
コーポレート・ガバナンス

デクセリアルズは「Integrity　誠心誠意、真摯であれ」
という経営理念のもと、企業活動をささえている全て
のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値の
向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの確立が
極めて重要な課題であると考えています。

現体制の採用理由

当社は、取締役会の構成として、一般株主と利益相
反関係にない独立社外取締役を過半数とすることで
経営の客観性と透明性を確保しております。なお、
2019年7月より、独立社外取締役を委員長とする指名・
報酬委員会を設置し、役員の選解任および報酬決定
プロセスの更なる明確化を図っています。
監査役は、専門的かつ客観的な視点から経営者に

対して意見を述べることができるよう、多様な経験・
知見を有する者を選任しており、経営に対する監視
を強化しています。
更に、執行役員制度を導入し権限委譲を推進する

とともに、執行役員の一部を委任契約の対象とするこ
とで、意思決定の迅速化、経営責任の明確化を図って
います。

デクセリアルズのコーポレート・ガバナンス体制（2019年10月現在）
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取締役・取締役会・執行役員
当社の取締役会は独立社外取締役4名と社内取締役

3名の合計7名で構成されています。取締役会は原則と
して毎月1回定期開催し、法定事項の決議、重要な経営
方針、戦略の策定、役員候補者の選定、報酬額の決定、業
務執行の監督等を行っています。独立社外取締役はい
ずれも経営者、専門家として豊富な経験や高い見識を
持ち、独立した立場からの監督機能として役割を果た
しています。
業務執行は、執行役員12名（うち取締役兼務者3

名）を選任し権限委譲をおこなうことで、迅速な意思
決定と業務執行責任の明確化を可能としています。
なお、取締役兼務者を除く執行役員のうち4名（上席
執行役員）は、委任型執行役員として、当社と委任契
約を締結しています。

監査役・監査役会
当社は、監査役会設置会社制を採用しています。当社

の監査役会は、常勤監査役（社内）1名および独立社外監
査役2名で構成し、透明性・独立性を確保するとともに、
当社の経営に対する監査機能を果たしています。
なお、監査役全員は財務および会計に関する相当

程度の知見を有しています。

執行役員会
当社は、原則として毎月2回、執行役員12名を定例

メンバーとして執行役員会を開催し、業務執行の状
況と課題の検証、重要案件の取締役会開催前の事前
討議などをおこなっています。

内部監査および監査役監査
当社の内部監査部は、監査の効果的、効率的な実施に

努め、当社および当社グループ会社に対し内部統制
システムの整備、コンプライアンス、リスク管理体制の
遵守、整備状況を監査するとともに、内部監査の結果に
ついては、改善状況を定期的に確認し、その内容を代表

取締役、監査役および関係部署へ報告しています。
監査役監査は、代表取締役社長との意見交換、重要

な会議への出席、重要書類の閲覧、重要な財産の調査、
事業部門へのヒアリング、子会社調査などをおこな
うとともに、内部監査部、会計監査人との連携をと
りながら、監査の実効性、効率性を高めています。
なお、監査役と内部監査部は月次で打ち合わせを

行い、監査内容の確認、意見交換を行っています。

会計監査
会計監査につきましては、PwCあらた有限責任監査

法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法お
よび金融商品取引法に基づく会計監査を実施しています。
なお、同監査法人および当社監査に従事する同監

査法人の業務執行社員と当社との間には特別の利害
関係はなく、また、同監査法人は、同一の業務執行社
員が、当社の会計監査に一定期間を超えて関与する
ことのないよう措置をとっています。

社外取締役の独立性の判断基準
当社は、当社の社外取締役及び社外取締役候補者が、次の各項目の要件を全て満たすと判断される場合に、当該社外取締役または当該社外取締役候補者が当社からの独立性を有しているものと判断

いたします。

※1 「主要株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいう。
※2  「主要な取引先」とは、デクセリアルズグループとの取引において、支払額又は受取額が、デクセリアルズグループ又は取引先の連結売上高の2％以上を占めている企業をいう。
※3 「主要な借入先」とは、連結総資産の2％以上に相当する金額の借入先をいう。
※4 「社外役員の相互就任関係」とは、デクセリアルズグループの取締役等が社外役員として現任している会社から社外役員を迎え入れることをいう。

１． 現在又はその就任の前10年間において当社及び当社の子会社（以下「デクセリアルズグループ」とい
う。） の取締役（社外取締役は除く。）、監査役（社外監査役は除く。）、執行役員又は使用人（以下「取締
役等」という。）となったことがないこと。 

２．デクセリアルズグループの取締役等の二親等以内の親族でないこと。 
３．当社の主要株主（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。※1 
４．当社が主要株主である団体に所属する者でないこと。※1

５． デクセリアルズグループの主要な取引先（法人等の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。※2

６． デクセリアルズグループの主要な借入先その他の大口債権者（法人等の団体の場合は、当該団体に所
属する者）でないこと。※3

７． デクセリアルズグループから当事業年度において1,000万円以上の寄付を受けた者（当該寄付受領者
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及び当該団体に直近過去５年間所属して
いた者をいう。）でないこと。 

８． デクセリアルズグループに対し、法律、財務、税務等に関する専門的なサービスもしくはコンサルテ
ィング業務等を提供することの対価として、当事業年度において1,000万円以上の報酬を得ている者
（法人等の団体の場合は、当該団体に所属する者）でないこと。 
９． 本人が取締役等として所属する企業とデクセリアルズグループとの間で、「社外役員の相互就任関
係」にないこと。※4
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第三者による主なインタビュー項目と分析結果

インタビュー項目 分析結果（主な意見）

取締役会が果たすべき役割  モニタリング・ボード推進の必要性
  権限委譲の推進と取締役会審議事項の整理

取締役会の構成   取締役会における社外過半の維持の必要性
  取締役会のダイバーシティ（性別、国籍、専門性等）推進の必要性

取締役会の運営   資料や説明における論点の明確化、メリハリのある議事進行の必要性
  戦略的議論、オープンな意見交換の場の不足

指名報酬の決定プロセス  決定プロセスにおける透明性の確保
  サクセッションの基準、プロセスの明確化

1  分析・評価の手法
2018年度における実効性評価にあたっては、評

価の客観性や透明性を確保することに加え、中期経
営計画（2016～2018年）の最終年度にあたること
から、改めてこれまでの当社のコーポレート・ガバ
ナンス全般を網羅的に検証することを目的として、
新たにインタビューの実施および結果分析を第三
者に委託しました。
評価の実施にあたっては、これまでの評価結果を

振り返りつつ、第三者から全ての取締役・監査役に
対しインタビューを実施し、内容の分析を行いまし
た。また、2018年度の評価に関しては、自社におけ
るアンケートを併せて実施することで、第三者評価
を補足する情報を別途収集、確認しました。

2  評価結果の概要
（1）総括
第三者による評価結果として、当社の取締役

会の実効性は高い水準にあるものの、今後の更
なる実効性向上のため、以下の点につき検討が
必要との指摘がありました。

①  取締役会としての根源的役割を意識した上で
の望ましいガバナンス体制の議論

②  取締役会の議論における時間配分の見直し
（経営戦略や中期経営計画の進捗状況に関す
る議論への時間配分の必要）

③  指名・報酬プロセスの透明性の確保
④  取締役・監査役・執行役員・従業員間のコミュ
ニケーションの深化等

（2） 2019年度におけるアクションプランについて
上記（1）の内容を踏まえて、当社は、2019年度

におけるアクションプランについて、以下のと
おり決定しました。

① より実質的かつ自由闊達な議論の実現に資する
取締役会運営を志向
　・取締役会審議事項の更なる厳選・圧縮
　・取締役会審議資料の継続的な改善
　　 （要点の絞り込み等、より分かりやすい内容

とする工夫）
　・取締役会への積極的な情報共有の継続
　　（ネガティブニュースを含む）
　・ 重要課題についての定期的な進捗報告、戦略

的議論の推進

②  指名・報酬プロセスの明確化、透明性の確保
　・任意の指名・報酬委員会の設置
　・ サクセッションプランの明確化に向けた議

論の推進

③  コミュニケーションの深化等
　・ 社外取締役と社内主要メンバーとの意見交

換、議論の充実
　・ 取締役と監査役の意見交換、議論、情報共有

の充実

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をはかるべく、以下の内容にて取締役会の実効性評価を実施しました。

取締役会の実効性評価
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取締役の役位ごとの種類別報酬割合 2018年度の役員報酬額

基本的な考え方
当社の取締役および監査役の報酬は、外部調査機

関による役員報酬調査データをもとに、当社と規模
や業種・業態の類似する企業を対象として、報酬制度
や報酬水準について当社現行制度・水準と比較検証
を行い決定しています。 
取締役（社外取締役を除く）の報酬は、役位や年度

業績の達成度等により算定した額をもとに、指名・報
酬委員会での議論を経て、取締役会の決議により決
定しています。
監査役の報酬は、監査役の協議により決定してお

り、基本報酬のみ支給することとしています。

基本報酬
内規に基づき役位に応じて金額を決定し（職責に応

じた傾斜配分）、月額固定報酬として支給しています。
なお、社外取締役および監査役には基本報酬のみ支給
しています。
取締役の報酬限度額は、2013年2月27日付の会社

法第319条第1項に基づく決議により、年額300百万
円以内と決議されています。また、監査役の報酬限度
額は、2015年5月27日開催の第3期定時株主総会に
おいて、年額50百万円以内と決議されています。

業績連動報酬
業績連動報酬は、年度の業績に応じて支給される「業

績給」と、株主のみなさまとの利益意識の共有と中長
期での目標達成への動機づけを目的とした「株式報酬
（BBT信託）」で構成されており、当社の業務執行取締
役に対し、単年度だけでなく中長期的な視点で業績
や株価を意識した経営を動機づける設計となってい
ます。
「業績給」は、当社として重要視する経営指標である
連結売上高、連結営業利益およびROEを全役員共通
の評価指標として設定することの他、代表取締役社長
を除く業務執行取締役については、個別コミットメン
トの達成度を評価指標に加えています。
「株式報酬」は、中長期的に継続した業績の向上と
企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的と
して、基本報酬とは別枠で設定しています。具体的に
は、連続する3事業年度ごとに取締役への給付に必要
な株式を取得するための資金を信託へ拠出し（1事業
年度当たりの拠出額の上限は当社普通株式45,000株
を取得するために必要な額）、以後、事業年度ごとに、
給付対象となる取締役に対し、上記「業績給」の場合同
様、連結売上高、連結営業利益、ROE等に応じてポイン
トを付与します。なお、付与されたポイントは、1ポイ

ント当たり当社普通株式1株として換算し、付与対象
となる取締役には、その退任時にポイントに見合う当
社株式および当社株式を時価で換算した金銭が給付
されることになります。

決定方法
当社は、役員報酬の妥当性と決定プロセスの透明性

を担保するため、取締役会の諮問機関として指名・
報酬委員会を設置しています。
取締役および執行役員の報酬の構成、業績連動型

報酬の制度設計の妥当性の評価や目標値の設定、
実績評価等については、指名・報酬委員会での議論を
経た上で取締役会で決定されるプロセスとなってい
ます。
個別の取締役の報酬は、指名・報酬委員会での議論

を経て、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額
の範囲内で、取締役会における代表取締役社長への一
任決議により決定しています。なお、代表取締役社長
への一任決議にあたっては、指名・報酬委員会におけ
る議論の結果を踏まえることを前提としています。
個別の監査役報酬は、あらかじめ株主総会で決議

された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により
決定しています。

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
役員の員数基本報酬 業績連動報酬

業績給 株式報酬
取締役 139 95 40 4 7
監査役 30 30 ̶ ̶ 3
合計 169 125 40 4 10
（うち社外役員） （63） （63） ̶ ̶ （7）

役位
役員報酬の構成比

合計基本
報酬

業績連動報酬
業績給 株式報酬

代表取締役 50% 30% 20%

100%取締役（社外取締役を除く） 60% 25% 15%

社外取締役 100% ̶ ̶

役員報酬

chapter 1
Introduction

chapter 2
Strategy

chapter 3
Materiality

chapter 4
Financial Section

chapter 5
Corporate Info

Dexerials Integrated Report 2019   45

PDF010_0339387891909.indd   45 2019/10/21   10:28:08



取締役

監査役

役員一覧 （2019年9月30日現在）

代表取締役社長 社長執行役員
オートモーティブソリューション事業部長

新家　由久
2001年 7月 ソニーケミカル㈱（現当社）入社
2005年 4月 同社オプティカルマテリアル事業部 開発部 部長
2012年 4月 同社オプティカルソリューションプロダクツ事業部門 副部門長
2012年 9月 当社オプティカルソリューションプロダクツ事業部 副事業部長
2014年 4月 当社執行役員 オプティカルソリューションプロダクツ事業部長
2016年 4月 当社執行役員 商品開発本部長、事業ユニットグループ副統括、

コーポレートR&D副部門長
2017年 4月 当社上席執行役員 商品開発本部長、自動車事業推進グループ長
2019年 1月 当社上席執行役員  オートモーティブ ソリューション事業部長
2019年 3月 当社社長執行役員  オートモーティブ ソリューション事業部長（現任）
2019年 6月 当社代表取締役社長（現任）

当社の新規事業領域への進出における製品開発および事業化に関し中心的な
役割を担っており、技術への深い知見および事業運営に関し豊富な経験を有して
いることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し
取締役に選任しています。

代表取締役 専務執行役員
内部監査担当

佐竹　俊哉
1983年 4月 北海道東北開発公庫 （現㈱日本政策投資銀行）入庫
2006年 4月 日本政策投資銀行企業戦略部次長 兼 トランザクションサービス

グループ長
2009年 6月 スカイネットアジア航空㈱（現㈱ソラシドエア）取締役企画部長
2012年 4月 ㈱日本政策投資銀行地域企画部長
2013年 6月 同行地域企画部長 兼 PPP／PFI推進センター長
2014年 4月 当社顧問
2014年 6月 当社常勤監査役
2019年 6月 当社代表取締役専務執行役員（現任）

金融機関における投融資に関する業務および事業会社の経営者として豊富な
経験や高い見識を有しており、また、2014年から常勤監査役としての監査を
通じて当社の経営全般に精通していることから、取締役としての職務を適切に
遂行することができるものと判断し、取締役に選任しています。

弁護士として企業法務に関し高い見識を有しており、また、これまで当社の社外監
査役として監査の質向上に貢献した実績があることから、社外取締役として当社
の業務執行に対する監督機能の強化に資する有用な意見・提言をいただくことが
できると判断し、社外取締役に選任しています。

1992年 4月 弁護士登録（東京弁護士会）
1998年12月 ニューヨーク州弁護士登録
2000年 6月 あさひ・狛法律事務所（現西村あさひ法律事務所）入所
2003年 1月 同事務所パートナー
2007年 6月 外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所入所 パートナー
2015年 5月 当社社外監査役
2016年 1月 太田・佐藤法律事務所 パートナー（現任）
2018年 6月 日本シイエムケイ㈱ 社外取締役（現任）
2019年 6月 当社社外取締役（現任）

常勤監査役

桑山　昌宏

当社の法務部および内部監査部の統括部長を歴任し、法務および監査実務に関す
る豊富な経験および知見を有しており、客観的かつ専門的な視点から適正な監査
を行って頂けると判断し、監査役に選任しています。

1981年 4月 ソニー㈱入社
2003年 1月 同社MSNC・RM・事業戦略部 統括部長
2007年 4月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現当社） 経営企

画部門長
2008年 8月 同社執行役員 経営企画、ケミカルプロダクツ事業管理、総務、人

事、ケミカル資材 担当
2012年 8月 同社法務環境コンプライアンス部 統括部長
2017年 3月 当社内部監査部 統括部長
2019年 6月 当社常勤監査役（現任）

取締役　常務執行役員
社長補佐

安藤　尚

当社の前身であるソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱の取締役に就任後、
現在に至るまでの間、当社の主力製品の開発を牽引しており、当社の製品開発および
事業運営に関し豊富な経験ならびに経営に関する高い見識を有していることから、取締
役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役に選任しています。

1979年 4月 ソニーケミカル㈱（現当社）入社
2000年 7月 同社i－D開発部長
2006年10月 ソニーケミカル＆インフォメーションデバイス㈱（現当社）

Corporate Executive鹿沼事業所長
2007年12月 同社執行役員鹿沼事業所長
2010年 4月 同社取締役鹿沼事業所長
2012年 9月 当社取締役執行役員、開発技術部門長、鹿沼事業所長
2014年 4月 当社取締役上席執行役員、開発技術部門長、新規事業企画推進、

資材担当
2016年 4月 当社取締役常務執行役員、生産・技術全般、コーポレートR&D部門長
2016年 6月 当社代表取締役専務執行役員コーポレートR&D部門長
2019年 1月 当社代表取締役専務執行役員
2019年 6月 当社取締役常務執行役員（現任）

社外取締役

佐藤　りか

独立役員
指名・報酬委員

選任
理由

選任
理由

選任
理由

選任
理由

社外取締役

辻　孝夫

上場企業における現役の代表取締役としての企業経営に関する豊富な経験と、
技術者としての専門的な知見を有しており、客観的・専門的な視点から当社の
経営へ有用な助言をいただくことで、当社の製品開発および新領域への事業展
開に寄与いただけると判断し、社外取締役に選任しています。

1973年 4月 日商岩井㈱（現 双日㈱）東京本社入社
1999年 6月 日商エレクトロニクス㈱取締役
2000年 3月 フュージョン・コミュニケーションズ㈱取締役（非常勤）
2001年 6月 日商エレクトロニクス㈱常務取締役
2002年 6月 同社代表取締役社長
2009年 6月 同社取締役会長
2013年 6月 ㈱JVCケンウッド社外取締役
2014年 5月 同社代表取締役社長執行役員最高執行責任者、最高リスク責任

者、最高革新責任者
2016年 6月 同社代表取締役社長執行役員最高経営責任者
2018年 4月 同社代表取締役会長執行役員最高経営責任者、輸出管理最高責任者
2019年 4月 同社代表取締役会長（現任）
2019年 6月 当社社外取締役（現任）

独立役員
指名・報酬委員

指名・報酬委員指名・報酬委員
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執行役員

新家　由久
社長執行役員
オートモーティブソリューション事業部長

佐竹　俊哉
専務執行役員
内部監査担当

安藤　尚
常務執行役員
社長補佐

山田　幸男
上席執行役員
生産・品質本部長、
プロセス改革推進担当

左奈田　直幸
上席執行役員
CFO、総合企画部門長、
プロセス改革推進担当

岸本　聡一郎
上席執行役員
ビジネスイノベーション本部長

石黒　聡
上席執行役員
総務・人事部門長、
法務・知的財産担当

石川　哲治
執行役員
ビジネスイノベーション本部 副本部長、
Dexerials America Corporation 社長

田村　久弥
執行役員
E&Eソリューション事業部長

吉田　孝
執行役員
オプティカルソリューション事業部長

林　宏三郎
執行役員
コネクティングマテリアル事業部長

垣内　裕治
執行役員
グローバルセールス&マーケティング本部長

社外監査役

高田　敏文

大学教授として会計および監査制度に関し高い見識を有しており、客観的・専
門的な視点から適正な監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任し
ています。

1997年 4月 東北大学経済学部教授
1999年 4月 同大学大学院経済学研究科教授
2005年 4月 同大学理事
2007年 4月 同大学教授（経済学研究科）
2015年 5月 当社社外監査役（現任）
2018年 4月 東北大学名誉教授（現任）
2018年 8月 国立中正大学教授（現任）

社外監査役

ジョン C．ローバック

国際弁護士として国際金融法務等に関する専門的知見およびグローバル企業
の経営に関する豊富な経験・知見を有しており、客観的・専門的な視点から適正
な監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しています。

1975年11月 弁護士登録（コロンビア特別区）
1975年11月 Arnold & Porter, Associate Attorney
1976年 9月 長島・大野法律事務所 外国弁護士
1980年 1月 Coudert Brothers LLP, Associate Attorney
1982年 1月 田中・高橋法律事務所 外国弁護士
1985年 9月 Mayer, Brown & Platt, Partner
1995年 7月 Jones Day, Partner
2003年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社ゼネラル・カウンセル
2016年 1月 Jones Day, Of Counsel
2019年 6月 当社社外監査役（現任）

社外取締役

平野　正雄

大学教授ならびに経営コンサルタントとして企業経営に関する高い見識を有
しており、客観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただけると
判断し、社外取締役に選任しています。

1980年 4月 日揮㈱入社
1987年11月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク入社
1993年 7月 同社パートナー
1998年 7月 同社ディレクター・日本支社長
2007年11月 カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター・ 

日本共同代表
2012年 1月 ㈱エム・アンド・アイ代表取締役社長（現任）
2012年 4月 早稲田大学商学学術院教授（現任）
2014年 3月 ㈱ブロードリーフ社外取締役
2015年 5月 当社社外取締役（現任）
2016年 8月 ㈱ロコンド社外取締役
2017年 6月 ㈱LITALICO社外取締役（現任）
2019年 3月 ㈱ユーザベース社外取締役（現任）

独立役員 独立役員

独立役員
指名・報酬委員長

選任
理由

選任
理由

社外取締役

横倉　隆

上場企業において要職を歴任され、企業経営に関する高い見識を有しており、客
観的・専門的な視点から当社の経営へ有用な助言をいただくことで、当社の技術
開発および事業展開の強化に寄与いただけると判断し、社外取締役に選任してい
ます。

1971年 4月 東京光学機械㈱（現㈱トプコン）入社
1993年10月 同社電子ビーム事業部電子ビーム技術部長
1997年 4月 同社産業機器事業部技師長
2002年 6月 同社執行役員
2003年 6月 同社取締役
2006年 6月 同社代表取締役社長
2011年 6月 同社相談役
2012年12月 東京理科大学常務理事
2015年 5月 当社社外取締役（現任）
2015年10月 東京理科大学理事

独立役員
指名・報酬委員
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社外取締役

平野　正雄

社外取締役

辻　孝夫

より効率的かつ効果的なガバナンス体制の確立に向けて

社員一人ひとりが誇りを持てる企業へ

デクセリアルズは、コーポレートガバナンスの改善に真摯に取り組んでいる企業です。形式的にも役員会の構成において
社外役員が過半数を占めており、その社外役員には独立性の高く、かつ経営に関する見識や専門性を有するメンバーが選任
されています。これにより社長をはじめとする執行側経営陣に対して、株主利益の観点から制度的にも実質的にも強い監督
能力が担保されています。その結果、毎回の役員会においては経営の重要事項に関して経営陣と社外役員との間で踏み込ん
だ議論がなされており、常に企業価値向上に向けて緊張感をもった経営が実現されています。一方で、役員会承認事項のス
リム化にも取り組むなど経営執行のスピードと機動力の確保にも留意しており、経営監督の重点は経営計画推進のモニタ
リングや経営陣の指名評価に移行しつつあります。
今後も、権限委譲の推進による取締役会の監督機能の向上や指名報酬委員会の活用など、さらなるガバナンス向上のため

の施策を検討していく所存です。

当社名の由来は “Dexterous Materials” 即ち「器用な材料」です。今後も様々な「器用な材料」を創出し社会に貢献することが
必要です。其の為には「想像力」が重要です。ジュール・ベルヌは「人が想像出来ることは、必ず人が実現出来る」という有名な
言葉を残しましたが、多くの空想小説を世に出しました。なかでも「地球から月へ」は大ベストセラーとなり、後に「ロケットの父」
と呼ばれる三人の科学者も愛読しました。ツィオルコフスキー（露）、ゴダード（米）、オーベルト（独）です。今年はアポロ11号
月面着陸50周年です。前年の1968年にアポロ8号がフロリダから打上げられ、月を周回した後太平洋に着水しました。正に、
「地球から月へ」そのものでした。飛行機もない約200年前に、「月へ行く」という想像力には驚きます。オーベルトに大き
な影響を受けたウェルナー・フォン・ブラウンが戦後米国に亡命し、40万人が参加したアポロ計画を率いました。この空前の
プロジェクトの成功の要因は何だったのでしょうか？ケネディ大統領の決断（目標設定）、NASAの技術者（テクノロジー）、
宇宙飛行士（勇気と危機対応力）などが要因として挙げられます。しかし、最大の要因は、縁の下でプロジェクトを支えた40万人の
人達全員が人類を月に送るという目標を共有し、その目標に向かって全ての力を結集したということではないでしょうか。1962
年、ケネディ大統領がNASAを視察した際の逸話です。廊下に清掃員がいました。大統領は立ち止まり「あなたはどんな仕事
をしているのですか？」と話しかけました。彼は誇らしげに答えました。「大統領閣下、私は人類を月に送るのを手伝っています」
当社をこのような企業文化の会社にしたいと思います。
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社外取締役

横倉　隆

社外取締役

佐藤　りか

新中期経営計画『進化への挑戦』の達成に向けて

当社の新中期経営計画『進化への挑戦』は、ITモバイル市場や特定顧客への依存から脱却し、社内リソースを、自動車分野をは
じめとした新規領域へ大胆にシフトすることで構造改革を図り、持続的成長を実現しようとするものです。前中期経営計画で、
最終的に計画未達となった反省を踏まえたものであり、より現実的な内容としてまとめられたと評価しています。
本計画策定においては、今後の経営環境の変化に対する認識として、既存領域における市場規模や成長率の前提を見直す

とともに、成長が見込まれる新規領域では当社の強みが発揮できるビジネスモデルについて闊達な議論を重ねてきました。
現在、世界では、企業活動に大きな影響を与える大国間における経済覇権争いなど、先行きの見通しが難しい問題が山積

していますが、経営理念「Integrity　誠心誠意・真摯であれ」を拠り所にステークホルダーと真摯に向き合い、事業に取り組む
ことが非常に大切なことと認識しています。
これから自動運転技術や、5G、IoT、AIなどによるデジタルトランスフォーメーションが社会に変革をもたらせることは

間違いなく、当社にとって大きな事業拡大のチャンスとなるでしょう。そしてこの変革は企業活動における組織、人財の
強化にも必要となります。　
新社長のもと全社一丸となり、新中期経営計画における取り組みを着実に遂行することで、いかなる環境の変化にも柔軟且つ

スピーディーに対応可能な体質へ転換し、社会課題の解決に貢献する企業へ成長するための一助になりたいと考えています。

監査役としての視点を踏まえた新任社外取締役としての役割

私は、2015年6月から4年間、当社の社外監査役を務めさせていただき、2019年6月の定時株主総会で社外取締役に就任いた
しました。
社外取締役も社外監査役も、ともに会社に対するモニタリング機能を果たすことが期待される立場にあり、その役割

には共通する面がありますが、いずれの役割を果たすにおいても、まずは会社のことを知ることが大きな一歩であると思い
ます。
そのような意味で、今般、当社の社外取締役への就任にあたって、監査というモニタリングの視点を通して様々な角度

から当社への理解を深める機会を得た社外監査役としての4年間は、極めて貴重で有意義な経験であったと感じます。
法的には、監査役のモニタリングが、取締役の職務執行の適法性（法令・定款違反）監査に限られるのに対して、取締役

のモニタリングは、業務執行に関する意思決定機関である取締役会が業務執行取締役の職務執行の監督を行い、その対象
も業務執行の適法性のみならず妥当性にも及ぶことから、監査役とは異なるダイナミズムがあるように思っております。
取締役会で議決権を持つ立場となり、これまでとは違う緊張感がありますが、株主のみなさまからの信任に応えるこ

とができるよう誠実に努めるとともに、今後の当社の発展のために力を尽くす所存です。
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グループ行動規範の策定・周知

当社グループは、グループ内の全役員、全社員が遵守すべきルールとして「デクセリアルズグループ行動規範」を定め、コンプライアンスの徹底と健全な事業活動を推進しています。
行動規範は、その基本方針として、当社の経営理念「Integrity　誠心誠意・真摯であれ」の実行、法令・規定の理解と遵守、ステークホルダーへの的確な情報発信と説明責任

の遂行、社内通報制度の活用による内部統制の確保を掲げています。さらに、この基本方針にもとづいて、役員および社員が常に遵守すべき具体的な約束事項として、人権
尊重、製品・サービスの安全、環境保全、企業情報開示、ハラスメントの禁止、インサイダー取引禁止、反社会的勢力への対応などをはじめとしたさまざまな行動の指針を定
めています。行動規範は、英語、中国語、韓国語に翻訳され、国内外の全グループ会社に適用されています。

コンプライアンス強化のための取り組み

コンプライアンスハンドブックの配布
「コンプライアンスハンドブック わたしたちの
約束」は、「デクセリアルズグループ行動規範」の中か
ら、特に事業活動と関係の深いテーマを取り上げ、具
体的な事例などを用いて社員向けにわかりやすく解
説した小冊子です。国内・海外を含む当社グループ全
社員に配布し、社員研修などでも活用しています。

コンプライアンス教育
当社グループは毎年、全社員を対象として、コンプ

ライアンス、インサイダー取引防止、輸出入コンプラ
イアンス、情報セキュリティと個人情報管理、ハラス
メント防止などをテーマとしたe-ラーニング研修を
実施しています。
また、新入社員、管理職など、役割や階層に応じて必

要となるさまざまな法令知識やリスクセンスの習得の
ため、階層別コンプライアンス研修を実施し、コンプラ
イアンスの理解と行動規範の浸透を図っています。

内部通報制度
当社グループは、グループ内の社員からの社内通報

を受け付ける社内・社外（弁護士）の通報窓口（ホット
ライン）を設置し、匿名での通報を認めるとともに通報
者に対する不利益な取扱を禁止しています。
なお、社員からの通報があった場合は、通報窓口に

おいて事実関係の調査を行い、調査の結果通報内容に
信憑性があると判断される場合は、その内容について
社長、関係役員および常勤監査役に報告した上で、リスク
マネジメント委員会および執行役員会にて是正、再発
防止のため必要な措置を審議することとしています。

デクセリアルズグループ行動規範
１．基本方針 ２．誠実公正な事業活動 ３．健全な職場環境 ４. 資産・情報管理 5. よき企業市民として

 経営理念の実行
 法令・規定の遵守
 ステークホルダーとの関係
 社内通報の活用

 顧客・取引先との信頼関係
 製品の安全
 公正な競争
 公正な調達活動
 輸出入法規の遵守
 贈答・接待の制限
 記録および報告
 個人的利益相反の禁止

 自己実現の職場環境
 雇用の機会均等
 健全な労働
 ハラスメントの禁止

 会社資産の私的使用の禁止
 知的財産
 機密情報の管理
 インサイダー取引の禁止
 個人情報
 メディアとの関係

 環境保全
 化学物質管理
 地域との共存
 安全防災への取り組み
 反社会的勢力への対応

ガバナンス・コンプライアンスの強化 ガバナンス・コンプライアンスの強化

コンプライアンス

ステークホルダーに信頼される企業であり続けるためには、コンプライアンスの推進が不可欠です。
デクセリアルズグループは、よき企業市民として、法令その他社会的ルールを遵守するための取り組みを推進しています。
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情報開示

当社は、株主や投資家のみなさまに対する適時・適
切な開示が、意思決定の透明性、公平性の確保と実効
的なコーポレート・ガバナンス機能を担保するとと
もに、当社に対する理解の促進や適正な市場評価を
通じて企業価値の向上につながると考えています。
このため、法令にもとづく開示だけでなく、ホーム

ページでのIRサイトや株主通信など、さまざまな形
で主体的な情報発信をおこない、透明性と信頼性の
高い情報開示体制の構築に努めています。
また、利用者にわかりやすく、投資判断に有益な情

報開示になるよう、資料での表現や記載方法に配慮
するとともに、財務情報・非財務情報の拡充を図って
います。さらに海外の株主・投資家のみなさまにと
り、特に重要と思われる情報については英語版の資
料を作成して開示するなどの対応をしています。

利益還元の方針

当社は、株主のみなさまに対する利益還元を最重
要な経営課題のひとつと位置づけており、成長投資
による企業価値向上が株主共通の利益という認識
の下、持続的な企業価値向上につながる事業投資を
優先しつつ、のれん償却前連結当期純利益に対する
総還元性向※140％程度を目処に、利益成長に応じた
株主還元を基本方針としています。
実際の配当額は、健全な財務基盤を確保しつつ、成

長に必要な投資額、フリー・キャッシュ・フロー※2の見
通し、自己株式の取得を含む総還元性向、安定配当の
重要性などを総合的に勘案して決定しています。

株主総会

当社では定時株主総会の開催にあたり、招集通知
の早期発送や情報の充実、和英資料のホームページ
への掲載など、株主のみなさまに公平に情報を提供
し、権利行使のための十分な情報と検討期間が確保
できるようにしています。また、個人株主さま向け
にはインターネット上の議決権行使サイト、機関投

資家向けには議決権電子行使プラットフォームを
それぞれ採用し、議決権の電子行使を可能にするた
めの環境づくりに努めています。

IR活動状況

2018年度におけるIR活動状況は以下のとおりです。

IRサイト

株主通信（2019年3月期）

活動 頻度 内容

アナリスト・国内
外機関投資家との面談

  個別面談や電話会議を実施した
ほか、証券会社主催の投資家コン
ファレンスに参加

機関投資家・
アナリスト向け説明会

 決算説明会 4回開催
 栃木事業所見学会 1回開催

個人投資家向け
説明会

  IRイベントや投資セミナー、証券
会社の支店において説明会を実
施、延べ2,758名の個人投資家の
みなさまがご参加

IR資料の
ホームページ掲載

  決算短信や補足資料をはじめと
する開示資料、株主通信、有価
証券（四半期）報告書、株主総会
関連資料やIRイベントカレンダー
などを掲載
  決算説明会の動画配信を新たに
開始、スピーチの要旨や質疑応答
も掲載
  ホームページをリニューアルし、
スマートフォン端末での表示にも
対応
  個人投資家向けコンテンツとし
て、会社説明会、製品紹介、株主様
アンケート結果報告に加え、新た
に「デクセリアルズってどんな
会社」、「ビジネスモデル」を掲載

※1 のれん償却前連結当期純利益に対する総還元性向

　  　＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ×100

※2 フリー・キャッシュ・フロー
　　＝営業キャッシュ・フロー＋投資キャッシュ・フロー

総還元額（年間配当金総額＋年間自己株式取得額）
連結当期純利益にのれん償却額を加えた金額

156
回

5
回

7
回

随時

ガバナンス・コンプライアンスの強化

株主・投資家のみなさまとの対話

デクセリアルズは透明性、信頼性の高い情報開示と誠実なコミュニケーションを通じて、中長期で企業価値の向上を目指します。
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化学物質管理の基本的な姿勢

当社グループは、大気汚染、水質汚染、騒音、振動、
悪臭などにおいて、法律よりも厳しい自主基準値を
設け、規制値を超過しないよう維持管理を実施して
います。
これらの取り組みにより、2018年度において全

事業所で基準値を超える項目はありませんでした。
各項目の数値については当社WEBサイトをご覧

ください。
WEB  https://www.dexerials.jp/csr/envi/law.html

また、PRTR法にもとづいて化学物質の排出量・
移動量の実績を把握し、1年間の合計量を報告して
います。

各項目の数値については当社WEBサイトをご覧
ください。
WEB  https://www.dexerials.jp/csr/envi/chemical.html

化学物質リスクを最小化するために

当社グループは、化学物質に関する製品コンプラ
イアンスの維持ならびにお客さまへ将来にわたっ
て安心・安全な製品を提供し、事業所環境を維持継
続するために、全社に適用される化学物質管理規定
を定めています。化学物質適正管理委員会を組織
し、社内で使用する化学物質を適正かつ一元的に管
理する体制を確立しています。
事業活動の中では本委員会を通じて、化学物質の

使用管理はもとより、近年の国内および海外諸国に

化学物質適正管理委員会

担当役員

安全衛生・サイト環境事務局 製品環境部門 輸出入管理部門 調達部門

化学物質適正管理委員会 運営事務局

ガバナンス・コンプライアンスの強化

化学物質管理

デクセリアルズグループは環境関連の法規制を遵守
し、環境へのリスクや影響が最小限となるよう化学
物質管理をおこなっています。
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おける化学物質関連法規制改正へ的確に対応すべ
く、原材料購入から製品の設計・製造・物流・輸出入
に関するまで、法規制面での確認･対応をおこなっ
ています。
委員会内で共有された情報は国内事業所のみな

らず海外拠点へも共有し、事務局から海外拠点の状
況を確認するなど、グループ全体での管理をおこなっ
ています。

化学物質の適切な輸出入管理

国内外へ化学物質を輸出入する際に、届出や登録
などの手続きが必要になる場合があります。当社グ
ループは現地の販売会社や製造事業所、あるいはコ
ンサルタント会社などを通じて、このような法規制
対応をおこなっています。対応法令として、国内で
は化審法※1や安衛法※2などがあり、海外では欧州の
REACH※3規則や韓国化評法※4、米国TSCA※5、中国
や台湾の新化法※6などがあります。
このような管理体制により、2018年度において化

学物質管理における法令違反はありませんでした。

化学物質の導入管理

化学物質は環境や健康に影響をおよぼすリスク
があるため、取扱いにあたっては導入される全ての
化学物質について、リスクアセスメント手法により
リスク評価および自社独自のクラス分類をおこな

い、使用管理を強化しています。
クラス分類の基準については、法規制および

GHS分類※7の結果などを判断基準として用いてリ
スク影響度を正しく判定しています。

化学物質管理教育

当社グループは研究開発および製品製造におい
て、高い頻度で化学物質を使用します。
そのため、社員に対する化学物質取り扱いの教育

は入社時から徹底しておこなっており、職場配属後
のOJTや取扱い物質ごとの特別教育など、社内のカ
リキュラムを整備して実施しています。
また取り扱い資格の取得を会社として推奨して

おり、製造および研究開発部門に所属する社員は
危険物取扱者などの必要な資格を全て取得してい
ます。

化学物質総合管理システムの導入

当社グループでは購入した原材料および開発部門
で多く用いられる薬品・試薬類をひとつのシステム
で管理しており、化学物質単位でデータベースに登
録し、PRTR集計やその他の目的に応じて集計項目ご
とにデータを出力することができる管理システムを
導入しています。
国内外事業所の製造部門、研究開発部門、規制や物

質単位で化学物質の使用状況調査に幅広く活用で

※1：化学物質の審査および製造等の規制に関する法律
※2：労働安全衛生法
※3：REACH

Registrat ion, Evaluat ion, Authorizat ion and Restr ict ion of 
Chemicalsの略。
2007年6月1日発効。

※4：韓国化評法
韓国の「化学物質登録及び評価等に関する法律」

※5：米国TSCA 
米国の有害物質規制法（Toxic Substances Control Act: TSCA）

※6：中国や台湾の新規化学物質管理制度
※7:GHS分類

The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of 
Chemicals：「化学品の分類および表示に関する世界調和システム」は
2003年7月に国連勧告として採択された化学品の危険有害性分類基準。

化学物質総合管理システム

システムDB

原材料

原材料

原材料

原材料

原材料

原材料

PRTR
集計

毒劇物
管理  

産廃物
管理 

安全衛生
管理  

消防法
管理 

物質名A

物質名B

物質名C

物質名D

物質名E

物質名F

き、また適用法規制改正にも対応が可能なため、コン
プライアンス違反防止に役立てています。
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