
ガバナンスに関する詳細は、ウェブサイトをご覧ください。
https://www.fujioilholdings.com/about/governance/

目指すガバナンスのあり方
当社は、コーポレートガバナンスを企業価値の持続的な向上に必要不可欠かつ重要な基盤であると認識しています。この 

役割を担う重要な会議体が経営会議と取締役会であり、経営会議は事業執行の判断、取締役会は事業執行状況の監督 

（モニタリング）を重視するというように2つの会議体が両輪一体となってそれぞれの役割を果たし、これにより、迅速かつ 

積極果敢な事業展開や経営体質の強化を図ることを目指しています。なお、コーポレートガバナンスが実効性を具備する 

ためには、当社グループ内のガバナンス（グループガバナンス）が有効に機能していることが前提となります。そのために、 

当社はグループ全体にわたって事業方針や業務諸規程の浸透に努め、かつ職能部門や内部監査部門によるモニタリング 

活動などに取り組んでいます。

＜役割＞

1  取締役会 法定事項および当社グループの経営に影響を及ぼす経営方針や戦略等の重要事項に関する意思決定、および業務の
監督を行う会議体。株主から信託を受けた取締役および監査役で構成される。

2  指名・報酬諮問委員会 取締役会の諮問を受けて当社役員の人事・報酬に関わる答申を行う。判断に際しての客観性と透明性確保の観点か
ら、その構成員の過半数は独立社外取締役から構成され、委員長は独立社外取締役が務める。

3  監査役会 監査役（半数は社外監査役）から構成され、取締役の職務の執行状況を監査する。

4  ESG委員会 取締役会の諮問機関として、ESG活動全般を統括し活動状況や課題・改善施策等を取締役会へ答申・報告する。 
C“ESG”Oを委員長とし、CEOおよび各ESGテーマ管掌CxOと担当者、社外有識者等のメンバーで構成される。

5  経営会議 グループの経営に関する重要事項を審議し、CEO（執行代表）の意思決定を補佐する会議体。
執行役員であるCxOおよび地域統括責任者で構成される。

ガバナンス体制図
（2021年6月23日現在）

＜取締役会の構成＞

社外役員比率

＜取締役・監査役の専門性＞
* スキルマトリクスについての詳細はP88をご参照ください

女性比率

主な組織と会議体の構成

50%

うち独立役員 
37.5％

12.5%

＜今後の考え方＞

目指すガバナンスのあり方で記した事柄の着実な実践を通じて、当社コーポレートガバナンスのレベル向上、ステークホル
ダーの信頼獲得、企業価値の向上に弛まず取り組みます。取締役会の構成員については、今後の中長期戦略を踏まえ必要
なスキル、多様性、独立性などを考慮しながら取締役候補者の人選を検討していきます。

 （人）

国際事業

営業・マーケティング

他社での経営経験

財務・会計

サステナビリティ

法務

R&D・技術

情報システム

製造・品質 1

3

2

6

6

2

4

3

5
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ガバナンス SECT ION コーポレートガバナンス

（2021年6月23日現在）

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 4名（うち：女性1名）（うち：独立3名）

議長・委員長

構成 （参考）
2020年度 
開催実績 *1総員 社内 

取締役
社外 
取締役

（うち 
独立社外 
取締役）

常勤 
監査役

独立 
社外 
監査役

1  取締役会 取締役社長（酒井 幹夫） 12 4 4 （3） 2 2 16

2   指名・報酬 
諮問委員会 独立社外取締役（上野 祐子） 5 2 3 （3） ̶ オブ 

ザーバー 16

3  監査役会 常勤監査役（澁谷 信） 4 ̶ ̶ （̶） 2 2 16

4  ESG委員会 社内取締役（C“ESG”O 門田 隆司） 4 4 ̶ （̶） ̶ アド 
バイザー 2

5  （参考）経営会議 取締役社長（酒井 幹夫） 13*2 4 ̶ （̶） オブ 
ザーバー ̶ 26*3

*1 2020年4月～2021年3月実績累計
*2 社内取締役4名+執行役員9名
*3 臨時経営会議2回を含む株主総会

会計監査人

CSO

CTO

C“ESG”O

CFO

CAO

日本
不二製油 

日本の 
グループ会社

北米・ 
南米／欧州・ 
アフリカの 
グループ会社

米州・欧州
フジ スペシャ 
リティーズ

東南アジア
フジオイル 
アジア

東南アジア・ 
オセアニアの 
グループ会社

中国
不二（中国） 
投資

中国の 
グループ会社

3  監査役会

2  指名・報酬諮問委員会

4  ESG委員会

5  経営会議

CEO

1  取締役会

内部監査グループ

エリア統括会社

グループ会社

内部統制の基盤 グループ憲法・グループ方針・業務諸規程・内部通報制度など

グループガバナンス

P92

  グループ本社　  事業会社



指名・報酬諮問委員会の主な議論
指名・報酬諮問委員会では、透明性と客観性を高めるため独立役員（社外取締役）を委員長とし、取締役会より諮問を受け
た取締役の人事・報酬に関して十分に審議し、取締役会へ答申しています。主な議題は、以下のとおりです。

新ＣＥＯの選任について
＜選任プロセス＞
当社ではCEOサクセッションプランはグループの将来を左右する重要な戦略と位置づけています。2020年度より指名・報酬
諮問委員会において、独立社外取締役によるCEO再任の要否を検討するCEOレビュー会議を導入しました。また、指名・報
酬諮問委員会では、独立した立場から経営課題を踏まえ、複数の候補者の中から次期CEOに適格な人物評価を十分に審議
し絞り込み、その妥当性を判断して、取締役会へ答申しました。

＜選任理由＞
酒井幹夫氏は、これまで当社グループ全般の事業経営に携わり、中国、米国等のグループ主要会社の総経理、社長を歴任し、
当社の業績向上を牽引してきました。2015年6月に取締役就任、最高経営戦略責任者（CSO）を務め、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の会長を担いました。その事業遂行能力とマネジメント力を活かし、当社グループの
企業価値の向上にさらに寄与することができると判断し、CEOに選任しました。

（1） 人事に関する事項 （2） 報酬に関する事項 

1  取締役の人事に関する方針
2  取締役の選任・解任
3  代表取締役および役付取締役の選定・解職
4  取締役兼務の執行役員の選定・解職
5  執行役員の選任・解任

1  取締役の報酬に関する方針 

2  取締役の報酬制度 

3  取締役の個人別報酬額  

4  執行役員の報酬制度
5  執行役員の個人別報酬額

取締役会での主な議論
取締役会では、重要執行案件などの所定議案に加え、実効性評価の結果を踏まえて改善に向けて「何を重点的に審議すべ
きか」の議論が行われます。
　こうした議論を通じて、社外取締役からは新たに取り上げるべきテーマの指定がなされるなどし、能動的な議論が活発に
行われています。なお、取締役会では、以下のようなモニタリングの視座を有しての議論が行われています。

モニタリングの視座

I.  企業戦略や事業運営の大きな方向性が適切に定められ
ているか。

II.  業務遂行の進捗を計る重要な経営指標が定められてい
るか。

III.  着実な業務遂行を可能とする体制が整備されているか。

IV.  業務執行が、上記 I、IIに則って的確に遂行されてい 

るか。

V.  業務の遂行に相応しい人材が適切に配置されているか。
また上記Ⅳの評価が人事に適切に反映されているか。

2020年度の主な審議内容
1  新規事業展開の進捗
  PBFに関わるグローバルな事業展開の全体戦略、各プロジェクト
の進捗状況

  全体戦略に照らしての新規投資案件の位置づけ、期待される今後
の展開や事業効果、想定すべきリスク

2  事業発展の基盤となる機能面の体制整備
  内部監査部門の監査を通じてのグループガバナンス上の弱点分
野掌握と今後の対策検討

  コンプライアンス、情報セキュリティ活動のグローバル展開状況、
さらに取り組みを強化すべき分野の確認

3  M&Aを行った会社のPMI進捗状況
  月次決算状況や今後の事業見通し
  PMI主要管理項目の進捗の確認
  事業運営体制の整備状況の確認

取締役会実効性評価
第三者評価機関を登用し、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毎年評価しています。取締役会
は、明らかになった課題について改善施策を協議し、必要な措置を執行側に指示します。さらに、改善施策が着実に実行
されているか適時に確認することにより、取締役会運営の実効性向上のためのPDCAサイクルを回しています。

実施された項目
  中長期的な戦略や取締役会運営のあり方
等を自由に討議する場として、従来の 
「決議」「報告」に加えて「審議」の場を
設定
  社外取締役を1名増員し3名体制に

今後の取り組み課題
  中長期的な戦略に関わる議論の充実
  取締役の報酬設計（中長期業績インセン
ティブの織り込み）
  CEOサクセッションプランの策定

実施された項目
  取締役の報酬設計（中長期業績インセン
ティブの織り込み）
  中長期視点での事業の方向性に関わる 
議論（継続）

今後の取り組み課題
  CEOサクセッションプランの策定（継続）
  役員のスキルマトリクス策定
  グループガバナンスの強化

実施された項目
  CEOサクセッションプランの策定
  役員のスキルマトリクス策定
  社外役員の独立性判断基準の策定
  モニタリング型取締役会のあり方に 
関わる議論（継続）

  少数株主保護に関わる施策

今後の取り組み課題
  モニタリング型取締役会運営の定着化
  グループガバナンスのさらなる強化 
（内部監査部門の有効活用）

＜評価方法＞
評価者 ：第三者評価機関

調査方法 ： アンケート（取締役10名および監査役4名） 
注： 例年はインタビューを併せて実施していますが、2020年度は、2019年度に認識された
課題確認に焦点を当てたアンケート調査のみ実施しました。

評価プロセス ：第三者機関による匿名性を担保した結果分析

＜主な質問項目＞
1. 課題に対する改善進捗評価

2. 取締役会で審議すべき事項

3.  昨今の経営環境変化への対応評価 
（コロナ禍、DX変革）

2018年度 実効性評価結果 2019年度 実効性評価結果 2020年度 実効性評価結果
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コーポレートガバナンス

指名・報酬諮問委員会について
私たち指名・報酬諮問委員会では、知見やキャリアの異なる独立社外取締役を中心にメリハリの 

効いた活発な議論が展開されています。取締役会の諮問機関として、取締役の選任プロセスや報酬
制度の設計・運用プロセス等の重要事項の検討にあたり、独立社外取締役が適切に関与・助言・監
督することで、客観性・透明性を高めることが重要であると考えています。客観的な視点を取り入れ
ることで、取締役会の監督機能を強化する狙いもあります。
　2019年度の新役員報酬制度の答申に続き、2020年度は諮問に基づき主にCEOサクセッション 

プラン、次期役員体制について審議し、取締役会に答申しました。取締役会審議を経て2021年4月よ
り新CEO、新役員体制がスタートしています。2019年度から議論してきたCEOサクセッションプランの 

運用スキームのブラッシュアップを図りながら、CEO選解任について運用を開始し、CEOレビュー会
議、CEOインタビューを実施しました。並行して取締役会における監督と執行の分離についても議論
を重ね、グループの事業会社代表を取締役から外した新体制の答申が反映されたことで、モニタリン
グ型の取締役会への第一歩を踏み出すことになりました。
　昨今、企業経営環境の変化やコーポレートガバナンス・コード改訂等も含め、ガバナンスの高度化
が求められています。新CEOのリーダーシップのもとにグローバルに筋肉質の企業構築を目指す上
で、指名・報酬諮問委員会は、中長期的な企業価値向上の観点から、株主はじめステークホルダーと
取締役会の間に常に高質の緊張感を醸成していくことを意識しています。

取締役
独立役員
指名・報酬諮問委員会 委員長

上野 祐子



新任社外役員のフォロー体制
取締役会事務局は社内の関係機能と連携し、当社グループの事業概況・組織、取締役会規則等の主な関係規程、取締役会運営
の状況（実効性評価結果）等の説明を行い、新任社外役員の方々が速やかかつスムーズに取締役会の議論に参画していただける
よう必要な支援の提供に努めています。また、議題によっては取締役会当日までに、個別に説明を行う場の設定を行っています。

役員への研修
テーマに応じて社外の専門家を講師として招聘し、「サステ
ナビリティ」「ガバナンス」「社内の諸制度」「法律」の4テー
マを主軸において役員研修を実施しています。

少数株主の権利保護に関する方針 

少数株主保護の必要性について、当社の主要株主である伊藤忠商事グループと当社間で相互確認を行っています。
  伊藤忠商事グループとの 1 新規取引（年間10億円以上のもの）、2 当社にとって重要と判断される事業提携案件が生じた
時は、両社間で少数株主保護の視点を踏まえ実施の妥当性について協議し、かつ判断の透明性と妥当性を確保すべく、 

取締役会で審議し決議を行う。
  取締役会は、各年度末に伊藤忠商事グループとの取引状況を確認する。

新任取締役メッセージ

研修テーマ例
  欧州におけるESG経営の動向
  ESGと持続的な企業価値の向上
  会社法改正とコーポレートガバナンス・コード改定の動向
  統合報告書のステークホルダーフィードバック
  公正な取引に係る重要法令コンプライアンス（独禁法、贈収賄防止他）

取締役・監査役候補者の指名に関する考え方

  取締役会の専門性に照らしてのスキルマトリクスは下記のとおりです。
  こうした専門性と併せて、属性（独立性）、在籍年数、ジェンダー・国際性等の多様性、経営環境の変化等を加味して、当社
は継続的に取締役会の構成について検討していきます。
  独立社外役員の在籍年数については、社外独立性保持の観点から、原則として取締役は最長6年、監査役は最長8年が妥当
であると考えています。

＜社外取締役・社外監査役の独立性判断基準＞
独立社外役員（当社が独立社外役員として指定する社外取締役・社外監査役）の候補者の選定にあたって、以下の各要件の
いずれにも該当しないことを、社外取締役および社外監査役の独立性判断基準と定めています。

スキルマトリクス
 （2021年6月23日現在）

1 当社および当社の子会社（以下総称して当社グループという）の取締役・監査役（社外役員除く）、執行役員、使用人

2
当社グループの大株主 *の取締役・監査役、執行役員、使用人
* 就任時点における直近の株主名簿において上位10位以内の大株主（間接的に当社株式を保有する者を含む）

3
当社グループを主要な取引先 *とする者の取締役・監査役、執行役員、使用人
* 取引先の直近事業年度における年間連結売上高の2%以上に相当する額の支払いを、当社グループから受ける場合の取引先

4

当社グループの主要な取引先 *の取締役・監査役、執行役員、使用人
*（ⅰ） 当社グループの直近事業年度における年間連結売上高の2%以上に相当する額の支払いを、当社に対して行っている場合の取引先
 （ⅱ） 直近事業年度末における当社グループの連結総資産の2%以上に相当する額の融資を、当社グループに行っている場合の取引先

5 当社グループが取締役を派遣している会社の取締役・監査役、執行役員、使用人

6
当社グループから役員報酬以外に過去3年間の平均で年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、 
会計専門家または法律専門家

7 現在および過去10年間に上記 1に該当していた者

8 現在および過去5年間において上記 2から 6 のいずれかに該当していた者

9 上記 1 から 8に該当する者の配偶者、2親等内の親族、同居する親族

他社での 
経営経験 国際事業 サステナ 

ビリティ
財務・ 
会計

R&D・ 
技術

営業・ 
マーケティング

情報 
システム 法務 製造・ 

品質

酒井 幹夫

松本 智樹

門田 隆司

髙杉 豪

上野 祐子 独

西 秀訓 独

梅原 俊志 独

宮本 秀一

澁谷 信

谷 武彦

魚住 隆太 独

池田 裕彦 独

注1 独  は独立役員です。
　2 特に専門性や経験の発揮が期待できる領域3つまでを挙げています。
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コーポレートガバナンス

2020年まで、エレクトロニクス系総合素材メーカーに約40年間勤めていました。その間、生産技術
部門の技術者、ビジネス部門の製造責任者ならびに事業責任者、本社部門では全社の技術責任者
（CTO）を務めました。技術力を磨き、付加価値製品を創出し、B to Bの強みを活かした食品素材
メーカーとして多くの社会貢献をなされている不二製油グループには、業界は違えども非常に親近
感を持っております。
　未曾有のパンデミックにより生活様式は大きく変わり、社会のニーズや価値観も変化しています。
これはさらなる新しい価値創造に向けて成長するチャンスです。SDGsへの貢献などによる持続的
な成長に加え、他社が真似できないビジネスモデルを実現できれば、大きな飛躍ができるはずで
す。一方、リーマンショックのような世界的不況、コモディティー化の加速、そして今日の価値観の
変化等、絶えず変化する外部環境に負けない基礎体力の強化、構造改革の推進が次の成長を支え
る原動力となります。
　私は、誠実に全身全霊を傾け、不二製油グループの発展に尽くしたいと思っています。

不二製油グループと関係の深い伊藤忠商事株式会社との兼任として、久々に社外役員に就任いた
しました。昨今、伊藤忠商事株式会社は人材派遣などを通して、さまざまな面で事業活動のお手伝
いをしています。私は入社以来、食糧業務に従事し、不二製油グループとは主に原料調達、あるい
はアジア事業で一緒に仕事をしてきました。グローバルに成長されることへの対応も含め、不二製
油グループの企業価値向上のため、全力を挙げて職務に取り組んでまいります。皆様のご支援の
程、よろしくお願い申し上げます。
　さて、不二製油グループは高い技術力で「食」を支えておられます。いかなる舞台も成功に導く
「スーパー黒子」ともいえます。昨今「食」の変化は激しく、また、プレーヤーの社会的責任がこれま
で以上に問われています。これらの点でも不二製油グループはトップを走っており、PBF分野、ある
いはESG経営、SDGsの観点でも注目されています。すでに世間でも黒子の素顔が知られつつありま
すが、不二製油グループが主役の舞台をもっと見たい。そのお手伝いも課題であると思っています。

社外取締役

梅原 俊志

社外取締役

宮本 秀一



コーポレートガバナンス

役員報酬制度　

基
準
報
酬
額

基
準
報
酬
額

当社取締役（社外取締役を除く）の報酬制度は、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、
取締役が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
する意識を高めることを目的とした業績連動型の報酬制度を導入しています。

＜基本方針＞   株主をはじめステークホルダーと価値を共有する報酬体系とする 

 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を高める報酬体系とする

2020年度における当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定方法について、取締役の報酬等は、株主総会で承
認された総額の範囲内で、社外取締役を過半数とする「指名・報酬諮問委員会」への諮問・答申を経て取締役会にて決定
しています。「指名・報酬諮問委員会」では、取締役の報酬支給総額に関する事項、報酬額算定方法に関する事項、業績連
動の算定指標に関する事項等について審議し、取締役会に答申を行っています。

各報酬の構成比率は、将来的に基本報酬：金銭報酬（賞与）：株式報酬＝1：1：1を指向し、業績、企業価値の拡大とともに
業績連動型報酬の比率を高めていく設計としています。
　報酬水準は外部専門機関による役員報酬調査データに基づき、当社と同じ業種、事業規模である企業の水準を考慮し、
「指名・報酬諮問委員会」において審議した上で、取締役会に答申を行っています。なお、社外取締役については、その役
割と独立性の観点から基本報酬（固定報酬）のみとしています。

監査役の報酬等について

監査役の報酬等は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成し、株主総会の決議により決定した監査役の報酬総
額の限度額内において、職務分担を勘案し、監査役の協議によって決定しています。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

 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
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役位別基準報酬額
・2021年度
基準KPI：2021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
・2021年度
基準KPI：2021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

・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 
60%

金銭報酬 
（賞与）

21%

株式報酬 
19%

基本報酬（2021年度基準KPIにおいて、業績連動係数がいずれも1.0の場合における比率）取締役の報酬制度概要

業績連動型金銭報酬（賞与）

業績連動型株式報酬
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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
対象となる 
役員の員数 
（人）

報酬等の種類別の総額（百万円）
報酬等の総額 
（百万円）基本報酬 

（固定報酬）
業績連動型

金銭報酬（賞与） 非金銭報酬 *1（株式）

取締役（社外取締役除く）     8*2 175 30 32   237*3

監査役（社外監査役除く）     3*4 54 – –  54

社外取締役 社外監査役  6 54 – –  54

合計 17 283 30 32 345

*1 定時株主総会において決議した株式報酬制度に基づき費用計上した額を記載しています。
*2 第92回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでいます。
*3 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
*4 第92回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役2名を含んでいます。
注： ・ 取締役の報酬限度額は、第92回定時株主総会において、年額600百万円以内（うち社外取締役は年額50百万円以内）と決議いただいています。なお、取締役（社外取締役を除く）の

報酬限度額には、取締役賞与を含むものとし、使用人分給与は含まないものとします。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち社外取締役は3名）です。
 ・ 業績連動型株式報酬（株式交付信託）の額・内容等は、第92回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）を対象に、対象期間である2021年3月末日に終了する事業年度か

ら2023年3月末日に終了する3事業年度間において、対象となる取締役に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する金銭の上限を合計600百万円と決議いただ
いています。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は6名です。

 ・ 監査役の報酬額は、2017年6月22日開催の第89回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

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 1人
取締役 760万円 2人

* 取締役 松本智樹が該当

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 1人

取締役 690万円 2人
* 取締役 松本智樹が該当

KPI
連結営業利益 
（選定理由：年次KPIとの連動、 
継続的な企業業績と財務価値向上）

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
（選定理由：中期計画KPIとの連動、
中長期の業績拡大と企業価値向上）

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

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

取得方法
（千ポイント）

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

* 対象者への支給ポイント
上限：1事業年度当たり

100.0千ポイント

2020年度実績
（ 業績KPI達成率 75.57% 
業績連動係数 0.52）

2020年度実績
（ 業績KPI達成率 66.74% 
業績連動係数 0.56 
連結ROE  7.0%
（支給調整なし））



内部統制の基盤

不二製油グループ憲法と浸透活動

「不二製油グループ憲法」は、不二製油グループの存在理由、目指す姿の実現のために組織として共有する価値観（拠りど
ころ）や行動基準であり、経営の根幹です。「不二製油グループ憲法」を徹底して共有・実践することが組織の強みの源泉
となり、私たちの使命を果たすことにつながると考え、さまざまな研修制度に「不二製油グループ憲法」の理解浸透を図る
プログラムを織り込み、マネジメント育成を実施しています。
　2021年度は、憲法を自らの行動に結びつけることを主眼としたeラーニングを9ヵ国語で実施するほか、全グループを 

対象とした表彰制度などを開始し、継続的な浸透活動を推進する予定です。

グループ方針・業務諸規程
グループガバナンスの基本である「不二製油グループ憲法」を具現化するために、グループ経営に関する基本方針として「グ
ループ方針」を定め、そのもとで有効なグループガバナンス体制の構築を推進しています。
　「グループ方針」は、 各執行階層の業務の決裁権限を定めた「決裁権限に関する運用規程」、各機能組織の役割分担を定
めた「職務分掌規程」、各職能部門が適正に業務を遂行する手順を定めた業務規程など29の規程や細則から構成されてい
ます。これら「グループ方針」は、グループ内イントラネットなどへ掲載し3ヵ国語でグローバルに共有するほか、グループ本
社の各機能部門が、国内外グループ会社に規程の説明会を行うなど普及浸透に努めています。

内部通報制度
国内グループ会社では「不二製油グループ社内通報窓口」、社外通報窓口（法律事務所）、および「公正取引ヘルプライン*1」を、
海外グループ会社においては、「不二製油グループコンプライアンス・ヘルプライン*2」を運用しています。いずれも外部機関の起
用により通報者の秘密・匿名性を確保し、24時間・365日受け付けるなど、通報しやすい環境を整備しています。また、不二製
油グループ本社の内部通報規程では、通報者となった従業員を、通報したことを理由に解雇および不利益に取り扱うことを禁止
し、通報者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせなどをした者に、就業規則などに従い処分を課すことができると定めています。
　グループ全体で寄せられた通報件数は、ここ数年は年間5～10件の範囲で推移しています。通報内容については速やかに
調査し、必要な是正措置や通報者へのフィードバックを行っています。なお、グループ全体にわたって、毎年内部通報制度
に関するアンケート調査を実施し、通報制度の周知徹底や運用改善に努めています。
*1 適正な取引継続の観点から、特定分野の協力会社を対象とした通報窓口
*2 グループ会社従業員向けの内部通報制度

第1のライン

エリア統括会社の整備と事業会社へのガバナンス機能強化
2015年のグループ本社制（持株会社制）への移行後、全事業エリアに統括会社の設置を実施しました。
　各エリア統括会社はグループの方針に沿った適正な業務執行のための諸規程の整備や、各グループ会社の取締役会への
参画など統制環境の整備により各機能組織の充実を図ることで、第一線の事業部門である傘下のグループ会社の適正な業
務執行における統制機能の発揮とモニタリングに努めています。

第2のライン

グループ本社制
経営の現地化・グループ全体最適を追求するために、2015年10月よりグループ本社制の経営体制を敷いています。グループ
本社には各機能の業務執行と監督を担う執行役員（CxO）を配置し、グループ全体のガバナンスを強化しています。また、エリ
ア統括会社を設置し、地域事業の執行と管理の責任を担う執行役員を配置し、地域に即したマネジメントを遂行しています。

CxOの統制機能の強化
各CxOはそれぞれのミッション（→P35）に基づき、グロー
バルなグループ会社への統制機能を強化するための取り組
みやインフラの整備を推進しています。取り組みに際して
は、各CxOが各エリア統括会社とのコミュニケーションと緊
密な連携をとり、第1のラインである事業会社が適正な業
務執行をするために必要なインフラ基盤（システム・方針な
ど）の整備や支援を行い、各エリア・事業会社の機能や組
織の充実・整備を進めています。

コーポレートガバナンスを通じて当社が継続して社会に価値を創出していくためには前述のとおり、まずグループガバナンス
を有効に機能させることが重要であると考えています。
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グループガバナンス

CxO グループの統制機能強化の主な取り組み

CFO

  コロナ禍での財務リスクの低減（手元流動性、借入枠の確保、与信管理の強化等）
  キャッシュ・フロー創出、CCC改善および投資コントロール（投資・撤退基準の徹底）
  IT基幹システムの統合および強化
  情報セキュリティの強化　
  社員 IT教育および IT監査の実施

CSO

  原料ポジションの管理・報告ルールの策定とモニタリング
  サプライヤー行動規範や各原料の責任ある調達方針の策定と運用浸透
  エリア統括会社と連携したグループ会社の管理
  グループ横断的な戦略策定と執行を強化する組織体制の構築（グローバルサステナブル
調達委員会、グローバルチョコレート委員会など）

CTO

  グローバルR&Dネットワーク構築の基盤整備（情報共有・情報活用など）
  グループ間の技術交流（TIEM）や、各エリアのR&Dトップ層会議による連携強化
  グローバル知財戦略および活用の基盤整備（高セキュリティの情報共有システムの運用
など）

C“ESG”O
  安全や品質に関するグループ基準の策定、モニタリングと支援
  環境ビジョン推進のための個社KPI設定、モニタリングと支援
  生産性向上のための設備管理、技術に関する基準の策定、モニタリングと支援
  担当者間のグローバルネットワーキング

CAO

  グループ憲法浸透の取り組み
  コンプライアンスの強化（ P94 PICKUP）
  エリア経営人材の育成
  グローバルなER*・PRの強化（ P94 PICKUP）

* ER：Employee Relations。従業員に向けた広報活動のこと。

CFO SECTION
P42

CSO SECTION
P52

CTO SECTION
P72

C“ESG”O SECTION
P76

CAO SECTION
P80

CSO

CTO

C“ESG”O

CFO

CAO

日本

不二製油 

北米・ 
南米／欧州・ 
アフリカの 
グループ会社

米州・欧州

フジ スペシャ 
リティーズ

東南アジア

フジオイル 
アジア

東南アジア・ 
オセアニアの 
グループ会社

中国

不二（中国） 
投資

日本の 
グループ会社

中国の 
グループ会社 

内部監査 
グループ

内部統制の基盤 グループ憲法・グループ方針・業務諸規程・内部通報制度など

  グループ本社　  事業会社　  内部監査室

第1のライン：事業会社の業務執行

第2のライン：CxO機能第3のライン：内部監査

必要なインフラ整備・ 
支援の提供

相談・連携

グループ本社 
CxO

機能や組織の 
充実・整備

事業エリア統括会社 
グループ会社



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。

1. 監査役による監査活動の概要

監査役会は、以下の（1）～（4）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。

2. 2020年度 重点監査項目とその活動実績

新型コロナウイルス感染症の流行拡大がもたらした監査活動への影響に鑑み、年度中途で当初の監査計画を見直し、海外
グループ会社への往査の代替施策として海外地域統括会社代表とのウェブ面談によるヒアリングを実施、日本国内について
は新型コロナウイルス感染の状況を見て訪問による往査実施の可否を都度判断する形で監査を進めました。

3. 2021年度の監査上の重点課題

「ポストパンデミックにおけるグループ各社の経営管理の状況把握」「主要グループ会社の内部統制の整備および運用状況」
「2020年度に会計監査人と検討を行ったKAM（監査上の重要な検討事項）についてのフォローアップ」を2021年度の主た
る監査課題と認識しています。

コンプライアンスの強化
コンプライアンスの強化において、グループ全体のコンプライアンスリスク管理体制（贈収賄その他腐敗防止含む）の構築を課題と
して認識しています。この課題への対策として、以下の2021年度目標に取り組んでいきます。

  地域統括会社や各グループ会社への法務担当者の設置による、不二製油グループ本社の法務部門との連携強化
  各地域統括会社や各グループ会社でのコンプライアンス管理に関する自己点検の実施と、不二製油グループ本社の法務部門に 

おける点検結果の評価
  グループ従業員向けコンプライアンス研修（eラーニング）の実施（9ヵ国語で展開）
  事業会社の主要な幹部層や担当者の法務リテラシー向上のための集合研修の実施

グローバルなER・PRの強化
拡大したグループ会社における一体感の醸成を図るため、経営理念の浸透、グループ
ドメインの共有、双方向の情報共有を目的とした新コミュニティサイトを立ち上げ、 

グローバルでのグループ内コミュニケーションを強化しています。
　また、世界各地のさまざまなステークホルダーに向けたメッセージ発信を強化すべ
く、コーポレートサイトのリニューアル、共同リリース（プレスリリース、LinkedInの 

活用）、サステナビリティへの取り組みに関するウェビナーを通じて発信力を強化し、
グループとしての認知度向上を目指しています。これらの施策を通じて、不二製油 

グループの一員としての意識を高め、個々の強さをグループの強さに変えていきたい
と考えています。

第3のライン

内部監査
内部監査グループ（2021年度：5名体制）が、「内部監査規程」に基づき、当社および当社グループ会社を対象として内部
統制監査、業務監査、および職能グループによる個別業務監査を行っています。各業務監査については、コロナ禍で往査が
実施できない状況においても、システムデータ分析やオンライン会議システムなどを用いたリモート監査を実施し、内部統制
の有効性を評価、確認しています。
　また、グローバルな経営の拡大に応じ、監査人のキャリア・多様性の強化や監査手法のDX推進を図り、監査品質の向上
を目指しています。

グループガバナンス 2021年度目標
グループガバナンス体制の強化において、不二製油グループ本社とグループ会社間の「経営の監督」と「経営の執行」の
マネジメントサイクルの強化を課題として認識しています。この課題への対策として、新中期経営計画策定を通じて以下の
2021年度目標に取り組んでいきます。

 グループ方針改訂による不二製油グループ内の「経営の監督」と「経営の執行」の責任・権限の明確化
 グループ憲法の浸透、グループ戦略の徹底のため、地域統括会社とのコミュニケーション方法の再設定
 経営の執行状況の確認（実行モニタリング）における内部監査グループとの連携強化

（1）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面談（原則月次）の実施
 業務執行取締役と監査役による意見交換（決算、ガバナンス体制等）

監査役
（2）業務執行

 海外地域統括会社代表との面談（ウェブ会議システムを利用したリモート面談）
 常勤監査役2名が経営会議へオブザーバーとして出席
 国内グループ会社社長、部門長（部長、課長クラス）へ随時ヒアリング実施

（3）内部統制  監査役会と内部監査部門との連絡会の開催
 常勤監査役と内部監査部門メンバーとの情報交換

（4）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、事業拠点への監査結果報告
 会計監査人とのKAM（監査上の重要な検討事項）についての意見交換
 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
 会計監査人相当性判断の実施
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グループガバナンス 三様監査

重点監査項目 主な活動実績

（1）グループ各社の経営管理状況
グループ会社各社の経営幹部に 
対するヒアリングを通した監査を
実施

1   海外地域統括会社（米州、欧州、アジア、中国）代表とのウェブ面談
2   主要な日本国内事業所代表者との面談

（2）取締役の職務執行状況の把握 経営幹部に対するヒアリング・ 
意見交換

1   社長CEOとの定期面談（原則として月次）においてグループ経営全体に影
響を及ぼすような課題についての意見交換

2   業務執行最高責任者（CAO、CFO等）との面談・会合において執行状況
を聴取

（3） 会計監査人との 
コミュニケーション

定期、不定期開催の意見交換や 
ディスカッション

1   四半期ごとの監査テーマに関する意見交換会
2   会計監査人からの四半期決算ごとの監査状況の報告会
3   KAMに関する意見交換会

（4）内部監査部門との連携 内部監査部門との意見交換
1   社外監査役を含めた監査役会との懇談会（定期）
2   常勤監査役との情報交換（随時）

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（2020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

LinkedInによる発信 （International Women’s Day）

新ERサイト「FUJI Connect」



取締役

監査役

執行役員

酒井 幹夫
当社代表取締役社長
当社最高経営責任者 
（CEO）

1959年10月6日生

澁谷 信
常勤監査役

1959年10月25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

梅原 俊志
取締役 *1

独立役員

1957年9月3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

谷 武彦
常勤監査役

1958年7月16日生

西 秀訓
取締役 *1

独立役員

1951年1月6日生

宮本 秀一
取締役 *1

1965年5月5日生

大森 達司 上席執行役員 不二製油株式会社 代表取締役社長

木田 晴康 上席執行役員 最高技術責任者（CTO）

信達 等 上席執行役員 最高経営戦略責任者（CSO）
兼 油脂・チョコレート事業部門長
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

六川 尚宏 執行役員 フジ スペシャリティーズ 社長
兼 ブラマー チョコレート カンパニー 会長

鈴木 清仁 執行役員 PBFS事業部門長
兼 不二製油株式会社 たん白事業部門長

中村 彰宏 執行役員 未来創造研究所長

前田 淳 執行役員 フジ ヨーロッパ アフリカ 社長（欧州総支
配人）兼 フジ スペシャリティーズ エグゼク
ティブ・ヴァイスプレジデント

佐々木 実生 執行役員 フジオイル アジア 社長

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

魚住 隆太
監査役 *2 
独立役員

1948年2月24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

池田 裕彦
監査役 *2 
独立役員

1960年6月21日生

1983年 4月  当社入社
2015年 6月  当社取締役
2016年 4月  当社常務執行役員
   当社最高経営戦略責任者（CSO）
2019年 4月  当社上席執行役員  

ブラマー チョコレート カンパニー会長
2020年 4月  フジ スペシャリティーズ社長
2021年 4月  当社代表取締役社長（現任）
   当社最高経営責任者（CEO）（現任）

2005年 6月  株式会社アイアール・コミュニケー
ションズ代表取締役

2007年 6月  株式会社バナーズ代表取締役社長
2010年 1月  当社入社
2014年 4月  当社執行役員
  グローバル戦略本部法務部長
2017年 4月  法務・総務グループ シニアマネージャー
2017年 6月  当社常勤監査役（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）

1984年 4月  日東電工株式会社入社
2019年 6月  日東電工株式会社代表取締役 

専務執行役員CTO全社技術部門長
2020年 7月  国立大学法人北海道大学理事 

（非常勤）（現任）
2020年 8月  慶應義塾大学特任教授（現任）
2021年 6月  当社社外取締役（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 4月  カゴメ株式会社代表取締役社長
2014年 1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 3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）

1989年 4月  伊藤忠商事株式会社入社
2021年 4月  伊藤忠商事株式会社准執行役員 

食糧部門長（現任）
2021年 6月  当社社外取締役（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）

2003年 6月  朝日監査法人 *3代表社員
2004年 4月 あずさサスティナビリティ株式会社 *4

  代表取締役社長兼任
2010年 7月 魚住隆太公認会計士事務所代表（現任）
2013年 7月 魚住サステナビリティ研究所代表（現任）
2018年6月  丸一鋼管株式会社社外監査役（現任）
2019年6月  当社監査役（現任）
2020年6月  大栄環境株式会社社外監査役（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）

1987年 4月 弁護士登録、大江橋法律事務所入所
1991年 5月 バージニア大学ロースクール卒業
1991年 9月  ニューヨーク市所在、Weil, Gotshal & 

Manges法律事務所勤務
1992年 6月 同州弁護士登録
1993年 4月 大江橋法律事務所 パートナー（現任）
2010年 4月 大阪大学法科大学院 客員教授（現任）
2020年 6月 当社監査役（現任）

2015年6月に取締役に選任され、2021年4月より
代表取締役社長を務めています。これまで当社グ
ループ全般の事業経営に携わり、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、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
牽引しました。

法人の起業や上場会社での経営の経験を有し、当
社入社後は法務担当の執行役員として当社および
当社グループのコーポレートガバナンスやコンプラ
イアンス体制、内部通報体制の構築に携わりまし
た。また、国内外の法律案件の豊富な経験と、CFE
（公認不正検査士）有資格者としての不正調査や
コンプライアンスに関する相当程度の経験および専
門的知見を有しています。

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、
豊富な経験と高い見識を有しています。

FPD材料、自動車、メディカルその他の幅広い製品
分野において多くのトップシェア製品を有する電子
素材分野のメーカーにて、技術者、事業責任者とし
て長年従事し、企業経営者として豊富な経験を有し
ているほか、技術分野、情報分野について造詣が深
く、当社の強みである技術経営ならびに強化領域で
ある情報分野について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。

当社において営業部門、マーケティング部門にて要職
を歴任した後、2017年6月に取締役に選任され、最高
総務責任者（CAO）として当社経営に携わったほか、
当社子会社であったトーラク株式会社においては代表
取締役社長（通算任期7年）を務めました。当社およ
び当社関連事業についての豊富な知識・経験を有す
るとともに会社経営に関する経験も有しています。

食品事業をグローバルに展開する企業に長年従事
し、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、食品分野につい
て高い見識を有しています。また、上場会社におい
て社外取締役を現在も務めており、長年のマネジ
メントの経験を活かし、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
上が可能と考えています。

国内大手商社に入社後、一貫して食料関連業務に
従事してきました。原料の取り扱い、事業会社への
出向、海外駐在（シンガポール、タイ）と幅広い経験
を有し、特に海外では食料全般と事業会社経営に
も携わりました。2019年4月より食糧部門長とし
て、国内外の多数の事業責任者を務めています。

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。

公認会計士としての専門的な知見があり、大手監
査法人において長年監査業務に携わってきた経験
と実績を有するとともに、環境会計をはじめとする
サステナビリティに関しても高い見識と経験を有し
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。

弁護士としての専門知識を有する企業法務の専門
家です。長年の弁護士経験を通じて、多くの企業法
務・M&A案件を取り扱い、また米国での弁護士経
験やアジア太平洋州の訴訟・監査制度研究などの
グローバルな法務経験を有しています。また、大学
講師として若手の育成にも力を入れており、豊富な
経験と高い見識を有しています。

*1  取締役 上野祐子氏、西秀訓氏、梅原俊志氏および宮本秀一氏は、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  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。
*3  現有限責任あずさ監査法人
*4  現KPMGあずさサステナビリティ株式会社

1983年 4月 当社入社
2011年 4月 トーラク株式会社代表取締役社長
2017年 4月 当社最高マーケティング責任者（CMO）
2017年 6月 当社取締役
2019年 4月  当社最高総務責任者（CAO）
   当社上席執行役員
2020年 6月 当社常勤監査役（現任）

社外役員

社外役員

社外役員

社外役員

社外役員

社外役員
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 （2021年6月23日現在）

 （2021年7月1日現在）


