理法規において規制されて
いる貨物・技術を不正に輸出・提供しないこと
をグループ内に周知徹底するため、「規制貨物
等輸出管理委員会」を設置しています。
　その他、コンプライアンスに関する問題を迅
速に察知・是正するため、職制ルートによらず
役員・社員などが直接通報できる内部通報窓口
（UBE C-Line）を設けるなど、体制と仕組みの
整備・強化に努めています。さらに、コンプラ
イアンスに関する情報提供やeラーニング、集
合研修などを毎年継続的に実施しており、啓
発・教育にも注力しています。

　2018年度は、独占禁止法、下請法、不正競争
防止法などについて集合研修による法令教育
を開催しました。また、各事業所にコンプライア
ンス一般教育を行う講師を養成し、職場に根ざ
した研修を実施しています。研修は３年を１サイ
クルとして行われ、2015～2017年度は累計で
約10,800名が受講しています。2018～2020
年度の初年度にあたる2018年度は約1,700
名が受講しました。

購買基本方針に則った購買活動の徹底
（サプライチェーンマネジメント）
　UBEグループは公正・公平な取引関係の構築
に努めています。購買活動は、UBEグループウェ
ブサイト「購買情報」に公開している購買基本方
針「公平・公正な取引」「取引先選定における客
観的評価」「法令の遵守・機密保持」「グリーン購
入」「CSR調達」に従って行っています。
　購買活動については、 UBEグ
ループウェブサイトの「購買情
報」をご覧ください。
https://www.ube-ind.co.jp/ube/jp/koubai/

CSR調達への取り組み
　UBEグループは、人権尊重、反社会的勢力排
除等の法令・社会規範の遵守、環境への配慮等
を盛り込んだ方針「CSR調達」および「CSR調達
ガイドライン」を策定し、サプライチェーン全体
のレベルアップを目指したCSR調達を推進して
います。
　2018年度は、資材、工事、包装材料・燃料油
の購買金額9割をカバーする主要取引先277
社の第3回調査を実施しました。

品質問題への取り組み
　UBEグループは、昨年判明した「品質検査上
の不適切行為」を真摯に反省するとともに、再発
防止策を策定し、実行しています。また、再発防
止活動と並行して、お客様との取り決めと実際
の作業内容との細部にわたる突き合わせなど、
品質システムの改善・適正化を継続しています。
この中で修正が必要な事案は、改訂した対応規
程に基づき、お客様と協力して適切に対応を進
めています。今後とも継続して再発防止策を確
実に実行し、UBEグループにおけるガバナンス
の向上と品質管理体制の一層の強化を図るとと
もに、関係各位の信頼回復に努めていきます。
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2018年度
2019年度
以降

再発防止策
上期 下期

Ⅰ. 取締役会のガバナンス強化

取締役会へ適時報告 進捗状況と有効性を評価、
必要な指示を与えグループ品質保証体制を強化 適宜報告

Ⅱ. 経営陣の意識改革

1) グループ経営方針の策定 品質経営を明確に盛り込んだ経営方針策定 継続して周知

2) 継続的なトップメッセージの発信 品質のトップダウン経営を明確化、社内外へ発信 継続して周知

3) 社外専門家による役員への教育 意識改革および品質に対する理解深化をテーマとした
品質研修（上期・下期）開催

レベルアップ研修
を継続開催

Ⅲ. 風土改革・意識改革

1) グループ経営方針の周知、
「私達の行動指針」の改定と教育 行動指針の改定ワーキング

グループの設置、審議

「私達の行動指針」改定

継続して周知グループ経営方針に沿い、
グループ品質指針策定

2)コンプライアンス意識向上  品質情報を盛り込み内容を充実化させ、
全社コンプライアンス研修

継続して周知
 労働協約・就業規則へ
処分規定を追記

3) 品質啓発活動  品質啓発活動の企画、実施
継続して品質
意識の醸成  品質スローガン募集・掲示

（品質月間）

4) 品質教育体系の整備と実施  　職位・職種に応じ実務に即した教育計画策定
継続して教育

 実務教育実施　　　

5) 人材の計画的育成  品質業務を担う人材確保のための人事施策策定 施策実施
ローテーション

Ⅳ.組織再編・制度見直し

1) グループ品質統括責任者（役員）
の配置、品質統括部の新設

担当役員配置、
品質統括部新設

確実な運用2)グループ品質委員会の設立 　委員会の設計　　　　　　開催　　 　　開催　　 　　開催

　　グループ品質管理体系規程策定　　　　　管理体系運用　

3) 組織体制の見直し 品質管理と品質保証の機能分離、
カンパニー長直下に品質保証統括部署設置 運営状況の確認

と継続的改善
4)目標管理の有効性の向上 品質マネジメントシステム再構築とその運用

5) 品質に関わる監査の強化 外部コンサルタント指導のもと、
品質統括部監査の設計

監査規程策定
品質統括部監査

監査計画作成

6) 通報・連絡体制の整備 品質問題発生時の連絡規程策定、
通報体制整備 運用  継続して実施

7)グループ会社の統制 所管カンパニーの品質保証統括部署によるグループ会社の
品質運営状況の把握、管理監督の強化  統制強化

Ⅴ. 基盤強化

1) 品質に関わる経営資源の投入を
確実に行うための対応

経営資源の妥当性評価に
関わる規程策定、現状調査

品質部門の増員、
質の強化および再配置

ローテーション
人材育成

2) 人の関与を排した
品質システムへの移行

検査結果のオンライン取込等の
必要な品質システム調査、検討

 設備投資計画策定、
一部実行  計画実行
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