コーポレートガバナンス ̶ 企業価値の持続的向上に向けて ̶
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コーポレートガバナンス強化の歩み
2000年

2010年

2006年 アドバイザリー・ボードを設置

2008年

アドバイザリー・ボードを廃止し、社外取締役を選任

2010年

経営の透明性向上

社外役員全員を独立役員として届出

2017年

筆頭社外取締役を設置

1994年

社外監査役を選任

2008年［16名］

2002年［22名］

取締役会の人数推移
社内取締役
独立社外取締役

2016年［12名］

2018年［9名］

2008年

2019年［8名］

2021年［8名］

取締役の任期を2年から1年に短縮

取締役会の運営等

実効性自己評価アンケートを実施
2016年
（2018年、2021年 自己評価の集計、分析等に外部機関を起用）

諮問委員会

2016年

指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置

報酬制度

2016年

業績連動型株式報酬制度を導入

コーポレートガバナンス・コード

2015年

コーポレートガバナンス・ガイドライン

コーポレートガバナンス・ガイドライン他を整備

https://www.nyk.com/proﬁle/pdf/gvn_report_01.pdf

日本郵船の経営組織（2021年6月18日現在）
株主総会
選任・解任

選任・解任
監査

監査役会

社内監査役：2名

取締役会

社外監査役：2名

社内取締役：5名

選任・解任
報告

社外取締役：3名

会計監査人

諮問

委員長：筆頭社外取締役

連携

指名諮問委員会

会計監査

報告

選任・解任・監督

諮問

報酬諮問委員会

代表取締役社長
（社長執行役員）

報告・調査

付議・報告

業務執行体制
経営会議

指示・監督

執行役員会

報告
執行役員29名

報告

本社各部門
内部監査室

内部監査

グループ会社

2020年度からの取り組み
• 独立役員比率3分の1超の体制を継続
（取締役：37.5%、役員全体：41.7%）
• 報酬諮問委員会において今後の役員報酬の在り方の審議を開始
• 役員報酬の決定に関する方針を改正会社法等の施行に沿って改定
• ESG経営の着実な遂行を目的として、ESG経営推進委員会を新設
（2021年4月）
同委員会には、外部有識者として機関投資家を招聘

ESG経営推進委員会
提言・報告

内部統制関連の主要な委員会
内部統制委員会
リスク管理委員会
コンプライアンス委員会
遵法活動徹底委員会
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取締役会と業務執行の体制

両委員会の構成（2020年度）

当社は、激変する事業環境への迅速かつ的確な対応のため、経
営の透明性と効率性とともに、取締役会による意思決定と監督の
一層の充実を図り、適切な経営体制の構築に努めています。取締
役会の多様性と専門性を確保し、実質的な議論をより活発に深
化させることを念頭に、当社は8名の取締役を選任し、うち3名は
当社の独立性基準に則った社外取締役としています。これは、海
運・物流を中核としてグローバルに展開する当社グループの事業
に精通する十分な数の社内取締役と、企業経営に資する高い専

指名諮問委員会 報酬諮問委員会

取締役会長
（会長執行役員）

内藤 忠顕

4／4回

2／2回

代表取締役社長
（社長執行役員）

長澤 仁志

4／4回

2／2回

片山 善博
取締役
（筆頭社外／独立役員） （委員長）

4／4回

2／2回

取締役
（社外／独立役員）

国谷 裕子

4／4回

2／2回

取締役
（社外／独立役員）

田邊 栄一

4／4回

2／2回

門的知見を有し取締役会の監督機能の一層の充実を図りうる
一定数の独立社外取締役により構成するのが適当であるとの考

内部統制システム

えに基づいています。取締役会において議案の実質的な議論と審

当社グループは、取締役会を補佐する機関として社長を委員長と

議を図れるよう、独立社外取締役や社外監査役に対する議案の

する内部統制委員会を設置しています。この委員会では、財務報

事前説明を行うとともに、役員懇談会※での情報共有や意見交換

告の信頼性、法令の遵守、業務の有効性・効率性、資産の保全

を行っています。

の4つを目的とする内部統制の状況を確認し、問題を発見した場

また、当社は執行役員制度を導入しています。執行役員は、取
締役兼務と国内外グループ会社の役員を含む29名となり、経営
会議等の事前審議や委任された権限の範囲での迅速な意思決

合には関係する部門が適切かつ効率的に内部統制の運用に取り
組むよう是正措置を講じます。
具体的には、全社統制を行うコーポレート部門と横断的な統制

定など、取締役会の決議と監督の下に業務を執行しています。

機能を担う社内委員会・会議の活動状況をモニタリングすること

さらに、2020年4月に設置した、業務執行取締役と本部長である

で内部統制システムの運用状況を確認し、その強化策について検

執行役員等で構成される経営会議において取締役会付議事項な

討しています。

どの重要な業務執行に関して審議を尽くしています。
※ 取締役、監査役、本部長で構成し、中長期的な経営課題に関する意見交換を行うため、定例取締
役会後に開催

指名・報酬諮問委員会

2020年度は、経営会議の新設など意思決定プロセスの変更や
社規則の改定、内部監査機能の強化などを通じ、当社グループ全
体としての内部統制システムの運用強化に取り組みました。
なお、ガバナンス強化委員会は、設置予定通り2021年3月に活

コーポレートガバナンスのさらなる充実と取締役会の透明性確保の

動を終了し、その活動は法務・フェアトレード推進グループ、ESG

ため、当社は筆頭社外取締役が委員長となり社外取締役が過半数

経営推進グループ、内部監査室などに引き継がれます。

を占める指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しています。
取締役会の諮問に基づき、取締役の選解任および報酬に関わる重
要な事項を協議し助言を得たうえで、関連する議案を取締役会に
諮ります。
また、各諮問委員会開催にあたり、社長は、会長や社外取締役と
個別に面談し、十分な意見交換を行うなど、諮問委員会の機能向
上に努めています。

ガバナンス強化委員会活動の振り返り
アクションプラン
① 取締役会の実効性向上
• 取締役会の実効性自己評価アンケートの実施
• 社外役員への情報共有方法改善
• 役員懇談会の活用

② 社長の経営判断とその実現を支える体制の強化
• 経営会議の設置
• 機動的かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入

③ グループガバナンス強化
• 内部統制機能の運用強化
• 内部監査機能の強化
• 国内外グループ会社への展開

コーポレートガバナンス

④ 強化・浸透活動

踏まえ、取締役会の目指すべき方向性や問題点を議論し、実効性

• ガバナンストークセッションの実施
2019年度 3回開催 合計135名参加
2020年度 4回開催 合計399名参加

向上に向けた下記施策を実行しています。

具体的施策の実行

• RGO／RMO※とのガバナンス対話の実施
海外4地域のRGOとガバナンス浸透・活動状況を確認
※ RMOの機能
米州・欧州・南アジア・東アジアの各拠点にRegional Management Ofﬁce（RMO）を設置。
の下、担当地域内のグループ会社に対し法務・コンプライ
Regional Governance Ofﬁcer（RGO）
アンス、内部監査、経理、財務、危機管理に関する指示・指導をするとともに、各地域での広報、
環境、内部統制報告制度
（J-SOX）
などに関する情報収集の役割を担う。

（1）社外役員への事前説明の充実
（2）議案および補足説明資料の質の向上
（3）役員の意見のフォローアップとそのフィードバックを確実に行
う体制の確立
（4）社長主導によるESGやSDGsに関する活発な議論
（5）取締役会のほか、役員懇談会での情報共有と意見交換
なお、継続的に課題と認識されている点に関して、引き続き改善
に取り組み取締役会の実効性向上を図っていきます。

ガバナンストークセッション
で登壇する内藤会長
（写真左から2番目）

当社は、保有する政策保有株式を縮減する方針で取り組んでいま

海外地域統轄会社
NYK Group Europe Ltd.
欧州・アフリカ

政策保有株式の保有方針

会社名
統轄地域

す。また2015年11月に制定したコーポレートガバナンス・ガイドラ
インに則り、個別の政策保有株式の保有目的・意義について、資

NYK Line (China) Co., Ltd.
日本を除く東アジア

本コストをベースとする収益目標と配当金・取引状況や事業活動
への効果等を取締役会において毎年総合的に検証しています。

2019年度末に40銘柄保有していた上場株式を、2020年度は3
NYK Group Americas Inc.
北中南米

現時点で当社が保有する政策保有株式は、当社業績の安定に

NYK Group South Asia Pte. Ltd.
南アジア

資する長期的な取引関係が見込まれる重要取引先であり、関係
維持および強化のための手段の一つとして妥当と判断しています。

RMOの機能

また、政策保有株式に係る議決権の行使にあたっては、具体的な

地域統轄会社

基準を定め、投資先企業の価値の毀損につながるものではないこ

RGO（地域ガバナンス長）

とおよび、当社の企業価値向上への貢献の有無とその程度を確認

RMO（地域統轄：機能）
危機管理

銘柄減らし37銘柄としました。

法務
財務
広報
内部監査
環境
経理
（RC：Regional Controller）

他の機能・部門
事業部門 シェアードサービス※

のうえ、議案への賛否を決定しています。
J-SOX

政策保有株式の推移（各期末現在）
BCP機能

※ シェアードサービス：グループ会社で共通するコーポレート業務を集約させること

銘柄数
上場株式

非上場株式

2008年度比95銘柄減少
（うち上場株式47銘柄）
240

225

当社は、取締役会の実効性向上を目的として、全取締役および全

160

84

監査役に対し、前年度の取締役会の実効性に関する自己評価

80

アンケートを2016年より毎年実施しています。アンケートの結果を

0

取締役会の実効性評価

130
37

2008

2020 （年度）
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内部監査

遵法活動徹底委員会

当社の内部監査室は「内部監査規則」に基づいて、当社および国

当社グループでは、
「独占禁止法等遵法徹底委員会」を設置し、独占

内グループ会社の内部監査を実施しています。また、海外グループ

禁止法、贈収賄関連法令、経済制裁法対応を主眼に、グループ内

会社の内部監査は、内部監査室の方針と指導の下、海外4拠点

の法令遵守の徹底に努めてきました。2019年3月に、同委員会の名

（米州、欧州、南アジア、および東アジア）
に所属する内部監査人が

称を
「遵法活動徹底委員会」
とし、特定の法令のみならず、法令全般

実施しています。

および各種許認可等も含めた遵法の徹底を図ることに変更しました。

2020年度は、国内24件、海外32拠点を対象に内部監査を実
施しました。加えて内部監査強化プロジェクトの一環として「内部

独占禁止法遵守への対応

監査活動の見直し」を継続しており、経費に係るデータの全件

海運自由の原則
（公海における自由航行、領海内における無害航行）

チェックを行い、異常値を検出するなど、データ分析手法の有効

が支配する外航海運業は、市場の参入と退出が自由であり、競争激

性についての検証が完了し、新たなデータ監査の導入を進めてい

化に陥りやすいため、その弊害である安定輸送網の断絶、途上国海

ます。

運・産業の競争力の喪失等の負の面を軽減すべく、ある一定の条件

プロジェクトの強化に伴い、専門的な知識と人材が求められて

の下、独占禁止法適用除外の扱いを受けてきました。今日では、その

いることから、2020年度より当社グループ会社の郵船ロジスティ

ような法的保護は縮小する一方で、社会インフラとしての責任を全う

クス
（株）
および日本貨物航空（株）
から合計7名の内部監査室員

するため、寄港頻度と多様な航路網の維持を目的として船社間での

が当社に出向しており、新たな監査業務の理解促進ならびに監査

協調配船が行われており、競合他社と接触する機会が多く存在する

法人主催のセミナーへの受講の機会を提供し、監査の品質向上

業種であると言えます。

を図っています。

当社グループは、2012年9月以降、自動車等の貨物輸送に関して
独占禁止法違反の疑いがあるとして、海外当局の調査の対象となっ

グループ経営の取り組み

ています。当社および一部の海外現地法人は、複数の地域において

当社グループ全体の企業価値向上のため「グループガバナンスの

損害賠償請求訴訟
（集団訴訟）
を提起されています。

構築」
と
「資本効率の向上」を推進しています。国内グループ会社
においては、グループ会社の経営者選任および報酬決定プロセス

ステークホルダーの皆さまには、多大なご心配をおかけしておりま
すことを深くお詫び申し上げます。

の透明性向上と一本化を図っています。また、グループ各社の監査

従前より、社長による独占禁止法遵守徹底の表明、当社グループ

役を当社の専門部署から派遣し、役員の業務執行を監督する体制

の国内外すべてにまたがる統制ネットワークの構築と運用、同法

を整え、監査時の判断基準の均一化を徹底しています。

マニュアルなどの整備や各種研修による社内の啓発と教育、同業

（米国、英
海外グループ会社においては、地域統轄会社を4拠点

他社との接触規制などの諸施策を実施してまいりましたが、結果とし

国、シンガポール、中国）
に設置し、当社の各管理部門と連携しな

てこのような事態になりましたことを真摯に受け止め、グループ役員・

がら各拠点のグループ各社におけるガバナンスをサポートするとと

従業員※一人ひとりの意識を高めるべく独禁法遵守を再徹底するた

もに、強化、効率化を図っています。さらに、グループ内の経営資源

めの体制構築および活動を推進しています。

の有効活用を図るために、海外グループ会社を中心とした会社統

※ 社員に加え、他社からの出向者および派遣社員を含む

合およびグループ共有サービスの拡充を進めています。

コーポレートガバナンス

再発防止に向けた施策（2013年から継続）

• 遵法活動徹底委員会の開催（毎年開催）

社長を委員長とし、取締役、執行役員、監査役、海外地域統轄会社の地
域長※1、本社のグループ長・各グループのコンプライアンス担当者が参加

2020年9月実施（121名出席）
独禁法等遵法徹底委員会より数えて、2020年9月までに合計15回開催
• 国内外グループ会社を含む全事業部門のリスクアセスメント実施、
ガイドライン策定

当社の役員・従業員の業務遂行にあたっての規範となる「日本
郵船株式会社行動規準」については、事業環境や社会情勢の変化
に合わせ、定期的に見直しを行っています。また、毎年9月を当社
グループのコンプライアンス強化月間と定め、従業員自らの行動や
業務プロセスを見直すための総点検活動を実施しています。同活
動で実施した社員の意識調査結果については、社内掲示板を通し

• 独占禁止法・競争法遵守に関する誓約書の取得

て、複数回に分けてフィードバックを行い、社員一人ひとりのコンプ

• 業界会合届出制度※2を本社・国内外子会社の役員・従業員を対象に導入

ライアンス意識の向上を図っています。

※1 ガバナンス強化策の一環で、2020年度より海外4極の地域統轄会社の地域ガバナンス長
（RGO）
にも対象拡大
※2 同業他社と接する機会を限定し、必要な会合に参加する場合は事前の届け出および、事後の面
談内容の報告を行うよう定めた制度

贈収賄禁止の徹底
日本国不正競争防止法
（外国公務員贈賄罪）
、米国海外腐敗行

コンプライアンス研修一覧
2020年度 実施状況

実施回数

受講者数※3

コンプライアンス研修※1

18回

339名

独禁法・贈収賄禁止等研修※2

213回

4,399名

1回

6,298名

eラーニング

為防止法、英国贈収賄防止法等の各国贈収賄防止法に対応する

※1 2002年度以降延べ459回、12,827名

ため、2014年1月に贈収賄禁止に関する基本方針およびガイドラ

※2 国内外グループ会社、29カ国、110社を対象に国内は3回
（集合研修から個社別研修に変更）
、
海外は地域ごとに1〜3年に1回実施。2009年以降延べ43,774名

インを整備しました。2015年度より国内外の従業員を対象に、贈収

※3 受講者数推移をサステナビリティハイライトに掲載
（→P.28）

賄禁止に関する研修を行っています。また、海運業界全体における

内部通報制度

公正な取引の実現に向け、腐敗排除・防止を目的とした活動を行っ

当社では職場での不正やハラスメント、法令違反等コンプライアン

ているグローバルネットワークであり、その腐敗の根本的な原因を

スに関わる懸念、問題の相談先として、社員や社外弁護士が聞き役

究明し、またその軽減に向け政府関係者や行政当局、国際機関な

となる「郵船しゃべり場」や外部業者により運営される電話相談窓

ど主要なステークホルダーと協力関係を築いているMaritime Anti-

口等、複数の相談窓口を設けています。国内ヘルプラインの一つで

に2015年度より加入しています。
Corruption Network（MACN）

ある「郵船しゃべり場」では社外弁護士を含む6名の「聞き役」が

さらに、2016年4月に外国公務員贈収賄防止対策の体制を確立
し、高リスク国での新規事業検討にあたっては、法務部門がパート

コンプライアンスに関わる相談・通報を幅広く受け付けており、現
在グループ会社約70社が利用しています。

ナーや代理店候補に贈収賄関連の問題がないかのスクリーニング

また、届いた相談に対しては、相談者が不利益を被らないことお

を行い、契約締結時の贈収賄禁止条項の織り込み等について提

よび、相談者が望む場合はその秘匿を第一としながら真摯に対応

言・確認をしています。

し、職場環境の改善につなげるようにしています。

コンプライアンスの強化

当社本体が管理する内部通報窓口に届いた通報・相談件数

世界的にさまざまなルールの強化が進む中で、企業にはより一層高

年度

件数

いコンプライアンス意識が求められています。当社グループのコンプ

2020

37

ライアンス意識の保持および促進のためにコンプライアンス委員会

なお、当社の内部通報制度は2020年10月に消費者庁所管の

を設置し、同委員会において、コンプライアンス年度実施計画や活

「内部通報制度認証
（自己適合宣言登録制度）
」に登録されました。

動方針のほか、コンプライアンスに関する重要な事項の審議・決議

登録により内部通報制度の実効性を高めることで、より健全で良好

を行っています。同委員会は年2回開催され、審議事項は取締役会

な職場環境や企業倫理の醸成に取り組みます。

を通じて社外役員に報告しています。
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リスク管理

ク、サイバーリスクがあります。また、当社グループの経営に大きな

当社グループは、
リスク管理方針に基づき、適切なリスク管理体制

影響を与えうる「重要リスク」には、戦略リスクや市況変動リスク、

を構築してリスクの特定、評価、対応方針の策定を行うことにより、

オペレーショナルリスク、財務と会計リスクなどがあります。なお、

適切にリスクの発生を防止するよう努めます。万一リスクが発生し

毎年、
リスク管理委員会において企業の経営に重要な影響を与え

た場合は、これを回避、低減するため、人命に影響を与える事項

る可能性があると経営者が認識している「重要リスク」の中から

への対処を優先しつつ、発生したすべてのリスクについて適時・適
切に情報を把握し、被害の拡大防止と速やかな復旧等に努めてい

リスクマップ
影響額

く考えです。

「最重要リスク」を選定します。

重大事故

重大な法令違反

災害時に伴う日本経済への波及、荷動き激減

リスク評価とモニタリング

本社／主要な事業拠点の機能不全

当社グループの事業や業績は、世界各地の経済や政治情勢、環

サイバーリスク

境規制、安全・保安体制などの社会的な要因や、自然災害、技術

為替変動

各国法規制等の
把握不全

需給バランス変動
気候変動リスク
への対応
燃料油価格変動

革新などの影響を受ける可能性があります。当社では、
リスク管理
方針およびリスク管理規則に基づき、事業の本質を最もよく理解
する各事業部門がリスクを定性的・定量的に評価します。

頻度

情報セキュリティ対応

リスク管理体制図

当社グループは、日々進化と多様化が進むサイバーアタックに備え
た多層防御の継続的強化の実施に加えて、100%の防御は不可能

重要リスク
候補提出

内部統制委員会

次年度重要
リスク候補一覧

リスク管理委員会

リスク管理委員会

各本部にて
リスク管理

当年度リスク
管理評価

次年度
リスクマップ

という視点から被害の迅速な復旧に主眼を置く
「サイバーレジリエン
ス」に基づく対策構築と、クラウド化やテレワークに応じたネットワー
クの境界防御に依存しない「ゼロトラスト」ベースの対策構築を進
めています。
（Endpoint Detection and Response）
の導入
具体的には、EDR
（Global Security Operation Center）
に
を進めると同時に、GSOC

全社的リスク管理

よる世界中のIT機器を24時間365日常時監視する体制を作り、

当社グループは、
リスク管理方針およびリスク管理規則に基づき、

不正侵入の早期発見と迅速対応により被害の極小化を目指し

リスク管理委員会を年2回実施し、当社の経営に大きな影響を与

ています。加えてCSIRT
（Computer Security Incident Response

えうる、重要リスクの管理状況の報告と評価を行い、その結果を

を世界各地域に組成してそれぞれをグローバルに連携させ、
Team）

取締役会に報告します。当社グループは、
「当社グループの継続的

事故発生時にIT部門のみならず社内各部署と迅速に情報共有がな

成長にとって不利な影響を与えうる不確実性」をリスクと定義し、

されることにより適切な対処につながる仕組みを構築しています。

社長を委員長、本部長をメンバーとするリスク管理委員会におい

また、国内外グループ会社のセキュリティレベル向上のために、

て、各本部からの報告を基に重要リスクを特定し、重要リスクごと

情報システムセキュリティ規定に基づいたセキュリティアセスメントを

にリスク対応の推進役となる本部を決定し、グループ全体のリスク

全グループ会社に対して進めています。加えて、従業員一人ひとりの

低減活動を推進します。当社グループの事業継続に重大な影響を

セキュリティ知識・意識を向上させるため、国内外グループ会社を

与えうる「最重要リスク」には、コンプライアンスリスク、重大事故

対象に教育プラットフォームを導入し、
またサイバーアタック訓練を

などのオペレーションリスク、気候変動への対応や自然災害などの

定期実施しています。

災害に関するリスク、新型コロナウイルス感染症などの感染症リス

取締役および監査役ならびに執行役員一覧

︵2021年6 月 日現在︑所有株式数は4 月末現在︶
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社内

取締役

内藤 忠顕

長澤 仁志

原田 浩起

取締役会長・会長執行役員

代表取締役社長・社長執行役員
ESG経営推進委員会委員長

代表取締役・専務執行役員
ライナー＆ロジスティクス事業統轄本部長

所有株式数：46,013株
出席状況 取締役会：17回中17回

所有株式数：28,649株
出席状況 取締役会：17回中17回

所有株式数：7,647株
出席状況 取締役会：17回中17回

1978年
2004年
2005年
2007年
2008年
2009年
2013年
2015年
2019年
2020年

1980年
2004年
2007年
2009年
2011年
2013年
2018年
2019年
2020年

1983年
2011年
2014年
2018年
2019年
2020年
2021年

当社入社
石油グループ長
経営委員
常務経営委員
取締役・常務経営委員
代表取締役・専務経営委員
代表取締役・副社長経営委員
代表取締役社長・社長経営委員
取締役会長・会長経営委員
取締役会長・会長執行役員

当社入社
LNGグループ長
経営委員
常務経営委員
取締役・常務経営委員
代表取締役・専務経営委員
代表取締役・副社長経営委員
代表取締役社長・社長経営委員
代表取締役社長・社長執行役員

当社入社
バルク・エネルギー輸送統轄グループ長
経営委員
常務経営委員
取締役・専務経営委員
取締役・専務執行役員
代表取締役・専務執行役員

執行役員
専務執行役員

小山 智之

日暮 豊

久保田 浩司

取締役・常務執行役員
チーフコンプライアンスオフィサー
（CCO）
総務本部長

取締役・常務執行役員
チーフファイナンシャルオフィサー
（CFO）
経営企画本部長

所有株式数：7,113株
出席状況 取締役会：13回中13回

所有株式数：1,632株
出席状況 取締役会：̶

1985年
2014年
2016年
2020年
2020年

1989年
2018年
2019年
2020年
2021年

当社入社
法務グループ長
経営委員
常務経営委員
取締役・常務執行役員

当社入社
企画グループ長
経営委員
執行役員
取締役・常務執行役員

※ 日暮豊氏の出席状況につきましては、2020年6月29日の就任後
に開催された取締役会を対象としています

河野 晃

曽我 貴也
常務執行役員

スヴェイン スタイムラー
鹿島 伸浩
神山 亨

執行役員

須田 雅志
岡崎 一正
鈴木 英樹

監査役

梅原 慎史
筒井 裕子
丸山 徹

西山 博章
樋口 久也

宮本 教子

髙橋 栄一

所有株式数：13,086株
出席状況 取締役会：17回中17回
監査役会：15回中15回

所有株式数：19,976株
出席状況 取締役会：17回中17回
監査役会：̶

1983年
2012年
2014年
2018年
2019年

1982年
2010年
2012年
2016年
2018年
2019年
2020年
2021年

当社入社
IRグループ長
経営委員
常務経営委員
監査役

当社入社
主計グループ長
経営委員
取締役・常務経営委員
取締役・専務経営委員
代表取締役・専務経営委員
代表取締役・専務執行役員
監査役

渡辺 浩庸

パトリック ブレナン

加藤 毅

首藤 健一郎
鈴木 康修
西島 裕司

伴野 拓司
池田 豊
中村 利

佐髙 圭太
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社外

独立社外取締役

独立社外監査役

片山 善博

中曽 宏

筆頭独立社外取締役
所有株式数：17,182株
出席状況 取締役会：17回中17回
1974年
1998年
1999年
2007年
2007年
2010年
2011年
2016年
2017年
2017年
2019年

自治省入省
同省退官
鳥取県知事
同上退任
慶應義塾大学教授
総務大臣就任
同上退任
当社独立社外取締役
慶應義塾大学教授退任
早稲田大学公共経営大学院教授
（現職）
当社筆頭独立社外取締役

所有株式数：219株
出席状況 取締役会：13回中13回
監査役会：10回中10回
1978年
2003年
2008年
2013年
2018年
2018年
2020年

日本銀行入行
同行金融市場局長
同行理事
同行副総裁
同上退任
株式会社大和総研理事長
（現職）
当社独立社外監査役

※ 中曽宏氏の出席状況につきましては、2020年6月29日の就任後
に開催された取締役会・監査役会を対象としています

国谷 裕子

桑原 聡子

所有株式数：6,810株
出席状況 取締役会：17回中17回

所有株式数：658株
出席状況 取締役会：13回中13回
監査役会：10回中10回

1981年

1987年
1993年
2016年
2017年

日本放送協会
（NHK）
総合テレビ「7時のニュース」英語放送
アナウンサー・ライター、
「NHKスペシャル」
リサーチャー
日本放送協会
（NHK）
衛星放送「ワールド・ニュース」キャスター
日本放送協会
（NHK）
総合テレビ「クローズアップ現代」キャスター
東京藝術大学理事
（非常勤、現職）
当社独立社外取締役

田邊 栄一
所有株式数：1,753株
出席状況 取締役会：17回中17回
1978年
2008年
2012年
2016年
2016年
2018年
2019年
2020年

三菱商事株式会社入社
同社執行役員
同社常務執行役員
同社副社長執行役員 コーポレート担当役員
同社代表取締役副社長執行役員
同上退任、同社顧問
当社独立社外取締役
三菱商事株式会社顧問退任

1990年
1990年
1998年
2020年
2020年
2020年

弁護士登録
（第二東京弁護士会）
森綜合法律事務所
（現 森・濱田松本法律事務所）
入所
森・濱田松本法律事務所パートナー
同上退任
外苑法律事務所パートナー
（現職）
当社独立社外監査役

※ 桑原聡子氏の出席状況につきましては、2020年6月29日の就任
後に開催された取締役会・監査役会を対象としています
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