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UBEは2019年6月、監査役会設置会社から監査等委員会設置会
社へ移行しました。経営者への権限移譲を進め、経営の機動性を
高めるとともに、取締役会の監督機能を強化しています。取締役

9名のうち、社外取締役が4名を占めており、第三者の視点を取り入れたガバナンスによる企
業価値向上を目指しています。

●

東： 執行の詳細より、その背景や方向性などの説
明にもっと時間を使ってほしいとお願いしていま
す。実際、そのように変化してきています。また、
この業界の環境変化は非常に速いので、環境変
化を正確に捉えて、それに対応しようとしている
かどうかも重要です。中期経営計画を一部変更
せざるを得ないような環境変化も起こり得ます
ので、その点の説明も求めています。社外の人
間だからこそ、変化に敏感になれると思います。

照井： 社外取締役のバックグラウンドや経験は
異なっていますので、それらを背景とした観点
から、企業価値の創造につながる適切で誠実な
助言や発言をしていくことが社外取締役の役割
だと思っています。

̶

UBEグループの成長のため、社外取締役へ何
を期待しますか。

●

上迫： 成長という観点では、監督者として企業
価値向上に貢献してほしい、この一言につきま
す。細かい話を追求するのではなくて、全体感
として経営の本質にあたるような部分について
的確な助言をしてほしいと思います。

木村： 社外取締役の方に一番求めるのは、多様
性です。特に化学分野は顧客の範囲が非常に
広いので、それが大きなチャンスであると同時
に、環境の変化を見落とすリスクもあると思い
ます。貴社には企業経営という重要な経験を持
つ社外取締役の方も多いので、多様な視点から
の意見、監督が期待できると思います。

山本： 多様性は非常に大事です。UBEの社外取
締役はそれぞれの出身分野が異なっているた
め、取締役会での意見、知見は非常に有益です。

ESG
UBEグループはGHG排出量が多い会社です
が、これについて、取締役会ではこれまでどの

ガバナンス体制・社外取締役の
位置づけ

監査等委員会設置会社への移行について、
機関投資家はどのように受け止めていますか。
また、ガバナンスの観点から、社外取締役に何
を期待していますか。

●

木村（以下、敬称略）： 制度的な部分では、監督
と執行がしっかりと分離されてモニタリングが
強化されますので、大きな前進であると思いま
す。また、監査等委員会設置会社への移行に呼
応する形で、カンパニーが３つに集約されたこ
とで、より選択と集中がしやすくなっており、実
効性が伴うのではないかと期待しています。

上迫： 重要なのは取締役会の実効性がいかに
担保されるかということだと思います。昨年度
の統合報告書の中でも当初の狙いなどを対談
ページでしっかりと説明されており、今回の監
査等委員会設置会社への移行についてはポジ
ティブな改善であろうと期待しています。監査
の形式が変わり、内部統制システムへの依存が
大きくなりますので、監査等委員によって、内部
統制システムが機能しているか、しっかりと
チェックされることも期待しています。

山本： この1年で変化したのは、取締役の意識
です。企業価値をどう上げるか、という１点で説
明を執行側に求める。執行側は経営の自由度
が増す一方で、取締役会に対してはしっかりと
説明するというプレッシャーもかかる。その説
明についても、目先の経営は任せるから、中
期、長期はどうするのか、という点を株主の代
理として取締役が聞く、という姿勢なので、議論
の中身が1年前とはだいぶ変わってきました。

攻めのガバナンス
成長への取り組み、中期経営計画「Vision UBE 
2025 ‒Prime Phase‒」の目標達成に向け、社
外取締役はどう貢献していますか。

価値創造と持続的な成長を支える基盤：ESG

コーポレート・ガバナンス座談会

1991年
野村證券投資信託委託（株）
（現 野村アセットマネジメント（株））入社
企業調査部アナリスト
1993年
運用部ポートフォリオマネージャー
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野村アセットマネジメント（株）
企業調査部アナリスト
（現在に至る）

2001年
住友信託銀行（株）入社
2009年
住友信託銀行（株）株式運用部
株式アナリスト
2012年
三井住友信託銀行（株）株式リサーチ部
株式アナリスト
2015年
三井住友信託銀行（株）リサーチ運用部
素材チーム長
2018年
三井住友信託銀行（株）リサーチ運用部
素材チーム長 兼 インフラチーム長
2018年
三井住友トラスト・
アセットマネジメント（株）
リサーチ運用部素材チーム長 兼
インフラチーム長
（現在に至る）

木村 光宏（きむら みつひろ）氏 
プロフィール

上迫 和也（うえさこ かずや）氏 
プロフィール
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ような議論があったのでしょうか。また、今後は
目標達成に向けて、どのようにモニタリングし
ていくお考えですか。

●

照井： 取締役会においても、地球環境問題はた
びたびUBEグループの重要な課題として議論
されています。石炭に対する逆風が吹いている
中、石炭事業をどうしていくかは非常に重要な
課題です。どのような時間軸で対応するかはま
だ結論が出ていませんが、方向性を定め、適切
に対応していきます。
　セメントは社会に不可欠なものですが、生産
プロセス上、どうしてもCO2が発生します。でき
るだけ排出量を減少させていく取り組みは当然
必要ですし、UBEグループは業界の中でも、他
社よりも進んでCO2の排出量削減に取り組ん
できたと思います。
　一方で、環境貢献型の製品・技術もたくさん
生み出していますので、それらを伸ばしていく
ことで、地球環境問題に貢献していくことが可
能です。このように、ESGのEの部分については
重点的、精力的な取り組みを行っています。

東： 地球環境問題は優先度の高い課題です。取
締役会でも何回も議論を重ねています。個々の
事業レベルでは、環境負荷が少ない代替材料、
代替プロセスの採用、資源のリサイクルなど、さ
まざまな工夫をしています。しかし、事業ポート
フォリオのバランスを変えていくことも含めて
検討していかないと、パリ協定など地球的な規
模でのGHG削減の目標値を達成するのは難し
いと思います。

̶

ESGのEに関して、UBEグループに期待するこ
とは何ですか。

●

木村： CO2の問題は貴社にとって最大の脅威で
す。一方で、これはチャンスにもなり得ると思い
ます。CO2排出にはエネルギー起源と製造プロ
セスに起因する非エネルギー起源のものがあ
りますが、特に、非エネルギー起源のCO2排出
は、今後大きな技術の進展がなければ、なかな
か解決できる問題ではありません。その大きな
技術の変化を誰が担うのかというと、貴社が担
う部分は非常に大きいと思います。こうした点
も長期の取り組みとして世の中に強くアピール
していただきたいと思います。

上迫： 私も環境面での課題は非常に重要だと理
解しています。投資先とのエンゲージメントに
よって、GHGを削減していくような取り組みを
進めていきたいと考えています。個別の会社に
対しては、再生エネルギーを使う、使用原単位
を削減する、事業ポートフォリオを入れ替える、
といった取り組みをお願いしています。また、
CO2排出の問題は必ずしも生産者だけではな
くて、製品・サービスを受ける側も含めた人類
全体で取り組むべき課題だと考えています。で
すから、問題を押しつけられるのではなくて、業
界団体と協業しながら対処していってほしいと
考えています。

山本： UBEグループにとって、ESGの観点ではE
が一番大きなテーマになりますので、環境負荷
を減らすことは、イコール成長戦略そのもので
す。そういう認識がやっと共有化されてきまし
た。従来の製造プロセスを変えることは、単独の
会社ではとてもできません。他業界とも協業し、
いろいろな技術を持ち寄って、みんなで実現し
ていく。UBEグループにとっての一つの使命か
と思います。

守り
取締役会の実効性の確保・向上に関して、評価
方法は適切だと思いますか。評価会議では、ど
のような議論が行われていますか。

●

照井： 取締役会の実効性の評価会議メンバー
は、非執行の取締役、具体的には山本会長、山
元取締役監査等委員と４名の社外取締役全員
で、執行側の取締役が入っていないのが特徴で
す。評価会議では、取締役会の構成、運営方法、
内容、攻めと守りのガバナンスが取締役会でど
ういう観点で議論されているか、経営の執行の
監督も取締役会が適切に行っているか、という
観点で評価しています。調査方法は、まずアン
ケート調査を行い、その結果を評価会議で議
論・評価するプロセスになっています。

山本： アンケートの調査結果をみての議論は社
外取締役の方々が主体です。また、UBEは（社）
日本取締役協会に入っており、実効性評価も他
社の事例などを勉強し、良い点は取り入れてい
ます。こうした点も踏まえると、現状は客観的な
評価を行っていると思います。
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̶

指名委員会、報酬委員会では社外取締役が委
員長を務めていますが、指名および報酬決定プ
ロセスとその関わり方を教えてください。

●

照井： 指名委員会、報酬委員会の特徴は、両委
員会とも社外取締役が２名、社内の非執行の取
締役が１名で、社外のメンバーが多数であると
いう点と、社外取締役が委員長を務めるという
点にあります。社長はいずれの委員会のメン
バーでもありません。社長が原案を作成、説明
し、委員会のメンバーが指摘、質問、助言などを
行い、委員会で決定します。

山本： 社外取締役には深く関わっていただいて
います。昨年の役員報酬制度の改定の際も、報
酬の仕組みなどについて社外取締役の指摘が
反映されています。

上迫： 守りという観点で、社外取締役の方に一
番期待しているのは、報酬と指名です。そこで
しっかりと監督機能を果たしてほしいと考えて
います。

木村： 貴社は報酬の基準が明確に開示されてお
り、しっかりとした目標が定められていると思い
ます。その意味で、報酬の基準の中に利益目標
などだけではなく、ESGの観点も盛り込まれてく
ると、貴社の目指すことと報酬がリンクしている
ので本気で取り組んでいることが明白になりま
す。貴社が具体的に取り組もうとしていることが
報酬の基準に入っていることをアピールされた
ら、外からの信頼感がさらに高まると思います。

山本： 報酬制度を改定した際、年次・中長期そ
れぞれの評価基準に定性的なものを増やして
います。従来は社長の評価基準は経営数値が
すべてでしたが、そこにESGなどの定性的な評
価も加えています。

課題
UBEグループのガバナンス・成長についての
評価、課題をどうお考えですか。

●

照井： 昨年、監査等委員会設置会社へ移行し、守
りを固めつつ、経営のスピードも速めていく体制
にしましたので、これを実効性あるものにしてい
くのがUBEグループのガバナンスの一番の課題

です。成長という点では、化学分野を中心に成長
の種を蒔き、育てていくことが大きな課題です。
グローバル化の推進、ポートフォリオの見直しや
成長のためのM&Aも積極的に取り組んでいく
必要があります。

東： UBEグループの製品である素材と最終的な
マーケットとの間には相当な距離があります。環
境の変化がとても激しい中で、変化に気づきにく
いという距離のハンディキャップをいかに埋めて
いくかが今後の大きな課題です。また、サプライ
チェーンが広くかつ深いので、サプライチェーン
全体のガバナンスを保っていくのは非常に大変
です。ここも今後強化していくことが必要です。

木村： 投資家の立場から見て、貴社に投資する
ときに一番悩ましいのはCO2の問題です。た
だ、これはビジネスチャンスでもあります。時間
をかけながら、ぜひ成長に結びつけていってほ
しいと思います。そのための土台作りとして、監
査等委員会設置会社へ移行されましたし、３カ
ンパニー制にすることで選択と集中がしやすく
なりました。この１年で想定を上回るスピードで
土台作りはできました。その成果の一つとして、
建設資材カンパニーで、セメント事業の大きな
再編の動きが出てきました。課題も多いかもし
れませんが、チャンスも多い中で、この1年のス
ピード感をぜひこのまま続けていただいて、変
化し続けているUBEグループを見せていただ
きたいと期待しています。

上迫： 弊社では成長性を見るために非財務情報
が大事であると考えており、MBISという枠組み
を作っています。「Mマネジメント」、「B事業基
盤」、「I市場動向」、「S事業戦略」の４つの切り口
です。東証第一部のうち500社を対象に、合計
20ポイントで評価しています。貴社の評価は
11.5点で、500社の平均より少し下です。減点
評価は、CO2排出量が多く、排出量の減少幅と
今後の計画について物足りなさがあった点です。
一方、戦略実行力を加点評価しています。私は
戦略実行力を支えるのは「人」だと考えており、
さまざまなコンタクトを通して、御社には魅力的
な方がたくさんおられると感じています。持続
的成長に向けて、皆さんの力を結集していただ
きたいと考えています。

山本： 本日はありがとうございました。
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