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　三菱ガス化学は社会的な存在として、株主の皆様をはじめとする全てのステークホルダーの期待に応えるため、実効性
のあるコーポレート・ガバナンス体制の運用に努めるとともに、継続的な強化・充実を図っています。

基本的な考え方

基本方針
（1）株主の権利・平等性を確保します
（2）株主以外のステークホルダーと適切に協働します
（3）適切な情報開示と透明性を確保します
（4）取締役会などの責務を適切に果たします
（5）株主と建設的な対話を行います

コーポレート・ガバナンス

　三菱ガス化学は監査役会設置会社であり、業務執行
については、執行役員制を導入し、経営の意思決定・監
督機能と業務執行機能を明確に分離しています。取締役
会は経営の基本方針、法令・定款で定められた事項やそ
の他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執
行を監督する機関として位置付け、業務執行機能は執行
役員が担うこととしています。会社に重要な影響を及ぼす
事項については、経営方針を審議する経営会議及び具
体的実行計画を審議する執行役員会で審議し、多面的
な検討を経て決定しています。更に、会社経営上の意思
決定や業務執行に当たっては、必要に応じて顧問弁護
士その他の専門家からのアドバイスを受けています。

　取締役会に付議すべき事項は、取締役会が定める取
締役会規則に規定しており、株主総会に関する事項、取
締役その他役員・取締役会に関する事項、計算等に関す
る事項、株式等に関する事項、重要な業務執行に関する
事項、その他法令、定款に定める事項、取締役会が必要と
認めた事項となっています。経営陣は取締役会の監督の
下、会社の経営方針に即した事業遂行を行っています。
　また、監査役は、取締役会のほか、執行役員会などの
重要な会議への出席、各部門の監査、子会社の調査など
を行い、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の
把握に努め、意思決定の合理性、法令及び企業倫理遵
守の確保のほか、業務執行状況の監査を行っています。

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレート・ガバナンス体制の基本情報

組織形態 監査役会設置会社

取締役会の構成
　取締役の任期
　取締役会の議長
　任意の諮問委員会の設置

12名（うち社外取締役4名）
1年
会長
報酬・指名委員会：6名（会長、社長、社外取締役4名）

監査役会の構成 4名（うち社外監査役2名）

独立役員の人数 6名

業務執行体制
　経営会議の構成
　執行役員会の構成

執行役員制
8名（会長、社長、常務執行役員6名）
22名（会長、社長を含む全執行役員）

買収防衛策の導入 なし
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締役会に付議するに先立ち、報酬・指名委員会に諮るこ
ととしています。
　なお、これら選解任・指名では、当該職に相応しい社
内外での職務経験・知識や職責に相応しい品格・倫理
観等を有しているか、法令・定款・社則違反がないかと
いった選定基準に照らして判断しています。

取締役・監査役に対するトレーニング
　当社では、新任の取締役・監査役に対して、当該職の
役割、責任と義務などの理解を深めるための、会社法を
はじめとした関係法令などの外部セミナーの受講を必須
としています。また、必要に応じてその他の取締役・監査
役も含めた役員には、コンプライアンス、リスク管理、内部
統制、関係法令などに関する外部セミナーの受講機会を
設けるほか、関係する書籍配付なども行っています。
　また、毎年、業務執行取締役・執行役員が全員参加す
る研修会を開催し、グループ討議などを通じて経営課題
を共有するほか、適宜、外部の有識者を招き、改正法令
や時事問題などに対する理解を深めます。
　監査役は、自ら選定した外部セミナーの受講や監査役
内での勉強会などを通じ、関係法令、監査手法、財務会
計知識などを習得することで、監査品質、実効性の向上
に努めています。

取締役会の実効性評価
　2020年度の取締役会の実効性を評価するために、
「会議としての取締役会」「組織としての取締役会」「総
合評価」について、取締役、監査役を対象にアンケートを
実施し、その集計結果及び寄せられた意見等をもとに、
取締役会で議論を行いました。
　その結果、CSRに関する各種事項も含めた経営上の
重要な課題等について活発な議論が行われており、職務
執行状況報告も充実したものが適切に実施され、実効性
のある監督や情報の共有がなされていると評価していま
す。このように一定の水準にあるものと認識しているもの
の、社外役員の更なる理解向上やより深い議論のための
施策等について引き続き検討していきたいと考えます。
　今後とも向上の余地を指摘された事項等を中心に必
要な見直しを進めていきます。

報酬・指名委員会
　報酬・指名委員会は役員報酬に係る委員会と経営陣
幹部の指名に係る委員会の双方の機能を担う委員会で
あり、その過半数が独立社外取締役で構成されていま
す。取締役会が会長・社長を含む経営陣幹部の選解任と
取締役・監査役候補の指名を行い、また、役員報酬に係
る方針、年間総額、配分の決定を行うに当たっては、取

グループ会社

監査

監査・監督選定・解職

三菱ガス化学の内部統制システムを通じた監査・管理・指導

調査・報告・監査

監査

選任・解任
選任・解任

臨時組織として
適宜編成

取締役会

報酬・指名委員会

会長
社長

監査役会
監査役

経営会議
執行役員会

管理部門・事業部門

会計監査人

内部監査室

内部統制リスク管理委員会

内部統制関連の主な委員会

危機対策本部
コンプライアンス委員会

株主総会

クライシス対応 業務執行

コーポレート・ガバナンス、リスク管理体制図



三菱ガス化学株式会社63

て説明を求め意見を表明しています。また、業務の執行に
関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人にその説
明を求めています。更に、監査において適切な判断を行う
ため、当社から独立している弁護士などの専門家を利用
することができます。
　また、定期的に社外取締役と監査役会との間で意見・
情報の交換を行うことにより、社外取締役と監査役会と
の連携を図っています。

監査役に対する情報提供及び支援体制
　監査役の職務を補助するため、取締役の指揮命令に
服さない専任の使用人を配置しています。同使用人は、
監査業務の遂行を事務的に支援するほか、監査役会の
事務局として監査役間の連絡・調整を行っています。
　監査役は、取締役と定期的に意見を交換するほか、取
締役及び使用人から、定期的または重要な事項について
は速やかに業務執行状況などの報告を受け、必要に応じ

いるものと考えています。
　また、当社は、社外役員（社外取締役及び社外監査
役）の公正かつ客観的な経営監視機能を確保するため、
その選任に当たっては独立性に留意し、東京証券取引
所所定の独立性に関する判断基準に則した、一般株主
と利益相反の生じるおそれのない者を選任することとして
います。
　当社では、独立役員の資格を充たす社外役員を全て
独立役員に指定しています。

　三菱ガス化学は、基礎化学品から高機能材料まで幅
広くグローバルに事業を展開しており、経営判断に当たっ
て高度の専門性が求められることから、当社事業や当社
経営管理に精通した社内出身者を中心に、株主をはじ
めとするステークホルダーの視点から助言・監督を行う複
数の独立社外取締役を加え、取締役会全体として知識、
経験、能力その他多様性をバランス良く備えるよう努める
こととしています。
　当社では、現在12名（うち独立社外取締役４名）の取
締役が就任しており、概ね適正な規模と実効性を有して

多様な視点の導入

当社では、次の事項のいずれにも当てはまらない場合に、独立役員の資格を充たすものと判断しております。

1. 本人が次のいずれかに当てはまる。
・現在又は過去において、当社グループ＊1の業務執行者＊2である。
・現在又は過去５年以内において、当社の大株主＊3又はその業務執行者である。
・現在又は過去５年以内において、主要な取引先＊4の業務執行者である。
・現在、当社グループとの間で社外役員の相互就任の関係にある法人等団体からの派遣である。
・現在又は過去５年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。
・ 現在又は過去３年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬＊5

を得ている。
2. 近親者＊6が次のいずれかに当てはまる。
・現在又は過去５年以内において、当社グループの重要な業務執行者＊7である。
・現在、当社の大株主又はその重要な業務執行者である。
・現在又は過去５年以内において、主要な取引先の業務執行者である。
・現在又は過去５年以内において、当社の法定監査を行う監査法人に所属している。
・ 現在又は過去３年以内において、当社グループに法定監査以外のコンサルティング業務を提供して高額の報酬を
得ている。

3.  その他当社グループとの間に重要な利害関係があり、独立役員としての職務を果たせないと合理的に判断される
事情を有している。

＊1 当社グループ：当社及び当社の関係会社をいいます。
＊2 業務執行者：業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員、又は使用人をいいます。
＊3 大株主：発行済株式総数の10%以上を直接又は間接に保有する株主をいいます。
＊4  主要な取引先：過去3年継続して連結売上高の２％以上を占める取引先をいいます。ここでの「連結売上高」は、当社グループが売り手の場合は
当社の連結売上高、買い手の場合は相手方の連結売上高を参照します。

＊5 高額の報酬：個人の場合は年間1,000万円以上、法人等団体の場合は連結売上高または総収入金額の2％を超える報酬をいいます。
＊6 近親者：配偶者、二親等内の親族又は生計を一にする利害関係者をいいます。
＊7 重要な業務執行者：業務執行取締役、執行役員その他の、業務を執行する役員をいいます。

社外役員の独立性に関する基準
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的成長を図るインセンティブを与えることを目的としてい
ます。 
　これらの報酬のほかに、株主総会の決議を経て相当と
思われる金額を賞与として支給することがあります。
　なお、業務執行から独立した立場にある社外取締役に
対しては、固定の基礎報酬のみを支給します。 
　年間の取締役報酬総額は、会社業績、世間水準、従業
員給与の動向等を総合的に検討し、報酬・指名委員会
に諮った後、取締役会で決定します。また、個人別報酬の
配分については、当社の全体を俯瞰しつつ各取締役の
評価を行うには取締役社長が最も適しているとの判断か
ら、取締役会が取締役社長に一任しており、取締役社長
は報酬・指名委員会での報酬配分の議論を踏まえて決
定しています。
　以上の方針については、その過半数が社外取締役で
構成される報酬・指名委員会に諮った後、取締役会で決
定します。

監査役の報酬
　監査役の報酬は、株主総会の定める額の範囲内にお
いて、監査役の協議にて決定しており、固定の基礎報酬
のみで構成されています。

取締役の報酬等の決定方針の内容及び決定方法
　三菱ガス化学の取締役に対する報酬は、社外取締役
を除いて、年額報酬及び譲渡制限付株式報酬で構成し
ています。
　年額報酬はその役位・職責に応じた固定の基礎報酬
に会社業績の各種指標を考慮した業績報酬から構成さ
れ、支給方法は月額に分割の上、毎月支給するもののほ
か、一定割合については積立型退任時報酬として年度ご
とに積み立てて役員退任時に支給されますが、本人の業
績その他の理由によって、減額措置を講じる場合があり
ます。業績報酬は、会社業績に対するインセンティブとす
ることを目的に、経常利益等を指標として、実績金額や達
成度などを基礎に決定しています。また、長年にわたって
研究開発、製造プロセス開発、市場開発等の様々な過程
を経て各事業の収益化に至るといった当社の事業特性
上、年額報酬は基礎報酬を主としながら、３割程度の業
績報酬を概形的な目安としています。
　譲渡制限付株式報酬は、取締役に対して自社株式を
付与するための報酬を年度ごとに一括して支給するもの
で、その役位・職責に応じた一定数量の株式を付与しま
す。その株式に譲渡制限を付して一定期間保有させるこ
とにより株主と価値を共有することや、企業価値の持続

役員報酬

2020年度の役員報酬等の総額

役員区分 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（人）基礎 業績 譲渡制限付株式

取締役
（社外取締役を除く） 444 294 120 29 11

監査役
（社外監査役を除く） 53 53 － － 3

社外役員 70 70 － － 6

計 567 418 120 29 20

※  上記の取締役に係る譲渡制限付株式報酬の額には、譲渡制限付株式報酬に係る費用の当事業年度計上額を記載しています。
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役員一覧 （2021年6月25日現在）

取締役

監査役

倉井 敏磨
代表取締役 会長

北川 元康
取締役 常務執行役員 
コンプライアンス担当、
経営企画管掌、内部監査室担当、
CSR・IR担当

木村 高志
常勤監査役（社外）

藤井 政志
代表取締役 社長

加藤 賢治
取締役 常務執行役員
研究統括管掌、
知的基盤センター担当

佐藤 次雄
取締役（社外）

稲政 顕次
常勤監査役

稲荷 雅人
取締役 常務執行役員
生産技術管掌、環境安全
品質保証・原料物流担当

香坂 靖
取締役 常務執行役員
機能化学品事業部門担当

広瀬 晴子
取締役（社外）

水上 政道
常勤監査役

有吉 伸久
取締役 常務執行役員
内部統制リスク管理担当、
総務人事・財務経理管掌、
情報システム担当

長岡 成之
取締役 常務執行役員
基礎化学品事業部門担当

鈴木 徹
取締役（社外）

真鍋 靖
取締役（社外）

松山 保臣
非常勤監査役（社外）

独立

独立 独立 独立独立

独立

独立  東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員
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リスク管理

　三菱ガス化学では、全ての部署で自律的にリスクの状
況を把握し、優先順位をつけてリスク低減策を講じてお
り、内部統制リスク管理担当役員を長とする「内部統制リ
スク管理委員会」が各部署を指導・監督するとともに、全
社的に取り組むべき問題などを審議しています。
　当社の事業の中心は製造業ですが、事業遂行に伴うリ
スクとしては製造に限らず様々な分野のリスクが考えられ、
これらのリスクを業務執行・内部統制体制の中で発見・評
価し、適切な対策を講じるとともに、重大なリスクが顕在化
した場合は、社内規定に沿って適宜臨時組織（危機対策
本部）を編成し、対応することとしています。

　グループ各社が自律的にリスク管理活動に取り組むこ
とを基本としていますが、三菱ガス化学は各社の取り組
み状況を調査して情報交換するとともに、リスク管理活動
の更なる充実を要請しています。また、各社を所管する当
社の担当部署で情報を共有して必要に応じて対応し、中
でも影響度が大きいリスクについては内部統制リスク管
理委員会で検討することとしています。

　三菱ガス化学では、重要な製品・事業について当該事
業部門がBCPを策定しています。
　各事業部門では、お客様への影響が大きい基幹材料
の供給責任を果たすため、リスクが発生した際に事業を
停止させない、もしくは停止してもその影響を最小限に抑
えるための防災・減災対策を施すとともに、いかなる原因
によるものであっても事業継続のための要件が失われた
際に確実かつ速やかに復旧させるためのマニュアル等を
策定しています。具体的には、製品・事業の特性に合わせ、
「製造拠点の複数化（製品によっては国を超えて）」「在
庫の積み増し」「設備停止リスクの低減」等を実施してい
ます。

基本的な考え方 グループ会社のリスク管理

事業継続計画（BCP）の策定と実施

リスク管理推進体制

責任部署として個別のリスク、
危機事態に対処する。

リスク主管部署に協力して、
リスクの低減に努める。

委員長：内部統制リスク管理担当役員
副委員長：社長が指名した取締役
委員：経営企画部長、研究統括部長、総務人事部長、

情報システム部長、環境安全品質保証部長
オブザーバー：監査役

内部統制リスク管理委員会

事務局
（総務人事部総務グループ）

社長

リスク主管部署

リスク関連部署

　三菱ガス化学グループでは、「リスク」を、その顕在化によ
り人的被害、物的被害、機会損失、風評被害等が発生し、
最終的に会社に経済的損失をもたらす可能性または危
険と捉えており、平時並びに緊急時においてリスクの管理
を行う体制を構築しています。具体的には、「内部統制リス
ク管理基本規程」を定め、リスク管理及びリスク対応に際
しての基本方針を定めるとともに、社長直轄の決定機関と
して、内部統制リスク管理担当役員を委員長とする「内部
統制リスク管理委員会」を設置しています。当該委員会は、
リスク管理制度等に係る方針、施策、計画に係る事項、事
業及び業務に関するリスク管理に係る事項及びこれに付
随する指導、指示、監督に係る事項、事業継続計画策定
に関する指導、指示、監督に係る事項などを決定します。ま
た、リスク管理に関する状況は定期的に取締役会に報告
が行われています。
　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響
を及ぼす可能性のあるリスクとして考えられる主な事項とし
て、後述の①から⑪までのものがあります。これらはいずれ

も、有価証券報告書提出日（2021年6月25日）現在におい
て、顕在化の程度、時期、具体的な影響等を見積もること
は困難であるものの、起こり得るものとして当社グループが
判断したものです（ただし、必ずしもあらゆるリスクを網羅し
たものではありません）。
　なお、中期的には、当社グループは気候変動に由来する
リスクへの対応を、事業継続に影響を与える重要な経営課
題と捉えています。異常気象、台風の大型化、洪水など気候
変動に由来する自然災害の甚大化により当社グループの
製造拠点の操業継続、あるいは物流ほかサプライチェーン
が影響を受ける可能性があることに加え、世界規模で想定
される、原燃料価格の高騰、気候変動対策としての炭素税
の導入や更なる環境対策設備の導入要請への対処が必
要となるなどの可能性もあります。
　当社グループでは、気候変動問題について次のような取
り組みを始めています。すなわち、2019年5月に「気候関連
財務情報開示タスクフォース」（TCFD）の提言に賛同し、気
候変動が当社グループに及ぼすリスクと機会について、当

事業等のリスク （2021年6月25日現在）
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社内に設置した気候変動対応専門委員会で検討・評価
し、これを、取締役会メンバーで構成され社長を議長とする
CSR会議において審議・承認しています。2℃シナリオ、4℃
シナリオによる分析を通じて、これらによるリスクを低減する
とともに、リスクを事業上の機会とできるよう、レジリエンスを
強化していきます。
　そのほか、海洋プラスチック問題に代表されるように、プ
ラスチック使用後の処理・再利用における問題が世界的に

認識されつつあります。当社グループは、リサイクル、循環を
念頭に、リサイクル技術の開発、リサイクルが容易な素材の
技術開発、分解しやすいバイオプラスチックの開発などを進
めるほか、当社グループ製品を顧客が使用した際に発生す
る廃材について、自ら回収・リサイクルするなど取り組みを
進め、また、業界団体での同種の取り組みにも積極的に参
画するなどして、この問題に対応しています。

① 事業特性に関するリスク
リスクの内容  当社グループの事業の中心は製造業であり、その製

品の多くは顧客の事業活動に用いられる原材料や資材・薬剤であるこ
とから、製品販売先の国、地域の経済状況の影響を受けます。特にメタ
ノール、メタノール誘導品、汎用芳香族製品や汎用ポリカーボネート樹
脂等の市況製品では、一般的に、景気後退局面において販売数量の減
少、販売価格の下落等が起きやすく、当社グループの業績及び財務状況
に悪影響を及ぼす可能性があります。
　一方、特殊品・高付加価値製品においても価格、品質、機能、納期、カ
スタマーサービス等の面で競争しており、機能を代替する製品の出現な
ど競争の水準が上がることで、当社グループの業績及び財務状況に悪影
響を及ぼす可能性があります。たとえば、エレクトロニクス業界を主な顧

客としている電子材料関連製品等は、一般的に製品寿命が短く、常に技
術革新競争にさらされているため、既存製品の陳腐化や新規製品開発
の遅延によって、売上高が減少する可能性があります。また、当社グルー
プの製品の中には、特定の顧客に対してのみ販売しているものがあり、顧
客が当該製品の使用を中止することにより、売上高が減少する可能性が
あります。
　当社グループは、原料キシレン等の原材料や電力等を外部から購入し
ており、必要な原材料等が調達できなくなると製造活動に支障が出る可
能性があるほか、価格が急騰した場合にも当社グループの業績及び財務
状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

主な取り組み  当社グループは、新しい製品・製造プロセスの開発や既存製品・製造プロセスの改善・改良を実現すべく基礎研究・応用研究に取
り組むとともに、新たな市場、事業分野の開発にも取り組んでいます。また、開発部門なども含めた顧客との密接な情報交換に努めるとともに、長期供
給契約の締結などによりリスクの低減を図るほか、原材料等の購買においても、複数の供給元からの調達や長期購買契約の締結などによりリスクの
低減を図っています。

② 海外事業に関するリスク
リスクの内容  当社グループは、アジア、北米、南米、中東等に現地

法人を設立し、製造販売活動を行っていますが、各国の情勢によっては、
自然災害、戦争等、インフラの障害、感染症の拡大、その他予期せぬ事態
による政情不安、社会的、経済的混乱等により、事業活動のみならず、利

益配当の送金等が困難となる可能性もあります。そのほか、法制の違い
の問題、外国政府による投資等への制限や資産の国有化・収用の可能
性、人事・労務問題等のリスクがあり、当社グループの業績及び財務状
況に悪影響を及ぼす可能性があります。

主な取り組み  当社グループは、可能な限り効果的かつ速やかな対応を可能とするべく、現地に派遣している役職員、合弁相手、関係当局その他か
らの情報収集に努めています。

③ 合弁事業に関するリスク
リスクの内容  当社グループは、日本国内はもとよりサウジアラビ

ア、ベネズエラ、タイ、中国、韓国、トリニダード・トバゴといった海外にお
いても製造合弁会社を多数有し、メタノール、合成樹脂、その他の各種製
品を調達・販売しています。これら合弁相手は当社グループの支配下にあ

るわけではないため、合弁相手が当社グループや合弁事業にとって最良
の意思決定をするという確証はなく、合弁が維持されないなどの事態が
生じた場合には、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可
能性があります。

主な取り組み  当社グループは、これまで築き上げてきた合弁相手先との良好なコミュニケーションの維持・強化を図り、目標・目的の共有や関係
維持に努めるとともに、合弁契約その他の事業関連契約等によりリスクの低減を図っています。

④ 製品の品質に関するリスク
リスクの内容  当社グループの製品の多くは顧客の事業活動に用い

られる原材料や資材・薬剤であり、顧客と合意した規格に沿った製品を
製造しています。しかしながら、万一、品質上瑕疵ある製品が販売された
場合、当該製品を用いた顧客や最終製品の使用者等における直接的損

害のみならず、機会損失に対する補償の必要が生じたり、当社の社会的
信用が損なわれたりするなどして、当社グループの業績及び財務状況に
悪影響を及ぼす可能性があります。

主な取り組み  実際には当社グループの製造拠点のほとんどは世界的に認知された品質管理基準に基づき製造活動を行っていますが、万一のリス
クに対処するため、生産物賠償責任保険をはじめとした賠償責任保険を付保するほか、必要に応じ、顧客との契約によって責任範囲を明確化するなど
の対応を行っています。

⑤ 自然災害、事故等に関するリスク
リスクの内容  当社グループは、国内外に多数の製造拠点を有して

おり、これら拠点において地震、風水害等の自然災害や戦争、テロ・暴
動、ストライキ、通信インフラの障害、新型コロナウイルスその他の感染
症の拡大、設備のトラブルや人為的ミス、その他予期せぬ事態の影響に
よって製造活動が停止する可能性があります。当社グループでは危険性
を有する化学物質を日常的に取り扱っていることから、爆発、火災、有毒
ガスの漏洩等の事故が発生し、製造設備や従業員に被害が生じたり、当

該製造拠点周辺や顧客に損害を与えたり、環境汚染等が生じるといった
可能性を完全には排除できません。また、当社グループの製造拠点の多
くは複数の製造設備を有し、それらが電気、用水、スチーム等のユーティ
リティー設備を共用していることから、当該設備が停止すると、製造拠点
全体の製造活動が停止する可能性があります。このような事態が生じた
場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。
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主な取り組み  当社グループは、環境安全マネジメントシステムに基づく継続的改善を図る中で、リスクアセスメントの強化や安全教育の徹底によ
り保安防災体制構築に最善を尽くしながら製造設備の維持、安定操業に努めることはもちろん、事業継続計画の策定や海外も含めた製造拠点の複数
化にも取り組んでいます。加えて、火災保険、利益保険、油濁保険、賠償責任保険といった各種の保険を付保するなどの対応を行っています。
　また新型コロナウイルス感染症に関しては、危機対策本部を速やかに設置し、迅速に対応してきました。現在も、従業員とその家族、お客様をはじ
めとするステークホルダーの安全確保のため、Web会議の全社的な積極利用等により接触機会を減らすほか、本社等においては在宅勤務体制を整備
の上、変化する感染状況に合わせて逐次出勤体制を調整するとともに、工場等においては事業所ごとに具体的な実務に即した感染対策を徹底してい
ます。

⑥ 情報セキュリティに関するリスク
リスクの内容  当社グループは、事業活動上必要な機密情報及び個

人情報を保有するとともに、ビジネスにおけるデジタル化の進展に伴い、
各種情報システムを利用して事業活動を行っています。これらの情報の

漏洩や情報システムのトラブル、サイバー攻撃や悪意ある第三者による詐
欺行為等が発生した場合、当社グループの事業活動及び業績に悪影響を
及ぼす可能性があります。

主な取り組み  当社グループでは、情報セキュリティ体制を整備し、各種ガイドラインに準拠すべく社内規程の整備、従業員に対する教育を行い従
業員のリテラシー向上を図るとともに、一定の情報セキュリティレベルの確保を図るべく、継続的な取り組みを行い、向上に努めています。

⑦ 事業投資その他各種投資に係るリスク
リスクの内容  当社グループは、事業成長の実現や競争力の強化等

のために設備投資や研究開発投資を行い、既存事業の強化や将来の市
場ニーズに合致する新規事業の創出に注力しています。また、国内外にお
いて、合弁会社を含む新会社の設立や出資等、更には既存の会社の買収
などの事業投資を実施し、今後も実施することがあります。

　これらの投資がその額に見合う収益を得られない場合や、保有する
有価証券の評価額が大幅に下落した場合などには、固定資産の減損損
失、有価証券評価損、持分法による投資損失等の損失が発生するなど、
当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

主な取り組み  当社グループは、投資に際して社内審査体制を整備・運用しているほか、その内容に応じて事業の状況等を適宜確認し、関係部門
が適切な対策を講じるべく努めています。

⑧ 為替変動に関するリスク
リスクの内容  輸出入等の外貨建て取引においては、為替の動向に

よって、売上高の減少や損失の増大が生じるなど、当社グループの業績
及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
　また、当社グループの海外現地法人の現地通貨建ての財務諸表項目

は、当社連結財務諸表の作成のため円貨換算されており、換算時の為替
レートによって、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可
能性があります。

主な取り組み  当社グループは、外貨建て債権・債務に係る為替変動リスクに対し、社内規程に基づく先物為替予約取引等によって一定程度のリ
スクヘッジを行っています。

⑨ 資金調達・金利変動に関するリスク
リスクの内容  当社グループは、必要な資金の調達に際し、一定程

度、金融機関から借り入れ等を行っていますが、金融環境が急変した場
合などには、資金調達が困難になったり金利上昇によって支払利息が増

加したりするなど、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす
可能性があります。

主な取り組み  当社グループは、負債資本倍率、自己資本比率などを指標に一定の財務健全性を維持するよう努めるとともに、固定金利・変動金
利の適宜の組み合わせの実施や、金融機関などとの健全かつ良好な関係の維持に努めるなどしています。

⑩ コンプライアンスに関するリスク
リスクの内容  当社グループは、事業の特性上、毒劇物、危険物、高

圧ガス等の危険性を有する化学物質を取り扱い、製造、保管、流通、販
売等の各段階で、国内外を問わず法令等により種々の規制を受けていま
す。これらの規制を含めた法令・社会的規範を遵守できなかった場合の

刑事、民事または行政上の責任、是正コストや社会的制裁、信用の失墜
は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり
ます。

主な取り組み  当社グループは、環境規制等に対応する専門部署の設置のほか、コンプライアンス全般について、役職員にこれを意識づける各種
施策の実施や、内部通報制度をはじめとする体制を構築し、法令等の遵守に努めています。

⑪ 訴訟に関するリスク 
リスクの内容  当社グループの国内外の事業に関連して、将来訴訟

その他の法的手続が提起され、不利な結果が生じた場合には、当社グ
ループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。たとえ
ば、当社グループは、国内外において特許を出願し取得するなど知的財

産の保護を図るとともに、他者の権利を侵害しないようにも努めていま
す。しかし、これらに関して訴訟が生じ、当社の主張が認められなかった
場合、当社グループの業績や成長に悪影響を及ぼす可能性があります。

主な取り組み  当社グループは、事業に関連する各種法令を遵守するのはもちろんのこと、弁護士その他の専門家の協力も得ながら、適切な契約
の締結による権利義務の明確化、他者の権利の調査等、紛争の未然防止に努めています。
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コンプライアンス

　三菱ガス化学グループは、社会から信頼され、共感さ
れる企業を目指して、コンプライアンスを実践する体制の
整備・強化を図っています。
　当社グループでは、「コンプライアンス」を法令や社内
規則の遵守にとどまらず、企業としての社会的責任を認
識し公正で透明・自由な事業活動を行うこと、と広く捉え
ています。こうした考えの下、役職員の取るべき行動につ
いて「MGC企業行動指針」「MGCグループ行動規範」と
してまとめており、その内容は社会の変化も踏まえて適宜
見直しています。
　当社グループのコンプライアンス制度に関する方針、
施策、計画は、「内部統制リスク管理委員会」で決定して
います。また、コンプライアンス違反の個別事象に対応す
る組織として、社長直轄の独立組織である「コンプライア
ンス委員会」を設置しています。同委員会はコンプライア
ンス担当役員が委員長を務め、取締役（副委員長）、コン
プライアンス関係部署の長などで構成されています。
　同委員会による違反事象の調査、違反の認定、是正
措置、再発防止措置の策定、審議、勧告などの活動結果
については、社長、取締役会及び監査役会に報告し、コ
ンプライアンス違反事象に係る対応は所定の社内手続き
を経て実施することとしています。
　また、不祥事の未然防止と早期発見を目的に「コンプ
ライアンス相談窓口」を設置しています。社内窓口は内部
監査部門が務め、社外窓口は女性弁護士を含む複数の
専門弁護士が務めています。専門弁護士はコンプライア
ンス委員会への助言や各関係部門への教育などの役割
も担っています。

　窓口に寄せられた相談・通報のうち、重大なコンプライ
アンス違反の可能性があるものについては、直ちにコン
プライアンス委員会委員長に報告し、コンプライアンス委
員会は、事実関係を調査した上で、是正・再発防止など
の必要な措置を講じています。調査の結果や措置の内容
は、相談者・通報者にも報告しています。

基本的な考え方

　三菱ガス化学では、毎年10月を「企業倫理月間」とし、
社長から全事業所にコンプライアンスの推進を改めて呼
びかける通達を行うとともに、イントラネットを通じて、全
社員にコンプライアンス教育を実施しています。
　また、階層別教育にもコンプライアンス教育を取り入
れ、各々の役職に応じた教育資料を用いた研修を行って
います。
　そのほか、新興国をはじめ海外においてカルテルや不
正な利益供与などコンプライアンス上の問題への対応の
必要性が高まっていることを踏まえ、海外関係会社に役
員として派遣される社員へのコンプライアンス教育の充
実も図っています。

コンプライアンス教育 安全保障輸出管理への取り組み

　三菱ガス化学では、「MGCグループ行動規範」で、輸
出に関する法令や国際条約を遵守し、大量破壊兵器や
通常兵器の開発などに関連する貨物の輸出や技術の提
供を適切に管理するため、確実な輸出審査手続きを行う
ことを明記しています。
　輸出管理の審査対象は、直接・間接・仲介貿易などの
取引形態を問わず、当社から輸出される製品と、これら製
品の設計・製造・使用に係る技術の全てを対象としてい
ます。
　輸出審査は、製品担当の事業部門と独立した輸出管理
部門による複数チェックにより、貨物・技術の該非判定、最
終顧客、仕向地、用途について全数審査を実施しています。
　また毎年、内部監査や階層別教育を実施しており、輸
出管理体制の維持向上に努めています。

MGCコンプライアンス体制図
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三菱ガス化学役職員
三菱ガス化学グループの事業活動に関与する方

（三菱ガス化学役職員の家族、関係会社、協力会社、取引先 など）


