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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、企業ビジョンKAYAKU spirit「最良の製品を不断の進歩と良心の結合により社会に提供し続けること」を実現するために、株主、投資家

の皆様へのタイムリーかつ公正な情報開示、チェック機能強化による経営の透明性の確保が重要な課題であると認識し、取締役会の合議制によ
る意思決定と監査役制度によるコーポレート・ガバナンスが経営機能を有効に発揮できるシステムであるとの判断に基づき、コーポレート・ガバナ
ンスの拡充・強化を経営上の重要な課題として取り組んでまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施しています。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

当社のコーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方と方針は、「コーポレートガバナンス基本方針」にまとめ、当社ウェブサイトに開示しており

ます。

https://www.nipponkayaku.co.jp/company/governance.html

【原則１－４　政策保有株式】

（１）政策保有に関する方針

当社は、当社の中長期的な企業価値を向上させる視点に立ち、取引先との間の事業上の関係を維持・強化することを目的として、政策保有株式

を保有いたします。

毎年、個別の政策保有株式について、取締役会にて中長期的な企業価値向上の観点から検証し、継続して保有する必要がないと判断した政策

保有株式は、市場への影響を考慮しつつ売却していきます。

（２）政策保有株式に係る議決権の行使基準

議決権行使については、保有企業の中長期的な企業価値向上の観点から、当社の保有する株式の価値が向上する場合は賛成し、毀損する場合
は反対票を投じます。なお、必要に応じて議案の内容について、発行会社と対話をいたします。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、取締役会規程において、取締役が競業取引または自己取引を行う場合は、事前に取締役会の承認を要し、その結果も改めて取締役会

へ報告することを定めております。また、当該手続に加え、事業年度末に取締役及び監査役に対して、本人及びその二親等以内の近親者による

当社グループとの取引の有無について確認しております。

主要株主及び関連会社との重要な取引に関しては、取締役会の承認を要することを取締役会規程に定めております。

【原則２－４　女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保】

【補充原則２－４－１　中核人材の多様性確保、人材育成方針と社内環境整備方針】

当社の中核人材の登用等における多様性の確保についての考え方と目標、および多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針は
当社ウェブサイ等を通じて開示しております。

なお、女性およびキャリア採用者の管理職への登用実績については、本報告書「Ⅲ　株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況」に記載
していますのでご参照ください。

人材育成　https://www.nipponkayaku.co.jp/sustainability/social/human-resource/

人材育成制度　https://www.nipponkayaku.co.jp/saiyou/work_style/

統合報告書　https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/library/annual/

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社の規約型確定給付企業年金は、確定給付企業年金法令等及び当社で定めた規約に基づいて以下の運営体制を整備し、運営されておりま

す。

①年金資産の適切な運用管理と確定給付企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理のため、当社経理部、経営企画部、

人事部及び日本化薬労働組合から選出された委員による年金資産運用委員会を組織し定期的に開催しております。

②年金給付を将来にわたり確実に行うため、年金資産の運用に関する基本方針及び年金資産構成割合を策定しております。

③年金資産運用委員会では、専門性を担保するため外部コンサルタントを採用・連携して定期的に年金資産の運用に関する基本方針及び年金

資産構成割合を見直している他、運用機関の運用実績・運用方針・運用体制等のモニタリング並びに評価を行っております。

【原則３－１　情報開示の充実】

【補充原則３－１－３　サステナビリティの取組み】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画、サステナビリティ、人的資本や知的財産への投資



当社の企業ビジョンKAYAKU spirit、サステナブル経営基本方針（経営戦略・中期事業計画等）、サステナビリティの取組みは、当社ウェブサイト等

を通じて開示しております。また、人的資本や知的財産への投資等につきましては、当社ウェブサイト等を通じて適宜開示してまいります。

企業ビジョン

https://www.nipponkayaku.co.jp/company/vision/kayakuspirit.html

サステナブル経営基本方針

https://www.nipponkayaku.co.jp/sustainability/management/spirit/

経営戦略

https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/managementpolicy/strategy.html

サステナビリティ情報

https://www.nipponkayaku.co.jp/sustainability/

気候変動に係るリスク及び収益機会の開示

当社は、2022年３月にTCFD提言に賛同しました。気候変動に関する「リスク」と「機会」が当社グループの事業活動、経営戦略、財務計画にもたら
す影響がより大きいと考えられる複数の事業分野についてシナリオ分析を行い、その結果や目標に対する進捗を、当社ウェブサイト等を通じて適
宜開示します。

https://www.nipponkayaku.co.jp/sustainability/environment/

当社は、環境負荷低減の取り組みとして、地球温暖化防止、大気汚染防止、水質汚濁防止、廃棄物の削減、生物多様性／騒音・悪臭防止、環境
会計に注力しております。地球温暖化防止に関しては、ユーティリティー設備の運用改善や高効率設備への置き換えを進めています。また、事業
活動で排出する温室効果ガスの削減を日本化薬グループ全体まで拡大し、当社グループの事業活動で排出する2030年度のScope１+２の温室効
果ガス排出を、2019年度比で32.5％削減することを目標に、気候変動対策を進め、さらに、2050年度カーボンニュートラルを目指してまいります。

大気汚染防止に関しては、大気汚染防止法対象の物質や有害大気汚染物質、その他の大気汚染物質に分け、特に注意して管理しております。

また、当社工場にて製造している製品の中には、VOCの原因物質となりうる有機溶剤を利用しているものもあり、有機溶剤使用量の削減ならびに
大気中に放出されるVOC量の削減に取り組んでおります。

水リスクでは廃水への配慮だけでなく使用水量の削減に取り組んでおります。また、水質汚濁防止のため、当社は法令や都道府県、市町村条例
で定められた規制値よりもさらに厳しく自主管理基準値を設定し、基準値を満たしているものを排水しています。

廃棄物の削減では埋立処理していた廃棄物のリサイクル化の推進や、工場での生産活動で発生する汚泥を、熱量調整用の燃料にリサイクルす
る等の取り組みを行っております。

（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

基本的な考え方については、本報告書「Ⅰ－１．基本的な考え方」に記載していますのでご参照ください。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

経営陣幹部の報酬決定方針と手続については、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議し、取締役会に答申され、取締役会で決

議します。また、取締役の報酬決定方針と手続は、本報告書の「Ⅱ　１．機関構成・組織運営等に係る事項【取締役報酬関係】報酬の額又はその

算定方法の決定方針の開示内容」に記載しておりますので、ご参照ください。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役・監査役候補者の選任や取締役・監査役の解任、代表取締役の選定や解職は、取締役会の諮問に応じて、指名・報酬諮問委員会が審議

し、取締役会に答申され、取締役会で決議します。

（５）取締役会が上記（４）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役・監査役候補を株主総会において提案し、または取締役・監査役を解任する場合には、株主総会参考書類においてその理由を開示するこ

とといたしております。その内容につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております第165回定時株主総会招集ご通知をご参照ください。

https://www.nipponkayaku.co.jp/ir/stock/meeting.html

また、社外監査役の選任の理由は、本報告書の「Ⅱ　１．機関構成・組織運営等に係る事項【監査役関係】」に記載しておりますので、ご参照くださ

い。

【補充原則４－１－１　経営陣への委任の範囲】

当社は、法令・定款等に基づく取締役会規程において、取締役会の付議事項を明確に定めております。また、職務権限規程を定め、経営陣が執

行できる範囲を明確に定めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針・経営戦略や業務執行上の重要案件等について決議する

とともに、必要に応じ、経営陣に委任した業務執行が適切に行われているかを監督するために、業務執行状況を取締役会に報告することを求めて
おります。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準および資質】

当社は、社外役員（社外取締役および社外監査役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該

社外役員は当社からの独立性があるものと判断いたします。

（１）当社および当社の重要な子会社（以下「当社グループ」という。）を主要な取引先とする者、またはその親会社若しくは重要な子会社の業務執

行取締役、執行役または支配人その他の使用人である者（以下「業務執行者」という。）

（２）当社の主要な取引先である者またはその業務執行者

（３）当社グループが借入れを行っている主要な金融機関またはその親会社若しくは子会社の業務執行者

（４）当社グループから役員報酬以外に、一定額を超える金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等（当該

財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）

（５）当社から年間1,000万円を超える寄付または助成を受けている者（当該寄付または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、

当該団体の業務執行者）

（６）当社グループの主要株主またはその業務執行者

（７）当社グループから取締役を受け入れている会社またはその親会社若しくは子会社の業務執行者

（８）過去５年間において、上記（１）から（７）に該当していた者

（９）上記（１）から（８）に該当する者が重要な地位にある者である場合において、その者の配偶者または二親等以内の親族

（１０）当社または当社の子会社の取締役、執行役員または支配人その他の重要な使用人である者の配偶者または二親等内の親族　

（注）

１．（１）において、「当社の重要な子会社」とは、直近事業年度において、当社（単体）の売上、総資産、利益、借入額のいずれか20％以上を有す

る子会社をいう。

「当社グループを主要な取引先とする者」とは、「直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の２％以上の支払いを当社グループから受けた

者」をいう。

２．（２）において、「当社の主要な取引先である者」とは、「直近事業年度における当社の年間連結売上高の２％以上支払いを当社に行っている

者」をいう。

３．（３）において、「主要な金融機関」とは、直近事業年度末における当社の連結総資産の２％以上の額を当社に融資している者」をいう。

４．（４）において、「一定額」とは、「年間1,000万円」または「弁護士等、もしくは弁護士等が所属する法人、組合等の団体の年間売上の２%」のいず

れか高い方をいう。



５．（６）において、「主要株主」とは、議決権所有割合10％以上（直接保有、間接保有の双方を含む。）の株主をいう。

６．（９）において、「重要な地位にある者」とは、取締役（社外取締役を除く。）、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人並

びに法律事務所に所属する者のうちパートナー以上の職位を有する弁護士、監査法人または会計事務所に所属する者のうちパートナーないし社

員以上の職位を有する公認会計士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他

同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。

【補充原則４－１０－１　任意の仕組みの活用】

当社は任意の委員会である指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強
化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、委員５名のうち、３名を独立社外取締役で構成しております。取締役会の諮問に応じて、
取締役および監査役の選解任、代表取締役の選定・解職、取締役および監査役の報酬（報酬体系等）、その他取締役会が必要と認めた事項につ
いて審議し、取締役会に答申します。委員会の過半数を独立社外取締役が占めており、委員会の独立性を担保できていると考えております。

【原則４－１１　取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

【補充原則４－１１－１　スキルの特定、他社での経営経験を有する独立社外取締役】

当社は、取締役会がその役割・責務を実効的に果たし、経営の意思決定を迅速に行うために、取締役の員数を10名以内にするとともに、当社の
事業やその課題に精通する者が一定数必要であることに加え、取締役会の独立性・客観性を担保するため、取締役会のメンバーの知識・経験・
能力の多様性を確保することが重要であると考えております。

当社では、指名・報酬諮問委員会において、経営戦略に照らして当社が必要とする取締役のスキルを特定し、取締役会に答申することにしており
ます。

また、他社での経営経験を有する独立社外取締役については、本報告書の「Ⅱ　経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他
のコーポレート・ガバナンス体制の状況」に記載しておりますので、ご参照ください。

スキル・マトリックスについては、当社ウェブサイト等を通じて開示しております。

https://www.nipponkayaku.co.jp/company/governance.html

【補充原則４－１１－２　取締役・監査役の兼任状況】

当社は、取締役・監査役の他の上場会社の役員との兼任状況を、事業報告・株主総会参考書類および有価証券報告書において、毎年開示して

おります。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性の分析・評価】

当社は、2022年１月に、全取締役および全監査役を対象とした2021年度の取締役会の実効性評価アンケートを実施しました。なお、本年は第三者
機関にアンケート作成および評価分析を依頼いたしました。アンケートでは、取締役会の構成、機能、運営や社外取締役・社外監査役に対する情
報提供の観点での評価および取締役会に関する自由な意見を回答し、その内容を取締役会にて分析・評価いたしました。

今回の分析・評価においては、今までのアクションプランで実施した各種改善により、相対的に評価結果の向上が見られました。

全体としては、取締役会はその役割や責務を実効的に果たしていることが確認されました。一方、取締役会の中核人材の多様性の確保や人材育
成方針・社内環境整備方針、事業ポートフォリオや知財・無形資産への投資に関する方針の議論、取締役会における時代の要請に合った運営の
取り入れ等において、取締役会としてなお一層の取組み課題も認識されましたので、2022年４月度の取締役会において、2022年度に取締役会とし
て取り組むべきアクションプランを策定いたしました。　

今後も当社取締役会の実効性をさらに高めていくための継続的な取り組みを行ってまいります。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニングの方針】

当社は、取締役・監査役就任時に、上場会社の取締役・監査役として期待される役割・責務、関連法令およびコンプライアンスに関する知識習得

を目的とする研修を実施いたします。また、就任後も、業務を通じて習得した分野以外の領域の知識を習得するために役員自らがトレーニングや

研鑽を行える機会を提供いたします。

社外取締役・社外監査役に対しては、当社の事業・業績・組織等を十分説明することとし、主要な事業拠点訪問等の機会を提供いたします。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、株主・投資家へのタイムリーかつ公平な情報開示を行うとともに、株主・投資家との間で建設的な対話を促進し、これにより当社の持続的

な成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。

このような考えに基づき、当社は、ＩＲ担当役員を株主・投資家との対話全般の統括責任者とし、主管部署であるコーポレート・コミュニケーション部
が社内関連部署と連携して、決算説明会等を定期的に開催するなど、株主・投資家との対話の実現に努めております。

また、株主・投資家との対話に際しては、一部の方のみにこれを提供することがないよう情報管理の徹底に努めるとともに、対話において把握され

た意見等を定期的に経営陣幹部に報告しております。



２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 25,732,000 15.09

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．　（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＩＮＶＥＳ

ＴＯＲＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＶＡＬＵＥ　ＥＱＵＩＴＹ　ＴＲＵＳＴ（常任代理人　香港上海銀行東京支

店）

13,610,100 7.98

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 11,513,800 6.75

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）　ＲＥ　Ｕ. Ｓ.　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥＤ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤ

Ｓ（常

任代理人　香港上海銀行東京支店）

6,711,400 3.93

カヤベスタークラブ 6,002,800 3.52

全国共済農業協同組合連合会（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 5,150,000 3.02

株式会社三菱UFJ銀行 5,090,000 2.98

株式会社常陽銀行（常任代理人　日本マスタートラスト信託銀行株式会社） 5,089,000 2.98

明治安田生命保険相互会社（常任代理人　株式会社日本カストディ銀行） 4,843,482 2.84

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．　（ＡＶＦＣ）　ＳＵＢ　Ａ／Ｃ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ（常任代理人　香港上
海銀

行東京支店）

4,280,421 2.51

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

・三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社から
2021年11月５日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されておりますが、当社として実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主
の状況には含めておりません。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 プライム

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 9 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

太田洋 弁護士 △

藤島安之 他の会社の出身者 △

房村精一 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他



会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

太田洋 ○

太田　洋氏は、当社と金銭の寄付および
研究取引のある国立大学法人東京大学
教授を兼任しておりましたが、2016年３月
に退任しております。

太田　洋氏は、弁護士としての豊富な経験・知
見を有し、また企業法務に精通しており、当社
社外監査役を務め、当社内部にも通暁し、取締
役会での監督機能がより高まることから、当社
の社外取締役として適任であると判断し、選任
するものであります。

さらに、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断し、独立役員として指定するものでありま
す。

藤島安之 ○
藤島安之氏は、当社と取引のある双日株
式会社に所属しておりましたが、2010年３
月に退職しております。

藤島安之氏は、総合商社の経営者としての豊
富な経験・知識を有しており、当社の経営全般
に対して提言をいただけることから、当社の社
外取締役として適任であると判断し、選任する
ものであります。

さらに、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断し、独立役員として指定するものでありま
す。

房村精一 ○ ―――

房村精一氏は、司法機関における豊富な経験
と法律の専門家として培われた高い見識のも
と、当社の経営全般に対して助言をいただける
ことから、当社の社外取締役として適任である
と判断し、選任するものであります。

さらに、一般株主と利益相反のおそれがないと
判断し、独立役員として指定するものでありま
す。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬諮問委員
会

5 0 2 3 0 0
社内取
締役

補足説明

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会によ
り選定された３名以上の取締役（その過半数は独立社外取締役）で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の選解任、代表取
締役の選定・解職、取締役および監査役の報酬（報酬体系等）、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に答申します。

2020年６月25日に設置され、現在は、代表取締役社長、総務人事・法務担当取締役および独立社外取締役３名の、５名で構成されております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名



監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人が作成した期首の監査計画書の受領、期中の意見交換、期末棚卸時の立会い等を通じて会計監査人との意思疎通を

図るとともに、会計監査人から四半期ごとにレビュー及び期末決算の監査結果について報告及び説明を受けております。

監査役は、内部監査部門である監査部が年度監査計画に基づき実施した監査ごとに作成する監査報告書を受領しております。

また、監査役と監査部との間で３ヶ月に1回定期的に情報交換をする等、意思疎通を図るとともに情報の収集を行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

東勝次 公認会計士 △

尾崎安央 学者

若狭一郎 他の会社の出身者 △

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

東勝次 ○

東勝次氏は、当社の会計監査人であるＥ
Ｙ新日本有限責任監査法人に所属してお
りましたが、2014年８月に退職しておりま
す。

東勝次氏は、公認会計士として培われた専門
的な知識・経験と高い見識を当社の監査体制
に活かせることから、当社の社外監査役として
適任であると判断し、選任するものであります。

さらに一般株主と利益相反のおそれがないと
判断しましたので、新たに独立役員として指定
するものであります。

尾崎安央 ○ ―――

尾崎安央氏は、大学教授として培われた専門
的な知識・経験と高い見識を有し、また企業法
務に精通しており当社の監査体制に活かせる
ことから、当社の社外監査役として適任である
と判断し、選任するものであります。さらに、一
般株主と利益相反のおそれがないと判断し、独
立役員として指定するものであります。



若狭一郎 ○

若狭一郎氏は、当社と金銭借入等の取引
のある明治安田生命保険相互会社の取
締役を務めておりましたが、2014年７月に
退任しております。

なお、当社の2022年３月31日現在の借入
金残高のうち、同社の占める割合は、３％
程度です。

若狭一郎氏は、生命保険会社の経営者として
経営管理に精通されていることから、当社の社
外監査役として適任であると判断し、選任する
ものであります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

取締役の成果責任を明確にし、公平性・透明性を高めるために、2005年８月に、年功報酬的色彩の濃い「役員退職慰労金制度」を廃止し、「連

結業績連動賞与制度」を採用しております。また、2021年６月に、一定の株式譲渡制限期間および当社による無償取得事由などの定めのある当
社普通株式を割り当てる報酬制度である、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。取締役報酬制度は「月額報酬」、「連結業績連動賞与」と「譲
渡制限付株式報酬」で構成しております（社外取締役は除く）。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明

2022年３月期の取締役の報酬等の総額　11名　438百万円

取締役の報酬等の総額には、当期中に役員賞与引当金として計上した額を含んでおり、この他、過年度に費用計上した業績連動賞与金

の引当金戻入額は34百万円であります。

取締役の報酬額については、事業報告及び有価証券報告書において開示しており、事業報告及び有価証券報告書は当社ウェブサイト

（https://www.nipponkayaku.co.jp/）に掲載しております。

なお、有価証券報告書においては、報酬等の総額が１億円以上の取締役について個別に開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり



報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社は、取締役の報酬に関する事項について、その妥当性と決定プロセスの透明性を確保するため、取締役会の諮問に応じて、委員の過半数を
独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえて、2021年６月25日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬
等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を定めました。

当社の取締役の報酬は、当社の企業ビジョンKAYAKU spiritの実現に向けて、企業価値の持続的な向上と株主との価値共有を図るインセンティブ

として十分に機能するとともに、優秀な人材確保の観点から競争力のある水準の報酬体系とします。具体的には、業務執行取締役の報酬は、基
本報酬およびインセンティブ報酬（業績連動賞与金・株式報酬）により構成します。また、業務執行から独立した立場にある社外取締役の報酬は、
その職責に鑑み、基本報酬のみとします。

業務執行取締役の基本報酬額は、代表権の有無や担当職務などの客観的な各要素に対する基準となる金額の合計額によって定め、月例の金
銭報酬として支給します。

個々の業務執行取締役の賞与金は、期初に設定した連結営業利益および自己資本当期純利益率（ROE）の目標値の達成度等を基準として、担
当する部門の業績、中長期重点課題目標の達成度合等を加味してこれを算出し、毎年、事業年度終了後の一定の時期に金銭で支給します。

株主との価値の共有を図り、中長期的な企業価値および株主価値の向上に対する貢献意欲を引き出すため、業務執行取締役に対し、一定の譲
渡制限期間の定めのある譲渡制限付株式を毎年、一定の時期に付与します。付与する株式報酬に相当する金銭報酬債権および付与する株数
は、役位、職責、株価等を踏まえて決定します。

業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、概ね基本報酬(60%)、インセンティブ報酬（40%）とし、役位、職責等を踏まえて決定します。

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性などの多角的な検討を行った
うえで取締役会に答申し、取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申を受けて審議・決定しております。

監査役の報酬は、取締役の職務の執行を監査するという職責に鑑み、固定報酬のみとしており、個々の監査役の報酬額は、年間報酬限度額内
で、監査役の協議によりこれを決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役は、取締役会等重要会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営戦略会議や監査役と代表取締役との意見交換会への出席を通
じて、当社経営の監督にあたっていただいております。

社外監査役は、取締役会等重要会議に出席し、適宜意見を述べるとともに、経営戦略会議や代表取締役との意見交換会への出席を通じて、当社
の経営方針を含む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、サステナブル経営会議の内容、実地
監査の結果等について、適宜概要説明を行っております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

鈴木　政信 相談役
当社からの相談要請に応じ、経
験・知見に基づき助言する業務

非常勤、報酬有 2019/06/25 １年

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

・相談役は、取締役会の決議をもって選任しております。

・相談役の任期を更新する場合も、取締役会で決議するものとしております。

・相談役は、当社からの相談要請に応じて助言を行うものであり、当社の経営や業務執行および監督には関与しておりません。



２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

１）経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理体制

　当社は、事業環境の変化に迅速に対応し、柔軟な業務執行を行うために「執行役員制度」を導入し、経営の「意思決定・監督機能」と「業務執行

機能」の役割を明確に分離し、それぞれの機能を強化して適切な意思決定と迅速な業務執行を行います。

・取締役会（月１回開催）

経営の意思決定を迅速に行うために、取締役の定員を10名以内とし、業務執行に関する重要事項について、法令・定款の定めに則った取締役会

規程に基づいて決定を行うとともに、監督機能の一層の強化に努めております。取締役会は、提出日現在、代表取締役社長の涌元厚宏を議長と

し、渋谷朋夫、三上浩、石田由次、小泉和人、明妻政福、太田洋（社外取締役）、藤島安之（社外取締役）、房村精一（社外取締役）の取締役９名で
構成されており、うち３名が社外取締役であります。また監査役５名が出席し、取締役を兼務しない役付執行役員３名がオブザーバーとして出席し
ております。

なお、第165期事業年度における出席状況は、取締役涌元厚宏、渋谷朋夫、三上浩、石田由次、小泉和人、太田洋、藤島安之、房村精一が100%（
14回中14回出席）、明妻政福が100%（12回中12回出席）、橘行雄、大泉優が100%（２回中２回出席）でした。

また、監査役の出席状況は、小嶋章弘、東勝次、山下敏彦が100%（14回中14回出席）、町田芽久美が100%（12回中12回出席）、下東逸郎が100%
（２回中２回出席）、尾崎安央が85％（14回中12回出席）でした。

・指名・報酬諮問委員会

取締役等の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るため、取締役会によ

り選定された３名以上の取締役（その過半数は独立社外取締役）で構成され、取締役会の諮問に応じて、取締役および監査役の選解任、代表取

締役の選定・解職、取締役および監査役の報酬（報酬体系等）、その他取締役会が必要と認めた事項について審議し、取締役会に答申します。

・サステナブル経営会議（週１回開催）

経営及び業務執行に関する重要な事項について審議し、または報告を受け、審議事項については、サステナブル経営会議構成員が審議を尽くし
た上で議長である社長執行役員が決定しております。サステナブル経営会議は、提出日現在、社長執行役員の涌元厚宏を議長とし、渋谷朋夫、
井上佳美、三上浩、石田由次、小泉和人、明妻政福、伊澤孝夫、川村茂之の役付執行役員９名で構成されております。またオブザーバーとして常
任監査役である小嶋章弘が出席しております。

・執行役員会議（四半期に１回開催）

取締役会で選任された会社の業務執行を担当する執行役員（25名以内）で構成し、社長が議長を務め、取締役会及び社長から委任された業務の

執行状況その他必要な事項について報告しております。執行役員会議は、提出日現在、社長執行役員の涌元厚宏を議長とし、渋谷朋夫、井上佳

美、三上浩、石田由次、小泉和人、明妻政福、伊澤孝夫、川村茂之、小柳敬夫、井上晋司、川村勉、吉岡乾一郎、藤田卓三、島田博史、加藤康
仁、湯屋秀之、加藤芳則、清柳正幸、武田真の執行役員20名で構成されております。またオブザーバーとして社外取締役３名、監査役５名が出席
しております。

・経営戦略会議（年２回開催）

取締役会で決議された当社グループの基本方針、経営戦略など経営全般に関する重要事項を経営幹部に情報伝達し、周知徹底を図っておりま
す。

・監査役会（月１回開催）

監査役会規程に基づき、独立した立場から取締役の職務執行の監視、監督を行っております。監査役会は、提出日現在、常任監査役の小嶋章弘
を議長とし、町田芽久美、東勝次（社外監査役）、尾崎安央（社外監査役）、若狭一郎（社外監査役）の監査役５名で構成されており、うち３名が社
外監査役であります。

・コーポレート・ガバナンス体制の一環として、以下の委員会を設置、定例その他必要の都度開催し、内部統制の整備を行っています。

　１）倫理委員会（年２回開催）

　　　　社長の指名を受けた役付執行役員を委員長、本社各事業本部、各部の代表者から構成され、「日本化薬グループ行動憲章・行動基準」の

　　　順守に関する方針、具体策を決定するとともに、相談事案、発生事案の対応と再発防止策を検討、決定しております。

　２）危機管理委員会（年２回開催）

　　　　社長の指名を受けた役付執行役員を委員長、本社各事業本部、各部の代表者から構成され、日本化薬グループの企業経営、事業活動が

　　　甚大な損害を被るリスクの未然防止、緊急事態発生時の対応、収束後のダメージ修復活動等の危機管理体制を構築管理しております。

・上記以外に、職務権限規程を定め、会社の業務組織、業務分掌、管理監督職位の権限と責任を明確にし、業務の組織的かつ能率的運営を

　図るとともに、責任体制を確立しております。

２）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　当社は不正・誤謬の未然防止、業務改善、資産の保全等のコーポレート・ガバナンスの強化に資するために、社長直轄の組織として監査部を設
置し、サステナブル経営会議で承認した年度監査計画に基づき国内外のグループ会社を含む全部門を対象として業務監査を実施しております。

監査部は、その結果を代表取締役及び監査役に速やかに報告しております。監査部の人員は６名であります。

　監査役監査について、各監査役は、監査役会が定めた監査方針、監査計画及び監査業務分担に基づき、取締役会その他の重要会議への出

席、重要書類の閲覧、業務執行状況の監査等を通じ、独立した立場から取締役の職務の遂行状況の監視、監督を行っております。

　会計監査について、会計監査人にＥＹ新日本有限責任監査法人を選任し、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査が公正不偏な立場か

ら実施される環境を整備しております。

　会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりです。

　１．会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人名

　　　・業務を執行した公認会計士の氏名（継続監査年数）

　　　　　　　山岸　聡（６年）

　　　　　　　酒井　睦史（５年）

　　　・所属する監査法人名

　　　　　　　ＥＹ新日本有限責任監査法人

　２．会計監査業務に係る補助者の構成　　公認会計士11名、会計士試験合格者８名、その他14名

３）非業務執行取締役、監査役が会社との間で締結している責任限定契約（会社法第427条第1項に規定する契約）の内容

（概要）

　　　非業務執行取締役及び監査役がその任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過

　　失がなかったときは、会社法第425条第1項に定める額を限度として損害賠償責任を負う。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役会の合議制による意思決定と監査役制度によるコーポレート・ガバナンスが、経営機能を有効に発揮できるシステムと判断し、上

記２．の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
2022年６月７日に発送しております（株主総会日は、2022年６月28日）。

また、東京証券取引所および当社ウェブサイトには、発送日７日前である2022年５月31日
に招集通知を開示しております。

集中日を回避した株主総会の設定 2022年６月28日に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 2007年定時株主総会より、電磁的方法による議決権の行使を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2007年定時株主総会より、（株）ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラット
フォームに参加しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ウェブサイトに、招集通知（狭義）、参考書類を開示しております。

その他 当社ウェブサイトに、招集通知及び決議通知を開示しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
.ディスクロージャーポリシーの内容につきましては、当社ウェブサイト（https://
www.nipponkayaku.co.jp/ir/disclosure.html）をご覧ください。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期ごとに1回開催しております。前年度は、決算発表後、第１、第２、第３四
半期をカンファレンスコール方式で、2021年７月30日、2021年11月10日、2022
年１月28日に、第４四半期を説明会方式及びカンファレンスコール方式の併用
で、2022年５月13日に実施しました。

実施内容は、第２四半期および第４四半期については説明者を社長及び経理

担当役員、第１、第３四半期については説明者を経営戦略担当役員として、当

期の決算内容、事業状況及び翌期の事業見通しについて説明しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社では、ＩＲに関する情報についてホームページで公開しております（https:/
/www.nipponkayaku.co.jp/）。当社のホームページにおいては、決算情報、ＩＲに
かかわる適時開示資料、有価証券報告書、四半期報告書、業況説明会におい
て使用した資料について開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置
当社はIRを担当する部署としてコーポレート・コミュニケーション部を設置してお
ります。当部を担当する役員は代表取締役専務執行役員渋谷朋夫、IR事務連
絡責任者は清柳典子（TEL:03-6731-5237）です。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社では、「日本化薬グループのＣＳＲレポート」にて、環境責任や社会的責任、経済的責
任を果たすＣＳＲ活動を報告しています。

2011年からは、冊子はダイジェスト版とし、ウェブサイト”サステナビリティ”にて、日本化薬
グループの活動事例、環境データの詳細を掲載し、和文・英文で公開しています（https://
www.nipponkayaku.co.jp/）。

2022年６月に、ＣＳＲ経営委員会をサステナブル経営会議に統合しました。

その他

2021年６月開催の第164回定時株主総会において、女性監査役を１名選任しました。当社
の取締役、執行役員には、女性はおりません。

当社では、一定の条件を満たした従業員は性別、国籍、新卒・キャリアの区別なく、管理職
登用にチャレンジする仕組みを設けています。年々管理職登用にチャレンジする女性が増
えており、管理職に占める女性の割合は確実に増えております。

2022年３月31日現在の管理職に占める割合は、女性従業員が9.0％、キャリア採用者が31.
2％（ともに当社単体）となっております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）日本化薬グループ行動憲章・行動基準を制定し、取締役及び使用人に徹底するものとする。

２）倫理委員会を設置し、当該委員会は法令・社内規程の遵守に関する方針の決定及び法令・社内規程違反事案への対応と再発防止策の検討・
決定を行うものとする。

３）倫理委員会規程を制定し、適宜見直しを行うものとする。

４）コンプライアンス担当部門として内部統制推進部コンプライアンス担当を設置し、当該担当はコンプライアンス行動計画の策定及び実施、並び
に倫理委員会の運営に関する事務・調整を行うものとする。

５）コンプライアンス担当は、取締役及び使用人に対しコンプライアンス教育研修を定期的に実施し、コンプライアンスを尊重する意識を高めるもの
とする。

６）内部監査部門として監査部を設置し、当該部はコンプライアンス担当と連携し法令等の遵守状況を監査するものとする。

７）法令・社内規程上疑義のある行為について、使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置し運営するものとする。

８）法令・社内規程に違反する行為については就業規則に従って対応することとする。

９）財務報告の信頼性を確保するための体制の整備と運用状況の評価を担当する部門として内部統制推進部J-SOX担当を設置し、定期的に当該
体制の整備・運用状況を評価するとともに代表取締役に評価結果の報告を行うこととする。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

１）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、企業情報管理規程等の社内規程に従うものとする。

２）取締役の職務の執行に係る文書等について、取締役及び監査役は必要に応じ閲覧できることとする。　

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）危機管理委員会を設置し、当該委員会は危機管理体制の構築、危機発生時の対応及び再発防止策の立案にあたるものとする。

２）危機管理規程及び危機管理規程細則を制定し、定期的な見直しを実施することとする。

３）リスクマネジメント統括部門として内部統制推進部リスクマネジメント担当を設置し、当該担当は危機管理委員会の運営に関する事務・調整を
行うものとする。

４）リスクマネジメント担当は全社的なリスクを把握し、リスク毎の責任部署を設定し具体的対応策を策定するものとする。また、新たに発生したリス
クについては、速やかに責任部署を定めることとする。

５）リスクマネジメント担当は、リスク管理に関する教育研修を定期的に実施するものとする。

６）監査部を設置しリスクマネジメントに関する監査を行うものとする。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）事業計画を策定し達成すべき目標を明確化するとともに、取締役会を毎月開催するほか、必要に応じ適宜開催し、取締役会規程に定める経営
及び業務執行に関する重要事項について決議することとする。

２）経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離を進め、かつそれぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を採用するものとする。

３）サステナブル経営会議規程に定める経営及び業務執行に関する重要事項についてサステナブル経営会議において定期的に審議するものとす
る。

４）職務権限規程に基づき業務組織、業務分掌を定め、責任者並びにその職務の範囲及び責任権限を定めるものとする。

５．株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

１）各子会社は、当社に準拠した行動憲章・行動基準を策定し、それを遵守することとする。当社はその策定・遵守状況に関し各子会社より報告を
受けるものとする。

２）グループ経営規程を定め、上場会社を除く子会社は、経営上の重要事項に関して、当社と協議するものとする。

３）グループ経営規程に基づき子会社を所管する部署を定めることとする。当該所管部署は各子会社の事業運営に関して助言、協力を行うことと
する。

４）各子会社は業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告するものとする。

５）各子会社においてリスク管理体制を構築し、それを維持することとする。

６）法令上疑義のある行為等について、子会社の使用人が直接情報提供を行う手段としてホットラインを設置し運営することとする。

６．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関す



る事項及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

１）監査役は、監査業務に必要な事項を監査部に依頼することができるものとする。

２）監査部を通じ監査役より上記の依頼を受けた使用人は、その依頼に関して取締役及び上位職位の指揮命令を受けないものとする。

３）監査役の職務を補助するまたは補助すべき使用人の異動に関し、当社は、監査役と協議するものとする。

７．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

１）監査役は、サステナブル経営会議及び経営戦略会議等重要な会議に出席し、意見を述べることができるものとする。

２）取締役及び使用人は、会社に重大な損失を与える事象が発生しまたは発生する恐れがあるとき、取締役及び使用人が違法又は不正な行為を
発見したとき、その他ホットラインの通報等監査役が報告すべきものと定めた事象が発生したときは、監査役に報告するものとする。

３）監査役に上記の報告をした者は、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないものとする。

４）監査部は、内部監査の結果を監査役に報告するものとする。

８．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）監査役から会社情報の提供を求められたときには、取締役及び使用人は遅滞無く提供できるようにするなど、監査役監査の環境を整備するよ
う努めるものとする。

２）監査役は代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また監査部との連携を図るものとする。

３）監査役が専門性の高い法務・会計に関して専門家に相談できる機会を保障することとする。

４）監査役の職務に係る費用については、監査役の請求に基づき会社が負担するものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、『日本化薬グループ行動憲章』において、「日本化薬グループは、反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、不当不法な要求には応じま

せん。」と宣言し、当該『日本化薬グループ行動憲章』を当社ホームページに掲載しております。

また、法務部を対応総括部署とし、平素から警察等関連機関や地域企業等からの情報収集に努めるとともに、事案発生時には、警察、顧

問弁護士等の外部専門機関と緊密に連携して、速やかに対処できる体制を構築しております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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適時開示フロー
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