
ガバナンス・コンプライアンスの強化

当社は、より効率的かつ効果的な経営体制を構築すべく、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みを継続
的におこなっています。経営の監督においては、上場来、継続的に高い独立性かつ専門性を有する社外取締役が過半と
なる体制を構築しており、経営の透明性および客観性を確保しています。また、役員の指名・報酬の決定プロセスにおい
ては、2019年に任意の指名・報酬委員会を設置し、社外取締役が過半かつ委員長を務める委員会の中で、業務執行取締
役の評価をはじめ、役員のサクセッションプランや、役員報酬体系などについて議論をおこなっています。
業務執行においては、執行役員制度を導入することで、積極的な権限委譲をおこなっています。2019年には委

任型執行役員制度の導入に伴い、さらなる権限委譲を進めました。さらに、2020年には、経営体制の見直しにより、
よりコンパクトな体制へ移行することで、意思決定の迅速化と、モニタリング・モデルの推進に向けた取り組み
を加速させています。

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、企業活動を支えているすべて
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。

コーポレート・ガバナンス

デクセリアルズのコーポレート・ガバナンス体制（2020年12月現在）
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コーポレート・ガバナンス体制の概要

機関設計の形態 監査役会設置会社
取締役の員数
（うち社外取締役） 6名（4名）

監査役の員数
（うち社外監査役） 3名（2名）

執行役員の員数
（うち取締役兼務者） 6名（2名）

取締役会の議長 代表取締役社長　新家 由久
執行役員会の議長 代表取締役社長　新家 由久
指名・報酬委員会の委員長 社外取締役　平野 正雄
取締役の任期 1年
会計監査人 ＰwＣあらた有限責任監査法人
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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お

こない、監査内容の確認、意見交換をおこなっています。

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。

当社は、任意の指名・報酬委員会を設置しており、
役員候補者の選定および役員報酬の決定にあたっ
ては、指名・報酬委員会での議論を踏まえることと
しています。
指名・報酬委員会はすべての取締役により構成さ

れ、独立社外取締役が過半数かつ委員長を務めるこ
とで、客観性と透明性を確保しています。
指名・報酬委員会は、2019年度は5回開催し、役員

候補者の選定をはじめとして、役員の後継者育成プ
ロセスの確認、役員報酬の決定に際しての業績評価、
報酬構成や業績連動報酬の決定にあたっての評価指
標の妥当性などについて議論をしています。

内部監査および監査役監査

会計監査

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、当社の経営に関する監視機能を果たしてい
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。

当社は、原則として毎月2回、執行役員6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。

監査役・監査役会

執行役員会

指名・報酬委員会
当社の取締役会は独立社外取締役4名と社内取締

役2名の合計6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おこなっています。独立
社外取締役はいずれも経営者や専門家として豊富な
経験と高い見識を持ち、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。

取締役・取締役会・執行役員

2019年度における指名・報酬委員会の開催状況

開催時期 審議内容

2019年  7月
  指名・報酬委員会の運営
  役員報酬決定におけるKPIの検討
  役員報酬決定に関する実績レビュー

10月   指名・報酬委員会の運営
  役員報酬制度における議題検討

2020年  1月   次期経営体制の検討

2月   次期経営体制の検討

3月   次期経営体制の検討

デクセリアルズのコーポレート・ガバナンス
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ガバナンス・コンプライアンスの強化

アンケート項目の分類 具体的内容 主な意見の概要

取締役会の構成
  取締役の人数、人員構成、各役員の専門性のバランス
  取締役会の構成の見直しの必要性
  当社の事業分野に対する取締役の知識、理解の状況

  取締役会における社外過半の維持の必要性
  新規事業領域における専門性の高い人材の必要性

取締役会の運営
  取締役会資料の内容、分量、事前の検討時間
  取締役会における議事の内容や数　   取締役会における議事の進め方
  取締役会の頻度、時間　                    取締役会での自由な意見交換、議論の状況

  ESGやSDGsへの取り組みに対する議論の深化の必要性
  成長戦略を見据えた財務政策、資本政策、株主還元政策の方向性に関する議論の必要性

コーポレート・ガバナンス関係
  経営戦略の方向性の決定　            ステークホルダーの視点の汲み取り
  リスクテイクを支える環境整備　   リスク情報の共有
  監督機能の実効性

  5～10年後に、社会的役割を含めて、会社としてありたい姿を見据えた方向性の策定
  リスクテイクを支える報酬等のインセンティブ設計

2019年度の
アクションプランの評価

  2019年度アクションプランの実効性評価
※2019年度アクションプランの内容
  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の志向
  指名・報酬プロセスの明確化、透明性の確保　   コミュニケーションの深化等

 取締役会では、自由闊達な議論ができている。
  指名・報酬委員会の設置に伴い役員サクセッションプランがより明確になった。今後
は、指名・報酬委員と監査役との連携強化が課題。
  社外取締役と幹部社員間でのコミュニケーションのさらなる推進（肩肘張らないコミュニ
ケーション）が必要。

1  分析・評価の手法
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価

値向上をはかるべく、取締役会自身による取締役会
全体の実効性の評価を実施しています。

2019年度における実効性評価は、評価の客観性や透
明性を確保することを目的として、インタビューの実施
および結果分析を第三者に委託することにより実施
しました。具体的には、取締役会事務局が作成したアン
ケート項目をもとに各取締役・監査役が2019年度の取
締役会の実効性を評価しつつ、得られた回答について
第三者からすべての取締役・監査役に対しインタビュー
を実施し、内容の分析をおこないました。
また、上記の分析結果を踏まえて取締役会で議論

し、次年度に取り組むべき重点課題として、アクショ
ンプランを策定しました。

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、全体としての問題
意識が特に強い項目として、以下の点について指摘
がありました。
 コミュニケーションの深化等
  今後、当社の中長期的な経営戦略に見合うような
取締役会とするにあたっての、取締役会の構成の
見直し

  当社の事業分野に対する取締役会ないし個々の
取締役の知識や理解
上記結果に加え、今後のさらなる実効性の向上

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。

 中長期的な経営戦略等の議論をおこなうこと　
  上記の議論を踏まえた取締役会の構成、機関設計、
及び指名・報酬の決定のあり方を検討すること

  コミュニケーションの深化（肩肘張らない関係の
構築）と情報共有

（2）2020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、2020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。
  中長期的な経営戦略等の議論の深化　
  コミュニケーションの深化と情報共有
  取締役会の構成、機関設計、指名・報酬の決定のあり
方の検討

取締役会の実効性評価

アンケート項目の具体的内容と第三者によるインタビューで得られた意見の概要
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ガバナンス・コンプライアンスの強化
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 取締役会では、自由闊達な議論ができている。
  指名・報酬委員会の設置に伴い役員サクセッションプランがより明確になった。今後
は、指名・報酬委員と監査役との連携強化が課題。
  社外取締役と幹部社員間でのコミュニケーションのさらなる推進（肩肘張らないコミュニ
ケーション）が必要。

1  分析・評価の手法
当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価

値向上をはかるべく、取締役会自身による取締役会
全体の実効性の評価を実施しています。

2019年度における実効性評価は、評価の客観性や透
明性を確保することを目的として、インタビューの実施
および結果分析を第三者に委託することにより実施
しました。具体的には、取締役会事務局が作成したアン
ケート項目をもとに各取締役・監査役が2019年度の取
締役会の実効性を評価しつつ、得られた回答について
第三者からすべての取締役・監査役に対しインタビュー
を実施し、内容の分析をおこないました。
また、上記の分析結果を踏まえて取締役会で議論

し、次年度に取り組むべき重点課題として、アクショ
ンプランを策定しました。

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、全体としての問題
意識が特に強い項目として、以下の点について指摘
がありました。
 コミュニケーションの深化等
  今後、当社の中長期的な経営戦略に見合うような
取締役会とするにあたっての、取締役会の構成の
見直し

  当社の事業分野に対する取締役会ないし個々の
取締役の知識や理解
上記結果に加え、今後のさらなる実効性の向上
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（2）2020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、2020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。
  中長期的な経営戦略等の議論の深化　
  コミュニケーションの深化と情報共有
  取締役会の構成、機関設計、指名・報酬の決定のあり
方の検討

取締役会の実効性評価

アンケート項目の具体的内容と第三者によるインタビューで得られた意見の概要
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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・水準と比較検証をおこ
ない決定しています。
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、株主の皆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。なお、上記経営指標
については、「連結売上高」4：「連結営業利益」4：「ROE」2
の割合にて業績給を算定しています。
「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踏まえて
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。

役員報酬

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 147 96 35 16 11
監査役 27 27 ̶ ̶ 5
合計 175 124 35 16 16
（うち社外役員） 48 48 ̶ ̶ 10

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% ̶ ̶

取締役の役位ごとの種類別報酬割合 2019年度の役員報酬額
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代表取締役社長 社長執行役員
経営／事業全般

新家　由久

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
経営／管理全般、内部監査担当

佐竹　俊哉

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、当社の常勤監査役としての職務経験を通
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、当社の社外監査役とし
ての職務を通じ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。

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経営者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。

独立役員
指名・報酬委員

社外取締役

横倉　

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。

独立役員
指名・報酬委員

指名・報酬委員指名・報酬委員

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（現任）

オートモーティブ ソリューション事業部長
2019年 6月 当社代表取締役社長（現任）

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）
2020年10月 Dexerials Precision Components㈱　代表取締役社長（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。

独立役員
指名・報酬委員長

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）
2019年 8月 Spiral Capital㈱　取締役会長（現任）

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

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）

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
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）
2019年 7月 佐藤＆パートナーズ法律事務所　代表（現任）
2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員

（民事訴訟法担当）（現任）

役員一覧 （2020年12月現在）

取締役

ガバナンス・コンプライアンスの強化
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代表取締役社長 社長執行役員
経営／事業全般

新家　由久

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
経営／管理全般、内部監査担当

佐竹　俊哉

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、当社の常勤監査役としての職務経験を通
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、当社の社外監査役とし
ての職務を通じ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。

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経営者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。

独立役員
指名・報酬委員

社外取締役

横倉　

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。

独立役員
指名・報酬委員

指名・報酬委員指名・報酬委員

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（現任）

オートモーティブ ソリューション事業部長
2019年 6月 当社代表取締役社長（現任）

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）
2020年10月 Dexerials Precision Components㈱　代表取締役社長（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。

独立役員
指名・報酬委員長

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）
2019年 8月 Spiral Capital㈱　取締役会長（現任）

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

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）

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）
2019年 7月 佐藤＆パートナーズ法律事務所　代表（現任）
2019年11月 司法試験考査委員及び司法試験予備試験考査委員

（民事訴訟法担当）（現任）

役員一覧 （2020年12月現在）

取締役

ガバナンス・コンプライアンスの強化
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新家　由久
社長執行役員
経営／事業全般

佐竹　俊哉
専務執行役員
経営／管理全般、内部監査担当
Dexerials Precision Components ㈱　代表取締役社長

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

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

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㈱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）

選任
理由

選任
理由

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
をおこなっていただけると判断し、監査役に選任しています。

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おこなっていただけると判断し、社外監査役に
選任しています。

独立役員

社外監査役

ジョン C．ローバック

外国法事務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
適正な監査をおこなっていただけると判断し、社外監査役に選任しています。

独立役員

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）

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）

監査役 執行役員
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コーポレート・ガバナンス対談

社外取締役から見たデクセリアルズのガバナンス

代表取締役 専務執行役員
指名・報酬委員

佐竹　俊哉

社外取締役
指名・報酬委員長

平野　正雄

社外取締役
指名・報酬委員

佐藤　りか

本コーナーでは、2015年6月から当社社外取締役を務める平野正雄氏と、2015年6月からの社外監査役を経て2019年6月から社外取締役を務める佐藤りか氏の両名を交え、
当社代表取締役佐竹俊哉が、デクセリアルズのガバナンスをテーマにおこなった対談をご紹介します。
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2015年の上場以来維持している、取締役
会の過半数を社外役員が占める体制につ
いてどのように評価していますか。

佐竹

平野 　2015年当初から外部の視点を経営に取り入
れようとする意欲的な姿勢があり、良い意味での緊張感
を保ちながら、社内外役員の間に信頼関係が醸成されて
おり、健全なガバナンスが効いていると評価しています。

佐藤 　取締役会の運営上の不安定要素となりう
るとの懸念もあってか、社外取締役を過半とする日本
企業はまだ多くありませんが、当社は、役員間の信頼
関係をベースに問題なく運営ができており、高く評価
しています。取締役・監査役の一人ひとりが、まとまり
のある取締役会をつくろうとする意欲が強いことが
作用していると思います。

取締役会の実効性評価についてはどう思
われますか。自己評価も含めたレビューを
提出いただき、第三者によるインタビューも
行った上で、取締役会として課題に対する
アクションプランを毎年策定し取り組んで
います。このプロセスについてのご意見を聞
かせてください。

佐竹

平野 　まさに経営理念「Integrity」を体現している
ガバナンス面での好例だと思います。この真面目で丁
寧かつ誠実なプロセスがあって、これまでガバナンス
の質の向上が進んできたと高く評価しています。

佐藤 　形式的なアンケートへの回答や単なる集

計値としてのフィードバックでは見えてこない、立体
的なフィードバックに努めつつ、真面目にアクション
プランに取り組んでおり、高く評価できると思いま
す。また、ガバナンスを大事な取り組みとしっかり認
識されていることに感謝もしています。

今年はコロナ禍で取締役会もオンライン
での開催が多くなりました。率直なご意見
を聞かせてください。

佐竹

平野 　オンラインでも、対面と同様のクオリティを
実現すべく、十分留意された運営がなされていたと思い
ます。開催前には、資料の事前配布や通信環境のチェッ
クなどの配慮が徹底され、実際の運営も議長が参加者の
意思確認などを丁寧に対応されており、質の面でもしっ
かり担保されていました。私も対面開催と変わらず質問
や指摘をさせていただきましたし、オンライン開催ゆえ
に、審議の質が劣化したという認識は私にはありません。

佐藤 　そうですね。配慮や進行などには十分満足
感がありました。新任がいないこともあり、取締役会
メンバー相互の信頼関係が築けていた点も幸運でし
た。途中から対面とオンラインのハイブリッド形式に
なりましたが、コミュニケーションの質としてはやは
り対面の方がやりやすさを感じました。

今年10月の機構改革に伴う執行体制の見直
しについてはどう評価していますか。

佐竹

佐藤 　トップの交代や機構改革の実施は、ときに

組織に大きな摩擦を起こし、その収拾にエネルギーを使
うことで経営が弱体化するケースもあります。しかし当
社は、前社長からの引継ぎや、今回の機構改革について
も非常に円滑かつ順調に進んでおり、新しい役割に就い
た方々からも「これからやっていくぞ！」という気概を感
じます。新しい風を取り入れながら、当社がさらに発展し
ていく、そのポテンシャルを感じています。

平野 　事業の選択と集中、構造改革、外部の経営
人材の登用も含めた経営体制の刷新と活性化など、と
てもスピーディに経営改革を推し進め、業績にも成果
が表れるなど、現経営陣の経営手腕を高く評価してい
ます。当社には、真面目で丁寧で誠実な社風が良き美
徳として中核にありますが、今後は、その美徳を維持
しながら、上意下達ではなく、現場の自由闊達な議論
を通じて、主体性・積極性を発揮して物事を進めていこ
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うとする活力やダイナミズムを生み出していくことを
期待しています。

取締役会の運営についてはどのように評価
されていますか。

佐竹

平野 　5年前から少しずつ改善されており、想定し
ている時間配分にとらわれず、議論が必要な議題につ
いては、しっかり議論できていると思います。ガバナン
スは、形式もさることながら、実質が大事です。議題の中
でも重要事項は個別に事前に説明をいただいており、
以前に比べると、当社の業績面や見通しなどの実態に
ついてかなり感覚をつかめるようになってきました。今
後は、さらに現場やオペレーションの実態や社員の意識
調査などについても引き続き共有いただければ、より的
確な問題提起や指摘ができるようになると思います。

佐藤 　よりメリハリをつけて議論すべきところを重
点的に議論できるような運営になったという変化を感じ
ますし、突っ込んだ実質的な議論や意見交換がしやすい
雰囲気もあると思います。また、事前に配布される審議
資料やブリーフィングが非常に丁寧で、模範的な情報
提供だと評価しています。

取締役会としてのダイバーシティの在り方
についてはどう思われますか。

佐竹

佐藤 　経営への女性の参画について、以前は自分
も含めて2名いたので、そういう点で、現状では1名減
とはなりましたが、監査役としてローバック氏が参画

されたことで国籍という面での多様性が広がったと
思います。グローバルでの成長は今後の課題でもポ
テンシャルでもあるので、そういう視点でも多様性の
拡充は、役員に限らず会社全体で重要だと思います。

平野 　デモグラフィックな多様性に限らず、同じ
男性でも多様なバックグラウンドがあることもダイ
バーシティだと思いますから、常にそうした意識を念
頭に人選をしていく必要があると思います。

現在進めている次世代経営人材育成プログ
ラムを通じて、女性や海外の経営メンバーが
コラボレーションしながら活躍できる経営
チームをどうつくっていくかを考えていきた
いと思います。次に、指名・報酬委員会を昨
年設置し、平野委員長のもと、この2年間で
サクセッションプランに関する議論の過程
で社長の要件定義や取締役の報酬決定にあ
たってのKPIの検討を進めてきました。振り
返ってのコメントをいただけますか。

佐竹

佐藤 　指名報酬の在り方は、フェアな評価を担保
するという点において、経営幹部に限らず社員全体
の士気を引き出す成長の源泉だと思います。外部機
関も起用しながら、精緻かつ実のある検討をしてき
ましたが、委員会の中での議論の透明性や客観性が
確保されていくことで当社のさらなる発展につなが
ることとなる大事な取り組みだと考えます。

平野 　これまで指名・報酬委員会においては、後
継者候補となる人材の客観的な評価や、報酬水準の
ベンチマークなど、内部での議論では不足する部分を
外部の専門機関を活用して補いながら検討を進めて
きました。その成果が見られたのが、前回の社長交代
です。適切な人選と交代ができたことで、身をもってサ
クセッションプランの重要性を体感しました。現社長
には強いリーダーシップで当面、当社を引っ張っても
らいたいと思いますが、経営人材の育成は会社の根幹
を支える重要な業務として、今も継続的に外部の専門
家を活用しながらグローバル視点で客観的な人材評
価を進めています。報酬制度も同様に、外部からの人
材獲得を今後も続けていくことから、世界水準比較で
十分妥当な報酬体系を継続し、高い能力を発揮し成果
を導いた人材に対して適切に報いていくために議論
を重ねています。経営人材やリーダーの育成は会社の
能力を高めていく根幹ですから、指名・報酬委員会で
は、社長のサクセッションのみ議論するのではなく継
続的にリーダーを育成し、リーダー層を厚くしていく
ことについても検討することが大事だと認識してい
ます。
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うとする活力やダイナミズムを生み出していくことを
期待しています。
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いと思います。次に、指名・報酬委員会を昨
年設置し、平野委員長のもと、この2年間で
サクセッションプランに関する議論の過程
で社長の要件定義や取締役の報酬決定にあ
たってのKPIの検討を進めてきました。振り
返ってのコメントをいただけますか。

佐竹

佐藤 　指名報酬の在り方は、フェアな評価を担保
するという点において、経営幹部に限らず社員全体
の士気を引き出す成長の源泉だと思います。外部機
関も起用しながら、精緻かつ実のある検討をしてき
ましたが、委員会の中での議論の透明性や客観性が
確保されていくことで当社のさらなる発展につなが
ることとなる大事な取り組みだと考えます。

平野 　これまで指名・報酬委員会においては、後
継者候補となる人材の客観的な評価や、報酬水準の
ベンチマークなど、内部での議論では不足する部分を
外部の専門機関を活用して補いながら検討を進めて
きました。その成果が見られたのが、前回の社長交代
です。適切な人選と交代ができたことで、身をもってサ
クセッションプランの重要性を体感しました。現社長
には強いリーダーシップで当面、当社を引っ張っても
らいたいと思いますが、経営人材の育成は会社の根幹
を支える重要な業務として、今も継続的に外部の専門
家を活用しながらグローバル視点で客観的な人材評
価を進めています。報酬制度も同様に、外部からの人
材獲得を今後も続けていくことから、世界水準比較で
十分妥当な報酬体系を継続し、高い能力を発揮し成果
を導いた人材に対して適切に報いていくために議論
を重ねています。経営人材やリーダーの育成は会社の
能力を高めていく根幹ですから、指名・報酬委員会で
は、社長のサクセッションのみ議論するのではなく継
続的にリーダーを育成し、リーダー層を厚くしていく
ことについても検討することが大事だと認識してい
ます。
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取締役会において実質的な議論をおこなう
のが難しい指名報酬や経営人材の育成に関
して、改めて、委員会を通じて丁寧に議論を進
めることができていることを実感しています。
次に、社外取締役に求められる役割について
どのようにお考えか、お聞かせください。

佐竹

平野 　一義的には、株主からの付託を受けての監
督者ということになりますが、株主だけでなく、お客
さま、お取引先、社員などさまざまなステークホルダー
の立場や利益を意識しながら、業務執行とは距離感を
保ちつつ、経営の意思決定が健全で、企業価値の向上
につながるかどうかという視座で検証していくこと
が大事だと思います。

佐藤 　会社の議決プロセスの中で、プロス＆コン
ズの両方を踏まえた中で、どう意思決定をしたのか、
その判断の過程における健全性を担保することが役
割だと思っています。また、社外役員が入ることによっ
て議決に際してより自由な議論がしやすくなり、その
結果として審議の透明性と客観性の一層の確保に役
に立っている部分もあるかと思います。その一方で、
経営に深く入り込みすぎたがゆえに執行側との関係
性が悪化した例も他社にはあるとも聞いており、社外
役員として求められる立ち位置の難しさを感じるこ
ともあります。

平野 　重要なのは、緊張感と信頼感の両方ですよ
ね。執行側との信頼関係があり、お互いが耳を傾け、
直言できる関係性がある。また、社外の付託を受けた
立場として、ステークホルダーの立場で毅然とした

問題提起なり意見表明ができるといった緊張感。この
両方が求められると思います。

当社のガバナンス体制のさらなる向上に
向けてのアドバイスと、ステークホルダー
の皆さまに一言、お願いします。

佐竹

平野 　当社のガバナンスは、形式だけでなく実質
を担保するという点で、着実に質的な向上を果たし
てきました。実質を担保するという重要な部分を支
えるのが、一つは重要課題を適切に社外役員とも共
有する情報開示であり、もう一つが、社外役員として
しっかり現場・経営感覚を持って会社の価値向上に
向けてコミットする意識を持つことだと思います。
当社はもとより「Integrity」という誠実で真面目な企業
文化が埋め込まれており、この美徳のうえに、現体制
下で活力や成長志向を注ぎ込もうとしています。こ
の成果は業績にも表れてくると思いますし、ステー
クホルダーの皆さまには、大いに期待していただき
たいと思います。社内の関係者の皆さまとは、そうし
た次のデクセリアルズをともにつくっていきたいと
思います。

佐藤 　現経営陣は、これまでも十分に、ガバナンス
向上のためのさまざまな努力、検討、工夫をされてき
たと思います。今後も継続的な取り組みを期待して
いますが、取り組みの継続性を担保するうえでは、コ
ミュニケーションの在り様を仕組みとして考えてい
くことが大事になると考えています。信頼関係の構
築もコミュニケーション努力があってのことです。

また、経営理念「Integrity」は、社員が何か判断に迷っ
たときに立ち返る原点として非常に重要な価値観で
あり、今後も常に当社を貫くものとして大事にして
いただきたいと思います。当社はこれまでも数々の
イノベーションを生み出してきましたが、新しいア
イデアや新しいものを生み出す力は、“遊び”や“伸び
しろ”から生まれてくる部分も多いと思いますので、
そういう部分も大切にしてほしいと考えます。今後
も、当社が健全でバランスの良い成長を実現するこ
とができるよう、コンプライアンスを含めガバナンス
の保たれた環境の維持・整備に社外役員として貢献
していきますので、ステークホルダーの皆さまには
引き続き応援いただけますようお願い申し上げます。
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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。

コンプライアンス

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、内部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、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
を用いてわかりやすく解説した小冊子です。2019年
には昨今の社会情勢の変化等を踏まえ、一部内容
の改定をおこない、国内・海外を含
むグループ内の全役員・全社員に
改めて配布しました。

コンプライアンス強化のための取り組み
コンプライアンス月間の設定
当社グループは、毎年10月をコンプライアンス月

間として設定し、グループ全体で法令や社会規範の
遵守ならびに当社グループの経営理念や行動規範の
実践に関する啓蒙活動を実施することで、社内のコ
ンプライアンス意識の向上を図っています。

コンプライアンス教育
当社グループは、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てe-ラーニング等を通じた
研修を実施しています。

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おこない、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
したうえで、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。

グループ行動規範の策定・周知

  https://www.dexerials.jp/csr/management/group.html

デクセリアルズグループ行動規範の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
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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
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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、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
を用いてわかりやすく解説した小冊子です。2019年
には昨今の社会情勢の変化等を踏まえ、一部内容
の改定をおこない、国内・海外を含
むグループ内の全役員・全社員に
改めて配布しました。

コンプライアンス強化のための取り組み
コンプライアンス月間の設定
当社グループは、毎年10月をコンプライアンス月

間として設定し、グループ全体で法令や社会規範の
遵守ならびに当社グループの経営理念や行動規範の
実践に関する啓蒙活動を実施することで、社内のコ
ンプライアンス意識の向上を図っています。

コンプライアンス教育
当社グループは、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てe-ラーニング等を通じた
研修を実施しています。

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おこない、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
したうえで、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。

グループ行動規範の策定・周知

  https://www.dexerials.jp/csr/management/group.html

デクセリアルズグループ行動規範の詳細は、当社ウェブサイトをご覧ください。
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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めざします。

株主・投資家の皆さまとの対話

当社は、株主や投資家の皆さまに対する適時・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情報など、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・投資家の皆さまにとり、
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。

当社では2020年6月の第8期定時株主総会の開催
にあたり、COVID-19の拡大防止の観点から、個人株
主向けには書面また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
トフォームによる事前の議決権行使をお願いすると
ともに、招集通知の早期発送や情報の充実、関連資料
のホームページへの事前掲載など、株主の皆さまに
広く、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努めました。
株主総会の会場においては、十分な間隔を確保し

たほか、会場内外にアルコール消毒液の設置をおこ
ないました。また、ご来場の株主さまには受付前で体
温測定のご協力をお願いし、当社役員および株主総
会運営スタッフはマスクを着用するなど、さまざま
な感染拡大防止に取り組み、安全で円滑かつ効率的
な議事進行に努めました。

2019年度におけるIR活動状況は以下のとおりです。
なお、COVID-19の感染拡大により､株主･投資家

の皆さまや社員の健康と安全確保を最優先とし、機
関投資家・アナリストの皆さまとの面談や会場を使
用した説明会は原則オンライン（ウェブ・電話会議）
に移行しています。今後もオンライン会議の積極的

な活用やホームページ上での情報発信を増やすな
ど、より充実したコミュニケーションを進めてまい
ります。

IRサイト

定時株主総会招集ご通知

情報開示

IR活動状況

活動 頻度 内容

アナリスト・国内外機関
投資家との面談 163回

  ほとんどの個別面談や電話会議
をオンラインで実施

機関投資家・
アナリスト向け説明会 6回

 決算説明会 4回開催
  アナリスト向けスモールミーティ
ング、ESG説明会を開催

個人投資家向け
説明会 4回

  IRイベントや機関投資家主催の投
資セミナーにおいて説明会を実
施、また新たにウェブ配信による
オンライン説明会をおこない、延べ
2,657名の個人投資家の皆さま
がご参加

IR資料の
ホームページ掲載 随時

  決算短信や決算説明会資料をは
じめとする開示資料、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、スピーチ
付き説明会資料や質疑応答を掲載
  個人投資家向けコンテンツとして、
会社説明会、製品紹介、株主さま
アンケート結果報告、「デクセリア
ルズってどんな会社」、「ビジネスモ
デル」をホームページに掲載、スマ
ートフォン端末での表示にも対応
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デクセリアルズグループでは原材料はもとより研究材料や製品にも化学物質を使用しています。
関連の法規制を遵守し、環境や製品そのものについて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。

化学物質管理

ガバナンス・コンプライアンスの強化

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、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
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
至るまで、法規制面での確認･対応をおこなってい
ます。

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規則※3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、2019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。

化学物質リスクを最小化するために 化学物質法規制への対応 

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

化学物質適正管理委員会組織

※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規則（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction 

of Chemicals）
※4：韓国化評法（化学物質登録及び評価等に関する法律）
※5：米国TSCA （有害物質規制法、Toxic Substances Control Act）
※6：中国や台湾の新規化学物質管理制度

2019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
社ウェブサイトをご覧ください。

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ウェブサイト
をご覧ください。

環境法規制の対応

  https://www.dexerials.jp/csr/envi/law.html

  https://www.dexerials.jp/csr/envi/chemical.html

chapter 1
Introduction

chapter 5
Corporate Info

chapter 4
Financial Section

chapter 3
Materiality

chapter 2
Strategy

52   Dexerials Corporation

web_010_0339387892009.indd   52 2020/12/21   20:12:01

https://www.dexerials.jp/csr/envi/law.html
https://www.dexerials.jp/csr/envi/chemical.html


デクセリアルズグループでは原材料はもとより研究材料や製品にも化学物質を使用しています。
関連の法規制を遵守し、環境や製品そのものについて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。

化学物質管理

ガバナンス・コンプライアンスの強化
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イアンスの維持ならびにお客さまへ将来にわたって
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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。
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使用管理はもとより、近年の国内および海外諸国に
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
至るまで、法規制面での確認･対応をおこなってい
ます。

国内外へ化学物質を輸出入する際に、届出や登録な
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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規則※3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、2019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。

化学物質リスクを最小化するために 化学物質法規制への対応 

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

化学物質適正管理委員会組織

※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規則（Registration, Evaluation, Authorization and Restriction 

of Chemicals）
※4：韓国化評法（化学物質登録及び評価等に関する法律）
※5：米国TSCA （有害物質規制法、Toxic Substances Control Act）
※6：中国や台湾の新規化学物質管理制度

2019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
社ウェブサイトをご覧ください。

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ウェブサイト
をご覧ください。

環境法規制の対応

  https://www.dexerials.jp/csr/envi/law.html
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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、取り扱いにあたっては導入されるすべ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。
また製品に使用される化学物質については欧州のRoHS指令※8に基づいたレベル分類（使用制限基準）を設け、不含有の確認および規制における物質の新規指定時に

おいて、追加調査を実施しています。

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
ムで管理しています。このシステムは、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
とが可能です。
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。

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い、職場配属後のOJT

や取り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すべて取得して
います。

化学物質の適正管理

化学物質総合管理システム 化学物質管理教育化学物質総合管理システム

化学物質社内管理フロー

導入

 クラス分類（安全・環境）
 リスクアセスメント（安全）
 法規制チェック（安全）
 導入職場の確認（保管）

 グリーンパートナー登録
 REACH規制確認
 RoHS指令確認
 化審法確認

 顧客独自規制確認
 不含有分析調査
 輸出国規制確認
 生産工程使用リスク評価

 取扱者健康管理
 作業環境測定管理
 適正保護具選定
 取扱者安全教育

 SDS（安全データシート）提供
 製品ラベル安全表示
 輸送時イエローカード発行

調達 開発 生産 輸送・販売

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

※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）
※8： RoHS指令（The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment：電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限）
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