
不二製油グループは、当社の経営における普遍的な考え方として「不二製油グループ憲法」を定め、企業活動を行う上での拠り

どころとして位置づけています。「不二製油グループ憲法」に掲げる考え方を実現するために、コーポレートガバナンスの強化およ

び充実を経営上の最優先課題の一つとし、実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、法令違反、不正や不祥事等の企

業価値を毀損するような事態の発生を防止し、かつ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図ることを目指します。

株主、顧客、その他取引先、当社役職員および社会等のステークホルダーの期待に応え、透明、公正かつ迅速果断な意思決定

を行うための重要な仕組みとして、コーポレートガバナンスを位置づけています。

コーポレートガバナンス体制図
（2020年6月18日現在）

意思決定の迅速化のため、純粋持株会社体制に移行し、経営の監督と執行を分離することにより、事業会社である地域統括会

社への権限委譲を進めてきました。また、不二製油グループ本社はグループ経営の戦略立案とグループ子会社の管理および支

援を遂行しています。機能的かつ合理的な意思決定や業務遂行を行うとともに、経営に対する監視・監督機能を強化すること

が、株主をはじめとするステークホルダーからの信頼や期待に応えるために重要であると考え、継続的なコーポレートガバナンス

体制の向上を図っています。

取締役会の機能向上、コーポレートガバナンスの強化を図り、企業価値の継続的な向上を推進するために、客観性･透明性を担

保した方法によって取締役会の実効性を継続的に評価し、当社のコーポレートガバナンス向上に活用しています。2019年度に

ついては、前年度の評価により提示された課題についての進捗確認を中心に実施しました。

コーポレートガバナンスの状況
（2020年6月18日現在）

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
（年度）

経営の監督と執行の分離   グループ本社制へ移行
　地域統括会社への権限委譲

取締役総人数 12名 10名 8名 9名 10名 9名

　うち社外取締役 1名 2名 3名

委員会  監査役会   指名・報酬諮問委員会、 
ESG委員会設置

取締役会の実効性評価   取締役会実効性評価

役員報酬  業績連動型報酬制度   監査役の
　報酬額改定

  報酬制度改定 
の方針策定

  業績連動型株式
報酬制度導入

CEOサクセッションプラン  CEOサクセッションプラン検討

改善された点
・ ガバナンス改善への積極的な取り組み
・ 社長のリーダーシップと社外取締役の知見
による取締役会の活性化
・ 社外役員を尊重する文化と取締役会に 
おける自由闊達な議論

今後の改善・機能向上が見込まれる点
・ 持株会社の取締役会としての監督機能の
強化
・ 指名・報酬諮問委員会の役割の明確化と
機能向上
・ 取締役会のダイバーシティ強化

改善された点
社外取締役の増員、組織改編（CxO見直し）
による取締役会のダイバーシティ強化・役割
の明確化

今後の取り組み課題
大型買収に伴うグループガバナンスの強化

今後の改善･機能向上が見込まれる点
・ 中長期的な戦略についての議論の充実 
および遂行に関する適切な監督
・ 指名･報酬諮問委員会の役割および 
機能の明確化

確認された項目
・ ガバナンス改善に対する社長のリーダー 
シップと取締役会における高い意識
・ グローバル企業への変革が急務である 
危機感の高さ

今後の取り組み課題
・ グローバル企業に向けたガバナンス上の 
課題（ホールディングスの取締役会としての
監督機能の強化等）

＜評価の概要＞
アンケート ： 取締役10名および監査役4名

インタビュー ： ・課題に対する進捗確認：代表取締役社長
  ・ 新任の取締役・監査役に対する全般的な質問：新任社外取締役1名、新任社外監査役1名

評価プロセス ： 第三者機関によるインタビューおよび匿名性を担保した結果分析

参考：コーポレートガバナンスに関する情報開示
・コーポレートガバナンス・ガイドライン：https://www.fujioilholdings.com/ir/policies_and_systems/governance/
  不二製油グループの役職員が当社のコーポレートガバナンスを実現するための指針
・コーポレート·ガバナンス報告書：https://www.fujioilholdings.com/ir/library/governance_report/
  コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示

＜質問項目＞
1.取締役の構成と体制　
2.取締役会の運営と実務　
3.取締役会の審議事項　
4.取締役会の監督機能
5.指名・報酬諮問委員会の体制と活動状況
6.前年度の課題に関する活動状況

2017年度 実効性評価結果 2018年度 実効性評価結果 2019年度 実効性評価結果
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コーポレートガバナンス

基本的な考え方 コーポレートガバナンス体制の変革の経緯

取締役会実効性評価

社名 不二製油グループ本社株式会社 組織体制 純粋持株会社

機関設計 監査役会設置会社 社外取締役の人数 3名（うち：女性1名）

議長・委員長

構成
（参考）

2019年度開催実績 *1
総員 社内取締役 独立 

社外取締役 監査役

取締役会 取締役社長（清水 洋史） 13 6 3 4 
（社外2名） 16

経営会議 取締役社長（清水 洋史） 14*2 6 0 オブザーバー 23

指名・報酬諮問委員会 独立社外取締役（三品 和広） 5 2 3 オブザーバー 15

ESG委員会 社内取締役（C“ESG”O 門田 隆司） 5 5 ̶ ̶ 3

監査役会 常勤監査役（澁谷 信） 4 0 0 4 
（社外2名） 12

*1 2019年4月～2020年3月実績累計
*2 社長が指名した執行役員8名を含む

株主総会

会計監査人

経営会議 内部監査グループ

社内取締役・社内監査役 独立社外取締役・独立社外監査役

監査役会 取締役会 指名・報酬諮問委員会

ESG委員会

（委員長）
6名



社外取締役鼎談

世界で「無くてはならない会社」になるために、

グローバル化を急速に推し進め、経営体制の変革に挑む不二製油グループ。

その姿は、どのように映るのか。各自が認識している経営課題や今後に向けた提言などについて

社外取締役3名で鼎談を実施しました。 ハウおよび強力な人的サポートが必要であると感じます。早
期にグローバルガバナンス体制を整備していくことが喫緊の
課題ですが、各エリアが目下の業績に注力しながらも、長期
的な視野でエリアの特性やマーケット環境に応じた経営構
築に取り組む時であると考えています。

 西
　いま長期的視点の話が出ましたが、「具体的にどのような
グローバル企業を目指しているのか」、そして、「何を指してグ
ローバル化というのか」という根本的なところが不二製油グ
ループ内で共有できていないように私には映っています。
　例えば、食品業界で名実ともにグローバル企業といえる
企業の中には、いずれの地域でも同じ商品を展開している
企業もあります。一方で、不二製油グループの場合は、地域
ごとで展開している商品は必ずしも同じではありませんので、
当然のことながら、グローバル化の道筋も違ってきます。
　では、どのような道筋をたどるべきか。大きな方向感として
は、グローバルにマーケットを見ながら、マネジメントやガバ
ナンスはグローバルスタンダードに近づけていき、一方で、オ
ペレーションは地域単位で行っていくということであるとは
思うのですが、従業員一人ひとりがその共通認識のもと日々
の業務に臨んでいるのかというと疑問です。不二製油グルー
プにとっての「グローバル企業像」を明確にし、共有した上
で、次のステージに進むべきではないでしょうか。

 三品
　実はグローバル化という意味では、不二製油グループは

1980年代から本格的に海外進出を進めてきました。しかし、
そこでのグローバル化というのは、日本における事業運営に
必要となる原材料を安価に仕入れる、または、商品を安価
に製造するという視点から、中国をはじめとしたアジアに拠

点を設けるというものであり、新興国のコスト優位を取り込
む形のものでした。
　しかし、いま不二製油グループが取り組んでいるグローバ
ル化は、それとはまったく方向性の異なるもので、先進国に
市場を取りに行くという形のものです。いわば「新しいグロー
バル化」ということができるでしょう。
　また、従来進めてきたグローバル化においては事業軸主
体で、事業ごとに海外に進出していき、拠点を作り、現地の
合弁会社などが単一の事業を運営してきました。一方で、
「新しいグローバル化」は地域軸主体で進めています。具体
的には、エリアごとに地域統括会社を設立し、そこに権限を
委譲することで、単一の事業しかなかったところに他の事業
を加えて、面でマーケットを攻めるという体制を整備しつつ
あるところです。
　したがって、現状は従来進めてきたグローバル化と「新し
いグローバル化」が共存しているようなステージであり、それ
故に、西さんのご指摘のとおり、不二製油グループ内でグロー
バル化に対する共通認識ができていないのかもしれません。

 上野
　「新しいグローバル化」をエリア軸主体で進めるということ
は大切であると考えますが、まだ全体に日本主導型の意識
が強いように感じています。海外の各エリアにおいて、エリ
ア統括会社が主体的にその地域に合わせた事業構築をし
ていく必要があり、その体制整備が急務だと思います。そこ
では、市場環境やエリアニーズをはじめ、消費者動向を的確
に収集・把握してそのエリアの需要創造ができる仕組みをど
う構築するかが問われていると思います。そのためには、例
えば「不二製油グループ憲法」が共有されて健全に事業が
展開される基盤ができれば、現地の人材をトップとして事業
展開していくようなことも可能になっていきますね。

 三品
　私が不二製油の社外取締役に就任したのは2013年で
す。その後、不二製油は2015年にグループ本社制に経営体
制を転換し、世界で「無くてはならない会社」となるべく、変
化への挑戦に取り組んできました。とりわけ、近年の大きな
変化として「グローバル化」が挙げられますが、今回は、社外
取締役に2018年に就任された上野さん、同じく2019年に就
任された西さんとご一緒に、不二製油グループのグローバル
化について議論できればと思います。
　では、この点について、まず上野さんのご意見をお聞かせ
いただけますか。

 上野
　不二製油グループの海外売上高比率は6割を超える水準
となり、数値面でいえば、グローバル企業とみなされる方向
に踏み出したといえるでしょう。2018年のブラマー取得によ
り日本の不二製油（株）とほぼ同規模の事業を展開するエリ
アが海外に、しかも、北米に生まれたということで、事業の
両輪が形成され、グローバル化への進むべき方向が定まっ
たと感じています。

 　一方で、グローバル化が急速に進んだこともあり、会社
全体では、それぞれのエリアの経営体制を強化していく必要
が出てきたという印象を持っています。海外企業のPMI

（Post Merger Integration）の推進に、専門的な知見やノウ

“  各エリアが目下の業績に注力しながらも、 
長期的な視野でエリアの特性や 

マーケット環境に応じた経営構築に 

取り組む時であると考えています。” 

注：本鼎談は、2020年6月1日にウェブ会議システムを利用し、実施されました。
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コーポレートガバナンス

社外取締役鼎談

不二製油グループのグローバル化と 
中長期的な価値創造に向けて

取締役
独立役員

三品 和広

取締役
独立役員

上野 祐子

取締役
独立役員

西 秀訓



社外取締役鼎談

 西
　上野さんの話と関連しますが、「新しいグローバル化」を
進めていく上で、従来と一番変えなくてはならないのは、
「人材」の見方と活かし方だと思います。この点について
は、私自身の経験も踏まえ、例えばグローバルなミーティン
グに出席して、海外現地の経営層がどういうところに注目
しているのか、そのためにどのような人材が求められている
のかをモニターしたり、不二製油グループ全体の経営にお
ける人材評価や活かし方について適宜アドバイスできれば
と思っています。

 三品
　人材という面では、従来進めてきたグローバル化におい
ては、アジアなどで日本のやり方を現地に伝え定着させるた
めの人材を現地に配置してきましたが、「新しいグローバル
化」では、逆に現地から学んで吸収することができる人材が
求められます。従来の不二製油グループを超える事業活動
が各エリアにありますので、ビジネスパートナーとなるグロー
バル企業から、市場の捉え方や近未来の読み方、また、そ
れを踏まえ、顧客にどういうアプローチが必要であるのか、そ
ういうところを学ぶことのできる人材を見出し、育成すること
が「新しいグローバル化」では重要になってくるでしょう。

 上野
　また、不二製油グループは優れた技術開発型企業ですか
ら、その独自のコア技術を活かしてほしいですね。これまでは

B2B2Cのビジネスモデルで、顧客（B）から得た消費者（C）情
報をもとに顧客対応型商品開発に強い会社でした。しかし、
今後はコア技術をベースに需要創造型のビジネスモデルを
構築していくことも必要ではないでしょうか。市場のニーズや
ウォンツを引っ張り出して共有するために、消費者（C）の情
報を主体的に炙り出す仕組みづくりも求められていますね。

　2019年、不二製油は「UPGRADE Plant based kitchen」
を出店しました。そこでは、大豆ミートを使用した料理などを
食べている消費者（C）の様子を観察しながら、不二製油の
従業員が顧客（B）と商談するという、まさに顧客との「共創
の場」ができたと感じており、需要創造型の商品開発へと転
換する契機になることを期待しています。

 三品
　ここまでは、課題を中心に議論が進んできましたが、私の
感覚では、不二製油グループが遅れているという印象があ
るわけではありません。食のトレンドは先進国が起点となり
ますので、「新しいグローバル化」を進め、そこに直接アクセ
スできる基盤を作れたことは非常に大きな成果です。さらに、
ブラマーの取得により、MNC（マルチナショナルカンパニー）
など、世界の食を動かすプレーヤーのネットワークの中に入
り込むこともできました。
　また、これまでなかなか超えることのできなかった営業利
益200億円という壁を超えました。利益成長という点では長
年にわたり停滞感があったのですが、再び成長軌道に乗せ
ることができたということで、これは「新しいグローバル化」の
中で得られた大きな成果であると評価しています。

 　そしてもう一つ、ESG経営の前進があります。Eの部分で
は、特に2018年後半に操業を開始したユニフジが重要な役
割を担っています。UNITED PLANTATIONSの持続可能な
パーム油と、当社グループの分別技術によって付加価値の
高いパーム油製品を生産しており、パーム油については日本
勢の中で先陣を切っています。また2020年、カカオについて
も海外の大手同業他社に引けを取らない中長期のコミット
メントを発表し、従前から一つステージを上げた取り組みを
開始します。
　Sについては、情報発信力が高まってきています。先ほど
上野さんが言及された「UPGRADE Plant based kitchen」

や、USS豆乳加工製品「大豆舞珠（まめまーじゅ）」シリーズ
の発売など、PBFSに関連したニュースを次 と々発信していま
すし、IRという面でも、統合報告書の作成など、投資家への
情報提供がかなり充実してきました。
　Gについては、社外取締役が私一人だったのが3名体制と
なったことで、急速に前に進み始めています。役員報酬制度
の改定や取締役会（監督）と経営会議（執行）の切り分けを
実施したほか、CEOの選解任基準やサクセッションプランの
策定の検討、さらには取締役会のバランス、多様性、規模に
関する考え方の整理などについて白熱した議論を行ってきま
した。2020年度からの新たなボードメンバーの構成について
も、私たち社外取締役3名の意見が反映されています。

 上野
　ESG経営については、大変熱心に取り組んでいる企業で
すね。CxOごとにESGテーマを設定し、その達成度を評価し
ており、その取り組みや意欲が伝わってきます。
　ESG経営は、いまやグローバル企業に求められる必要条件
ともなっています。したがって、不二製油グループがESG経営
を標榜し、社長の清水さん自らが内部だけではなく外部に対
してもその重要性を訴えかけていることは、グローバルでの成
長を実現するためにも大変意義のあることだと考えています。

 西
　確かに清水さんのESGに関する発言は先進的で素晴らし
いと思います。また、個別の取り組みについても優れたもの
が多く、私自身も感心しています。しかし、まだ、それらの取
り組みが安定的に継続的に行われていくような、いわば、自
走型といえるような体制には至っていません。
　そのような体制にしていくためには、コミュニケーションが
非常に重要です。優れた取り組みを行うことはもちろん大事
ですが、それをステークホルダーに発信し、フィードバックを
得ることは、それと同じくらい大事なのです。そのようなコミュ
ニケーションを重ねることで、不二製油グループにしかでき
ないESG課題を解決していくという循環が生まれてきます。
　このようなコミュニケーションは、従来のB2Bのビジネスで
はあまり必要ではなかったはずです。コミュニケーションの
相手として、顧客を重視する一方で、その先の消費者、すな
わち、社会とのコミュニケーションは顧客を通してしかやって
こなかったこともあり、そこに労力をかけ、コストをかけるとい
う意識は強くなかったのではないでしょうか。しかし、これか
ら先、ESG経営を推進し、持続的成長を実現するためにも、
消費者、社会とのコミュニケーションを強化し、そこに対して

インパクトを与えていくということが不可欠になります。
　また、昨今のESG経営に対する関心の高まりは、社会におけ
る優先順位の変化の表れであるといえるでしょう。このたびの
新型コロナウイルスの世界的流行の中で、「ニューノーマル」とい
う言葉が聞かれるようになりましたが、私は「ニュープライオリティ」
であると捉えており、この大惨事を経て、世の中の優先順位が
さらに大きく変化していくのではないかと見ています。そういっ
た社会の動きを捉えながら、不二製油グループの経営課題に
おける優先順位も見直していく必要が出てくると考えています。

 三品
　では最後に、社外取締役としての抱負をうかがって、今回
の鼎談を締めくくりたいと思います。初めに上野さん、いか
がでしょうか。

 上野
 　不二製油グループは、女性活躍にも一所懸命に取り組ん
でおり、女性の管理職比率も徐々に高くなっています。また、
海外については女性管理職の比率が高いのですが、一方
で、経営層の女性は国内外ともに少ない状況にあります。
今後は女性活躍のためのジョブローテーションを導入する
など、人材育成プログラムの強化に取り組むことで、女性の
意欲を引き出し意識を育てて、経営層への登用が進んでい
くことを期待しています。
　一方、次世代の経営人材育成に向けては、ダイバーシティ
の観点からも幅広い人材があふれる企業を実現してほしい
ですね。指名・報酬諮問委員会で、サクセッションプランに
ついて議論する中で、海外にいる有能な人材に着目すべき
であると感じました。多様な人材の活躍の場を創ることが、
不二製油グループの強さを創っていくと思います。
　また、私は不二製油グループの皆さんに、もっと外部のさ
まざまな異分野・異業界・異能の人たちと積極的なつなが
りを持ち、活動を広げていっていただきたいと思っています。
異質の世界や外部とのコミュニケーションやアライアンスを
通して、これまでにない創造的なイノベーションが生まれ、事
業のあり方や技術の方向性が、将来に向けて大きく変化し
ていくのではないかと期待しています。特に研究開発・技術
開発分野の方々にエールを送りたいと考えます。
　現在、企業を取り巻く経済社会環境は大きな変革期にあ
るといえます。私は、多様なステークホルダーの観点をもっ
て、社外取締役として不二製油グループのさらなる持続的な
成長と中長期的な企業価値の向上にお役に立てたらと考え
ています。また、マーケティング、ブランディングや研究開発

“  食のトレンドは先進国が起点となりますので、 
「新しいグローバル化」を進め、 

そこに直接アクセスできる基盤を作れたことは 

非常に大きな成果です。” 
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社外取締役鼎談

＜取締役会の任務＞

「不二製油グループコーポレートガバナンス・ガイドライン」において、取締役会は会社法の定めるところに従い、会社の重要な業

務執行を決定するとともに、業務執行取締役および執行役員の職務の執行を監督することを規定しています。

＜取締役会の主な議題について＞

取締役会の決議、審議、報告事項は多様なものになりますが、主要項目の概要は以下のとおりです。

（以下の項目は例示です。）

① 会社法等の法令決議事項（株主総会の議案決定など）
議案の決議・審議等はもとより、将来的な構想を踏まえ活発な議論がなされています。

② 長期戦略・サステナビリティ関連事項の審議など
持続的な企業価値向上を実現するために要される長期視点での事業戦略やサステナビリティに関する取り組み事項について、

活発な議論を行い、業務執行役員による業務執行を方向づけています。

③ 取締役会の諮問委員会との連携による継続審議項目（役員報酬制度見直しやサクセッションプランなど）
取締役会から指名・報酬諮問委員会へ諮問した項目について、適時、指名・報酬諮問委員会より答申がなされ、取締役会で協

議されています。2020年6月18日開催の株主総会において、役員報酬制度の改定が決議され、業務執行取締役を対象として業

績連動型株式報酬制度を導入しました。

④ 中期経営計画およびグループ・各事業会社の戦略・政策の進捗状況
中期経営計画の進捗確認はもとより、本報告書でも紹介している各種戦略・政策の実施状況について、成果のみならず課題と

今後の対策について、適時、地域統括会社から具体的な報告を受け、取締役会で確認しています。

⑤ 主要な事業会社の経営状況（PMI報告含む）
主要な事業会社の経営状況について報告がなされており、構造改革の進捗状況、課題および今後の対策内容を含め、適時、確

認しています。

⑥ 内部統制、リスク管理状況およびコンプライアンス実施状況
内部監査部門等の報告を踏まえた内部統制の実施状況の確認はもとより、リスク管理体制の構築・運用の改善についてモニタ

リングしています。また、事業会社で発生した安全、品質、コンプライアンス等に関する課題についても、重要性に鑑み、再発防

止を含めた改善策の実施状況について確認しています。

＜取締役会の多様性の考え方＞

当社における現在の取締役の人数は9名（うち独立社外取締役3名、女性1名を含む）であり、全取締役に占める社外取締役の

比率は3分の1（社外取締役／全取締役）となっています。取締役候補者については、取締役会メンバーの多様性（ジェンダー、

国際性、専門性等）の確保が重要であると考えており、社外取締役を委員長とする「指名・報酬諮問委員会」の答申を踏まえ、

選任プロセスの客観性、透明性の確保に努めています。

でこれまで培ってきた経験をもとに、取締役会の場などで積
極的に提言を行い、変化対応力のあるしなやかな人材の確
保や育成、変革の場づくりを後押しするような役割を果たし
ていきたいと考えています。

 西
　不二製油グループは、独自の技術を有し、国内で確かな
顧客基盤を築いていますので、大きな変化を求めず、従来
のビジネスモデルの中で粛 と々事業を運営していくという道
を選ぶこともできたのではないでしょうか。しかし、その道を
選ばず、グローバル展開であったり、PBFSであったり、ESG

経営であったりと、従来にはなかったものに挑戦してきまし
た。その中で、社外取締役の任をお受けすることになったわ
けですから、その道筋を、不二製油グループ内はもちろん、ス
テークホルダーの皆さんにとっても意義のあるものにすること
に少しでもお役立ちできるよう、尽力したいと思っています。
　ガバナンスというと、コンプライアンスをはじめとした、ある
意味受動的な取り組みのイメージがありますが、私は企業
価値向上を加速するエンジンになると考えています。しかし、
従来の「経営者が統治する」ようなガバナンスを前提として
いては、大した力にはなりません。ステークホルダーの人た
ちをいかに巻き込んでいけるのかが、ガバナンスの高度化を
図る上で重要です。その第一歩として、まずは、従業員の皆
さんとの距離を縮め、意識を変えていくために、対話の機会
を増やしていきたいと考えています。それにより、私たち社外
取締役が、不二製油グループの企業価値を高めていく同じ
チームのメンバーであると認めていただく。そういうことを積
み重ねていくことによって、ガバナンスのエンジンとしての力
が高まり、さらには、社会的に存在価値のある、世の中に役
に立つガバナンスが形づくられていくと確信しています。

 三品
 　2015年に制定した「不二製油グループ憲法」に「人のた
めに働く」という文言があります。これは不二製油グループ
のビジネスモデルの根幹を端的に表現したものであると、私
は捉えています。顧客が抱える課題に向き合い、日々努力
し、工夫を重ね、求める製品コンセプトを実現していくこと
が、利益の源泉となる。つまり、顧客を成功させることが、不
二製油グループの成長につながるという図式で、本来の意
味で「人のために働く」という会社であるといえるでしょう。そ
して、その過程で、常に食の進化に貢献してきたわけです。
　いま不二製油グループが「新しいグローバル化」の中で挑
戦している欧米を中心とした社会では、「うまくいっているも
のは、そのままにしておく」という考え方が一般的で、定番商
品となったものにあまり改良を加えるようなことはしません。
そこに勝機があると思っています。不二製油グループがグ
ローバルの舞台でも、「人のために働く」ということを貫き、食
の進化に世界でも貢献し、そういう社会の土壌、食に対する
考え方すらも変えていけるような存在になることを期待して
います。
　そのためにも、世界のどこで事業を展開したとしても「不
二は不二である」という要素をいかに強くしていけるか、不
二製油グループとしての一体感をどうやって創っていくのか
が一層重要になると考えています。「不二人」としての強いア
イデンティティを確立した人たちを、国籍や性別を問わず増
やしていかなければなりません。その一環としてESG経営を
強めてきているわけですが、ガバナンスの一翼を担う私たち
社外取締役が果たすべき役割も大きくなってきていると感じ
ています。その自覚を胸に、西さんがおっしゃっていたよう
に、企業価値を高めていく同じチームのメンバーとして、とも
に不二製油グループに貢献していきたいと思っています。

“  ステークホルダーの人たちを 
いかに巻き込んでいけるのかが、 

ガバナンスの高度化を図る上で重要です。”
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取締役会のあり方



基
準
報
酬
額

基
準
報
酬
額

2019年度：役員の報酬等の額と算定方法

2020年度より適用：新役員報酬制度（業績連動報酬制度の導入）

当社では、コーポレートガバナンスに関する基本方針に基づいて、当社グループの企業価値の持続的な向上とステークホルダー

との価値の共有の促進、また、経営監督や業務執行に係る取締役の職務が適切に発揮されることを目指して、役員報酬制度の

見直しを進めてきました。

　取締役報酬のあり方については、社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会において協議を重ね、取締役の報酬と

当社の業績、および株式価値との連動性をより明確にした新役員報酬制度を、取締役会の審議を経て導入しました。

役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

・取締役の報酬と不二製油グループの業績および株式価値との連動性をより明確化

・ 取締役が株価変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の 
増大に貢献する意識の向上

・ 事業年度ごとの企業業績向上に対する意識の向上

業
績
連
動
係
数

業
績
連
動
係
数

基準KPI達成率

基準KPI達成率

・ 取締役の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明確にし、株価の変動による利益・リスクを株主の 
皆様と共有することによる、取締役の中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識の向上

・ 事業年度ごとの企業業績向上に対する意識向上による、ステークホルダーとの一層の価値共有

2.00

1.00

2.00

1.00

0%

0%

50%

50%

100%

100%

150%

150%

200%

200%

役位別基準報酬額
・2020年度
基準KPI：2020年度連結営業利益 237億円
注：基準KPI100%達成時の基準報酬額

役位別基準報酬額
・2020年度
基準KPI：2020年度 EPS 目標値192円
注：基準KPI100%達成時の基準報酬額

業績連動係数

業績連動係数 信託取得当社株価
本信託に組み入れる株式は、取得方法・
組み入れ株式数・組み入れ株価について
取締役会で決議を行い、同日社外開示する
取得方法

取得方法
（千ポイント）

・KPI達成率＝実績KPI÷基準KPI×100
・実績KPI＝当該事業年度における連結営業利益実績金額
・基準KPI＝当該事業年度における連結営業利益業績基準金額

・ KPI達成率＝実績KPI÷基準KPI×100
・ 実績KPI＝当該事業年度における連結1株当たり
当期純利益実績値
・ 基準KPI=当該事業年度における連結1株当たり
当期純利益業績基準値
注： 連結ROEが5%以下の場合は算出された報酬
額を10%減じて支給

個別支給額

個別支給 
ポイント

＝

＝

×

× ÷

 業績連動型金銭報酬（賞与）係数カーブ

業績連動係数の変動イメージ

業績連動係数の変動イメージ

 業績連動型株式報酬係数カーブ

・KPI達成率100%で基準報酬額×1.00を支給
・KPI達成率50%未満で基準報酬額0
・KPI達成率150%以上で基準報酬額×2.00を支給

・KPI達成率100%で基準報酬額×1.00を支給
・KPI達成率25%未満で基準報酬額0
・KPI達成率175%以上で基準報酬額×2.00を支給

固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬 
62%

金銭報酬 
（賞与）

21%

株式報酬 
17%

固定報酬 業績連動型報酬

基本報酬 
72%

賞与 
28%

基本報酬（業績連動係数が1.0の場合における比率）

基本報酬（業績連動係数が1.0の場合における比率）

現行制度

新役員報酬制度

業績連動型金銭報酬（賞与）

業績連動型株式報酬
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役員報酬制度

項目
2019年度適用制度

取締役 監査役

決定手順

株主総会で決議された総額の範囲内
・取締役報酬額 年額6億円以内
（うち社外取締役は年額3,000万円以内、 
取締役賞与含む、使用人分給与は含まない）

株主総会で決議された総額の範囲内
・監査役報酬額 年額1億円以内

指名・報酬諮問委員会への諮問・答申を経て 
取締役会にて代表取締役社長に再一任 監査役の協議

報酬額
固定報酬（月例報酬*1）+短期的業績連動報酬 
（個人および会社業績に連動する賞与*2）
注：社外取締役については固定報酬のみ

固定報酬（月例報酬*3）

*1 外部専門機関の調査データを参考とした役位および職責に応じた年俸
*2 短期業績、経営環境、株価、配当動向等を総合的に勘案して決定
*3 外部専門機関の調査データを活用した、役割と職務にふさわしい水準。独立性に配慮し、職責および常勤･非常勤に応じた固定報酬

項目 基本報酬 
（固定報酬） 賞与

取締役（社内） ○ ○

取締役（社外） ○ ̶

項目 基本報酬 
（固定報酬）

業績連動型
金銭報酬（賞与） 株式報酬

取締役（社内） ○ ○ ○

取締役（社外） ○ ̶ ̶

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 
（名）基本報酬 ストックオプション 賞与

退職慰労金および 
退職慰労引当金 

繰入額

取締役（社外取締役除く） 295 202 ̶ 92 ̶ 7

監査役（社外監査役除く） 54 54 ̶ ̶ ̶ 2

社外役員 51 51 ̶ ̶ ̶ 6

注： 1 上記には第91回定時株主総会終結の時をもって退任した社外役員1名に対する報酬を含んでいます。
  2 上記には2019年度に係る役員賞与を含んでいます。
  3 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。

狙い

目的

目的

役員区分 基準報酬額 対象役員数
代表取締役 1,900万円 1人

取締役（上席） 950万円 3人

取締役 760万円 2人

役員区分 基準報酬額 対象 
役員数

代表取締役 1,730万円 1人
取締役 
（上席） 870万円 3人

取締役 690万円 2人

KPI 連結営業利益

額の決定と支給 当該事業年度業績に基づいて 
報酬額を確定、翌年度に支給

総支給額 2億円を上限

各取締役への 
個別支給限度額

代表取締役 5,000万円 　
取締役（上席） 2,500万円
取締役 2,000万円

KPI 単年度の連結EPSおよび連結ROE

制度概要

当社が金銭を拠出することにより設定す
る信託が当社株式を取得し、当社が各
取締役に付与するポイントの数に相当
する数の当社株式が本信託を通じて各
取締役に対して交付される株式報酬制
度。1ポイント＝1株に設定。

交付時期 原則として取締役の退任時

信託への 
拠出上限金額

拠出上限額：1事業年度当たり2億円
対象者への支給ポイント上限： 
1事業年度当たり100,000ポイント

KPI達成率 業績連動係数
150%以上 2.00

50%以上 
150%未満

（実績KPI÷基準KPI-0.5）×2
小数点第3位を切り上げ

50%未満 0

KPI達成率 業績連動係数
175%以上 2.00
25%以上 
175%未満

（実績KPI÷基準KPI-0.25）×1.33
小数点第3位を切り上げ

25%未満 0 取得方法 組み入れ株価

保有自己
株式の 
処分

本制度に係る第三者割当（株式
交付信託への組み入れ）を決議す
る当社取締役会開催の前営業日
の東京証券取引所における当社
株式終値の価格

取引所市場
（立会外取
引を含む）

本制度に係る株式取得について
の当社取締役会決議後に取引所
市場から買いつける当社株式の
価格

役員区分 上限 
ポイント

代表取締役 25.0
取締役 
（上席） 12.5

取締役 10.0



取締役

監査役 執行役員

清水 洋史
代表取締役社長
最高経営責任者（CEO）

1953年7月1日生

三品 和広
取締役*1

独立役員

1959年9月23日生

酒井 幹夫
取締役 兼 上席執行役員
ブラマー チョコレート  
カンパニー会長
フジ スペシャリティーズ社長

1959年10月6日生

上野 祐子 
（三坂 祐子）

取締役*1

独立役員

1954年7月7日生

松本 智樹
取締役 兼 上席執行役員
最高財務責任者（CFO）

1960年12月20日生

西 秀訓
取締役*1

独立役員

1951年1月6日生

木田 晴康 上席執行役員 最高技術責任者（CTO）

丸橋 康浩 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO） 
兼 不二製油株式会社 取締役

峯村 政孝 執行役員 中国総代表 兼 不二（中国）投資有限公司 
総経理

科野 裕史 執行役員 油脂・チョコレート事業部門長

信達 等 執行役員 フジオイル アジア 社長

六川 尚宏 執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長

鈴木 清仁 執行役員 PBFS事業部門長

中村 彰宏 執行役員 未来創造研究所長

澁谷 信
常勤監査役

1959年10月25日生

魚住 隆太
監査役*3 
独立役員

1948年2月24日生

⻆谷 武彦
常勤監査役

1958年7月16日生

池田 裕彦
監査役*3 
独立役員

1960年6月21日生

大森 達司
取締役 兼 上席執行役員
不二製油株式会社 
代表取締役社長

1960年4月28日生

門田 隆司
取締役 兼 上席執行役員
最高ESG経営責任者 
（C“ESG”O）

1959年4月2日生

髙杉 豪
取締役 兼 上席執行役員
最高総務責任者（CAO）

1959年7月16日生

1977年 4月  当社入社
2004年 6月  当社取締役
2013年 4月  当社代表取締役社長（現任）
2015年 10月  当社最高経営責任者（CEO） 

（現任）

1989年 9月  ハーバード・ビジネス・スクール 
助教授

1997年 4月  北陸先端科学技術大学院大学
知識科学研究科助教授

2004年 10月  神戸大学大学院経営学研究科
教授（現任）

2012年 6月  株式会社ニチレイ社外取締役
2013年 6月 当社社外取締役（現任）
2016年 6月  日本ペイントホールディングス 

株式会社社外取締役

1983年 4月  当社入社
2015年 6月  当社取締役（現任）
2019年 4月  当社上席執行役員（現任）  

ブラマー チョコレート カンパニー
会長（現任）

2020年 4月  フジ スペシャリティーズ社長 
（現任）

1981年 5月  ワールドデザインコーポレーション
設立

2010年 9月  株式会社上野流通戦略研究所
代表取締役（現任）

2016年 6月  学校法人神戸松蔭女子学院 
大学評議員（現任）

2018年 6月  当社社外取締役（現任）
2020年 4月  国立大学法人神戸大学理事 

（非常勤）（現任）

1985年 4月  当社入社
2015年 6月  当社取締役（現任）
2015年 10月  当社最高財務責任者（CFO） 

（現任）
2019年 4月  当社上席執行役員（現任）

1975年 4月  カゴメ株式会社入社
2009年 6月  カゴメ株式会社代表取締役社長
2014年 6月  カゴメ株式会社代表取締役会長
2014年 6月  長瀬産業株式会社社外取締役
2016年 6月  カゴメ株式会社取締役会長
2019年 6月  当社社外取締役（現任）
2020年 6月  テルモ株式会社社外取締役 

（現任）*2

1983年 4月 当社入社
2017年 4月  不二製油株式会社代表取締役社長

（現任）
2017年 6月 当社取締役（現任）
2019年 4月 当社上席執行役員（現任）

1985年 4月  当社入社
2018年 6月  当社取締役（現任）
2019年 4月  当社最高ESG経営責任者 

（C“ESG”O）（現任） 
当社上席執行役員（現任）

1982年 4月  伊藤忠商事株式会社入社
2017年 4月  当社入社
2019年 4月  当社上席執行役員 （現任）
2020年 4月  当社最高総務責任者（CAO） 

（現任）
2020年 6月  当社取締役（現任）

2004年6月に取締役に選任され、2013年4月より代表取締役社長
を務めています。2015年10月の純粋持株会社化においては経
営体制の刷新を指揮し、地域統括会社への権限委譲とグループ
全体のガバナンス機能強化を図ることにより、当社グループの持
続可能な発展による企業価値の向上を実現するための礎を築き
ました。

経営戦略、経営者論等の企業経済学の研究活動の第一線で長
年活躍している学識経験者です。三品氏は、直接企業経営に関
与された経験はありませんが、複数の会社の社外取締役を務め
ており、その専門性の高い学識と豊富な経験を有しています。

中国、米国等の当社グループ主要子会社の総経理、社長の任務
を経験し、2015年6月に取締役に選任され、最高経営戦略責任
者を担った後、2019年4月より北米チョコレート事業の中核である
ブラマー チョコレート カンパニー会長として、その事業遂行力とマ
ネジメント力を活かし、海外事業をけん引しています。

長年にわたりマーケティングコンサルタントとして多くの企業や地
方行政機関等のコンサルティングを手がけられています。また、自
ら経営者として企業経営を行うほか、上場会社において社外取締
役を務められ、豊富な経験と高い見識を有しています。

主に財務・会計・経理、経営企画等で豊富な職務経験を有し、
2015年6月に取 締役に選任され、純粋持株会社へ移行した同年
10月より最高財務責任者を担い、企業情報の積極的な開示にも
貢献してきました。

食品に関する事業をグローバルに展開する企業に長年従事され、
企業経営者として豊富な経験を有しているほか、マーケティングの
造詣が深く、当社の事業領域である食品分野について高い見識
を有しています。また西氏は、上場会社において社外取締役を現
在も務められており、長年のマネジメントの経験を活かして、当社
の業務執行に対する監督の強化および当社取締役会の実効性
の一層の向上が可能となると考えています。

営業部門において長く職務を経験した後、中国グループ子会社の
総経理、事業部長を経て、2017年4月より当社グループ会社の中
核となる不二製油株式会社代表取締役社長としてその事業遂行
力とマネジメント力を活かし、国内事業をけん引しています。

技術開発部門において長く職務に携わり、安全・品質・生産の
統括を務め、米国、中国において駐在経験があります。2018年4
月より当社最高品質責任者として当社グループの安全・品質・環
境戦略を担った後、2019年4月より当社最高ESG経営責任者とし
てESG経営の推進役を担っています。

国内大手商社の食糧部門で営業・マネジメントを経験し、海外事
業についても豊富な経験があります。当社入社後は、海外事業開
発や米州でのエリア統括会社社長を歴任しています。国内外で
の豊富な食ビジネスにおける経験を有しており、2020年4月から
は当社最高総務責任者として当社グループにおけるグローバル経
営の推進役を担っています。

*1  取締役 三品和広氏、上野祐子氏および西秀訓氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に 
規定する社外役員に該当する社外取締役です。

*2  2020年6月25日就任
*3  監査役 魚住隆太氏と池田裕彦氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員
に該当する社外監査役です。
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1. 監査役と内部監査部門および会計監査人との連携および協働（三様監査）

監査役と内部監査部門および会計監査人は、それぞれの職責と役割に応じた監査を実施するとともに、情報の共有、グループ会社に

対する監査における連携、監査後のフォローアップにおける協働を図ることにより、互いの監査の実効性を高める取り組みを行いました。

２. 監査役による監査活動の概要

監査役会は、（1）取締役の職務執行、（2）業務執行、（3）内部統制、（4）会計監査の4つの領域についてのリスクや課題を検討

し、年間の活動計画を定めました。各領域に対する監査活動の概要は下表のとおりです。これらの監査活動を通じて得られた

認識事項について、取締役や執行部門に助言や提言を行いました。

3. 2019年度 監査役監査の重点実施項目とその活動実績

4. 2020年度の監査上の重点課題

2020年度は、「主要海外グループ会社の内部統制の構築状況」「監査上の重要な検討事項（KAM）に係る会計監査人との 

コミュニケーション」「新型コロナウイルス沈静化後のグループ各社における経営管理状況」等を重点課題とし、さらなる監査の 

実効性向上を目指していきたいと考えています。

取締役の職務執行 ・取締役会への出席　・代表取締役との定例会の開催　・その他取締役へのヒアリング
・担当取締役と監査役による意見交換（ガバナンス体制等）

監査役
業務執行 ・本社・事業所・子会社等（海外・国内）への監査　・経営会議へオブザーバーとして出席

・業務執行責任者（部門長クラス）へのヒアリング

内部統制 ・内部監査部門からの内部監査計画説明、監査結果報告
・内部監査部門との連絡会の開催

会計監査 ・会計監査人からの監査計画説明、四半期レビュー報告、監査結果報告（定期）
・その他必要に応じて実施する会計監査人とのミーティング　・会計監査人評価の実施
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三様監査による監査の実効性向上への取り組み

重点監査項目
1 意思決定プロセスの妥当性

2 グループ会社会計監査人の監査状況の確認

3 コンプライアンス推進状況の確認

4 リスク管理体制の運用状況

5

その他特別案件
（主要グループ会社の経営管理状況の確認、監査上の 
重要な検討事項（KAM）導入に向けての会計監査人との
コミュニケーション等）

6
統合報告書、サステナビリティレポート、コーポ
レートガバナンス報告書等のESGに係る各種開
示資料に記載した内容の整合性の確認

主な活動実績

1

グループ会社および部門への監査
グループ会社各社の経営幹部や部門責任者に対するヒアリング等を通した一連の実態監査を実施
・  【日本】 11拠点（不二製油株式会社事業所7ヵ所および国内グループ会社4社） 

および職能を中心とした6部門（事業統括、安全環境、物流、原料、人事総務、ICT）
・  【海外】3ヵ国5拠点（シンガポール、インドネシア、中国）

2

監査結果のフォローアップ
被監査部門への助言や提言に加え、グループ経営全体に影響を及ぼすような個別の発見事項については、
代表取締役社長との定例会を通じ課題提起や提言を実施したほか、年間の監査活動を通して得た 
重要な気づき事項および改善が望まれる事項を集約し、経営トップに対する意見として提示

3

会計監査人とのコミュニケーションおよび会計監査人監査の相当性判断
会計監査人と、四半期レビューや期末レビュー等の定例会合のほか、監査上の重要トピックについて意見 
交換を実施（年間16回のミーティング実施）
また、当社で定めた会計監査人評価基準に基づき、会計監査人監査の相当性判断、再任の妥当性判断を実施

内部監査部門

監査役会

会計監査人
連携 協働

販売、システム、人事、海外事業など、 
さまざまな経歴の社員から構成（2019年度は4名体制）

業務執行社員2名、マネージャー 1名、
補助者6名

常勤監査役（社内）

独立社外監査役  注：社外が半数

監査役スタッフ     注：業務執行部門と兼務


