取締役および監査役ならびに執行役員一覧

︵2022年6月 日現在︑所有株式数は4 月末現在︶

22

社内

取締役

内藤 忠顕

長澤 仁志

原田 浩起

取締役会長

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：46,014株
出席状況 取締役会：18回中18回

所有株式数：28,651株
出席状況 取締役会：18回中18回

所有株式数：7,649株
出席状況 取締役会：18回中18回

1978年
2004年
2005年
2007年
2008年
2009年
2013年
2015年
2019年
2020年
2022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
取締役会長

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
河野 晃

曽我 貴也

日暮 豊

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

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

所有株式数：5,895株
出席状況 取締役会：̶

所有株式数：7,114株
出席状況 取締役会：18回中18回

1984年
2010年
2015年
2018年
2020年
2021年
2022年

1985年
2014年
2016年
2020年
2020年
2022年

当社入社
自動車物流グループ長
経営委員
常務経営委員
常務執行役員
専務執行役員
取締役・専務執行役員

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
取締役・専務執行役員

常務執行役員

スヴェイン スタイムラー
鹿島 伸浩
神山 亨

久保田 浩司

池田 豊
執行役員

鈴木 英樹
筒井 裕子

監査役

丸山 徹

西山 博章
樋口 久也

渡辺 浩庸

パトリック ブレナン

宮本 教子

髙橋 栄一

所有株式数：13,405株
出席状況 取締役会：18回中18回
監査役会：18回中18回

所有株式数：40,580株
出席状況 取締役会：18回中18回
監査役会：11回中11回

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

※ 髙橋栄一氏の出席状況につきましては、2021年6月18日の就任
後に開催された監査役会を対象としています

首藤 健一郎
鈴木 康修
西島 裕司

伴野 拓司
中村 利

佐髙 圭太
髙橋 正裕
大橋 宏明
栁澤 晋一
寺島 省吾
菅野 みえ
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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：19,080株
出席状況 取締役会：18回中18回
1974年
1998年
1999年
2007年
2007年
2010年
2011年
2016年
2017年
2017年
2019年
2022年
2022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
当社筆頭独立社外取締役
早稲田大学公共経営大学院教授退任
大正大学特任教授
（現職）

所有株式数：308株
出席状況 取締役会：18回中18回
監査役会：18回中18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

国谷 裕子

桑原 聡子

所有株式数：7,307株
出席状況 取締役会：18回中18回

所有株式数：899株
出席状況 取締役会：18回中18回
監査役会：18回中18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：2,388株
出席状況 取締役会：18回中18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
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MESSAGE : 社外取締役メッセージ

Q

社外取締役に聞く、
日本郵船グループESG経営深化のポイントとは?
総務大臣や地方自治体のトップとして、組織の意識改革などにも積極的に尽力してこられた片山氏に、当社グループのESG経営に

INTERVIEW

対する評価と今後期待することを伺いました。

̶ 当社グループにおける

のモノサシとは何か、当社グループが目指

̶ 2022年6月、

ESG経営の実効性は

すべき価値創造は何か、それこそ徹底的

役員報酬制度を改定しました。

どのように評価していますか。

に議論を繰り返していました。ESGを経営

ポイントや考え方を教えてください。

に統合するという単なる掛け声に終わるの
社長をはじめとした経営陣の皆さんが本

ではなく、グループ社員一人ひとりの納得

当社は経営陣が中長期的、持続的な成

気でESG経営を推し進めようという姿勢

感、つまり
「自分ごと化」をとても重視した

長への貢献意欲を高め、株主と利益を共

を高く評価しています。2021年の「NYKグ

ストーリーとなっています。

有することを目的として、2016年より業績

ループESGストーリー」策定に至るまでに

また、グループにおけるESG経営の進捗

は、私を含めた社外取締役全員が折に触

に合わせ、ESGストーリーをアップデート

この株式報酬制度を含む取締役等の報

れてESGに関する提言をしましたし、経営

して発信している点からも、当社グループ

酬制度全体につき、報酬諮問委員会を

陣は真摯に受け止め熟考を重ねていまし

のESG経営の本気度を垣間見ることがで

主要な議論の場として、見直しを進めてき

た。ESG 経 営 推 進 委員会のほか、ESG

きます。今般アップデートされた「NYKグ

ました。ROEや経常利益などこれまでの

Navigatorなど、ESG 経営を強力に押し

ループESGストーリー2022」において、私

業績連動指標に加え、独自の「ESG指標

進めていく体制が、ストーリー発表直後か

が特に注目しているのは、ネット・ゼロエ

達成度」を盛り込み、そのウエイトを株式

ら間を置くことなくスタートしたわけです

ミッションに向けた当社グループらしいア

報酬に係る指標内の2割とする仕組みで

が、これも旗振り役の長澤社長自身が、当

プローチです。2030年までにGHG排出量

す。大きな利益を創出していても、気候変

社グループにおけるESG経営の在り方を

–30%（2015 年度比）、2050 年までに外

動など地球規模の課題に後ろ向きな企業

誰よりも明確に描いていたからにほかなり

航海運ネット・ゼロエミッション達成とい

グループのままでは、世間からの信頼獲得

ません。

う目標の下、当社グループがどのような進

が難しい世の中です。短期的な業績だけ

捗を見せてくれるのか、今後の展開に期待

ではなく、ESG指標も導入することで、当

しています。

社グループが目指す経営方針と報酬制度

ESGストーリーの内容を見ても、社会課
題解決に貢献する活動を安易に取りまと
めただけの画一的な内容ではなく、
「ESG」

連動型株式報酬制度を導入しています。

が合致することとなります。さらにクロー
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バック
（報酬の返還）
も取り入れることで、

が課題になると考えます。当社グループの

まり、その結果として経営の質がもっと上

仮に不祥事が発生した際も厳格に対処す

監査体制と仕組みは非常に充実していま

がれば、当社グループへの信頼は一層厚く

るという会社の姿勢を内外に示し、役員

すが、その存在はあまり見えないものです。

なるのではないでしょうか。

の責任感をより強化する狙いです。

かつて省庁や自治体に勤務していた際、私

私が社外取締役としてかねてより意識し

は、こうした縁の下の力持ちのような組織

ていることは、あえて冷めた目で経営を見

に光を当て、多くの人から興味を持っても

るということです。経営陣はいつも本当に

いくために、当社グループに今後

らえるようにすることで、関係者のモチベー

熱く議論を繰り広げていますが、気付かぬ

どのような変化を期待していますか。

ションを大いに引き立てた経験があります。

うちに内向きの視点になってしまうこともあ

当社グループでも監査を含めコーポレート

るかもしれません。だからこそ、私はこれか

株主・投資家の皆さまからの期待と信頼

部門全般の活躍をもっと知らしめていくこ

らも客観的な視点で冷静な提言・指摘に

に応え続けていくべく、コンプライアンスや

とで、従事する社員のモチベーションは高

努めていく所存です。

̶ 今後の経営基盤をさらに強化して

ガバナンスの徹底・強化に向けた手綱は
決して緩めてはなりません。私自身、社外
た独占禁止法違反がそのきっかけの一つ
となったわけですが、就任への打診をいた
だいた当時、当社からは、再発防止に努め
る意向とともに、会社の信用を毀損する要

今後も客観的な視点で、
冷静な提言・指摘に努めます

因がないか外部の目で厳しく指摘してほし
い、とお話をいただきました。私が社外取
締役に就任してから今日に至るまで、当社
では社員に対し、研修などを通じて、過去
に起きたさまざまな事故・違反について、
繰り返し伝えています。グループ会社や取
引先など、事業活動で関係するステークホ
ルダーの裾野は極めて広く、今後、コンプ
ライアンスの徹底に向け、さらなる努力が
必要だということを忘れてはなりません。例
えばグループ内における監査機能の強化

Profile
独立社外取締役／筆頭社外取締役

片山 善博

A

INTERVIEW

取締役への就任は、当社グループで起き

事業概況

ライナー&ロジスティクス事業統轄本部
Liner & Logistics Headquarters

これからも各事業会社と優位性強化に取り組み、
平常化への備えを万全にして
企業価値の最大化を図ります。

原田 浩起

物流事業拠点（2022年3月末現在）

ライナー＆ロジスティクス事業の
ビジネスモデル

ライナー＆ロジスティクス事業統轄本部
︵持株会社︶

定期船事業

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

Ocean Network Express
（持株比率 38%）

コンテナターミナル業

欧州 20カ国
物流拠点：124拠点
倉庫拠点：76拠点
744千m2

東アジア 4カ国
物流拠点：86拠点
倉庫拠点：40拠点
225千m2

日本
物流拠点：87拠点
倉庫拠点：26拠点
175千m2

港湾運送業

曳船業

航空運送事業

日本貨物航空（NCA）
（持株比率 100%）

物流事業

郵船ロジスティクスほか
（持株比率 100%）

定期船事業（特徴、リスクと機会）

米州 6カ国
物流拠点：73拠点
倉庫拠点：40拠点
433千m2

南アジア・オセアニア 16カ国
物流拠点：269拠点
倉庫拠点：178拠点
1,115千m2

航空運送事業（特徴、リスクと機会）

元々の祖業、邦船3社で事業統合し
Ocean Network Express（以下、
へ移管
ONE）

100%子会社の事業会社である日
で国
本貨物航空
（株）
（以下、NCA）
際航空貨物輸送事業に従事

世界第6位の運航船腹量。2022年
度中旬以降、続々と新造船が竣工

2018年の業務改善命令の反省に
立ち運航体制を改善し黒字化達成

安定的とは言えないが今後も成長
が期待できるビジネスモデル

パンデミック以来貨物専用機の価
値が再認識されている

• 従業員数
：25,123人 • 倉庫拠点数 ：360拠点
• 倉庫面積 ：2,693千m2
• 進出国
：47カ国
• 物流事業拠点数 ：639拠点

物流事業（特徴、リスクと機会）
100%子会社の事業会社である郵
船ロジスティクス
（株）
（以下、YLK）
で幅広いバリューチェーンでの利用
運送事業展開
欧州の大手コンテナ船社の参入に
よる新たな競争環境

M&Aによる規模拡大や地域軸／
事業軸／顧客軸で足りない分野の
補完を狙う
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B U S I N E S S S T R AT E G Y
2021年度の振り返り
当本部は、ONE、NCA、YLKをはじめとする各事業会社を束ねて支援していく持ち株会社のような組織です。グローバルなサ
プライチェーン混乱の影響から需給が逼迫し、運賃市況の高止まりにより、3つの事業会社で史上最高益を更新しました。ONE
だけでグループ全体の70%、YLKとNCAを加えて本部全体では85%を超える経常利益を生み出し、そのキャッシュの使い道を
各社とともに検討しています。同業他社との比較では、相対的な企業価値の高まりが開示された情報から証明されています。
全世界で港湾ターミナルや陸上輸送の混乱が継続し、定時運航もままならず、お客さまに多大なご迷惑をお掛けしている異
常な状態が継続していますが、長期契約の獲得など混乱回復後も見据えた事業の安定を目指す考えです。
世界の同業ではコンテナ船専業船社が航空機購入や物流事業を買収する動きがありました。すべてコンテナ事業のため同
心円を大きくする考えからと見ていますが、当社は各事業会社それぞれの成長により和集合の最大化を目指すとともに協業が
期待できる積集合部分にも目を向けます。

2022年度の事業方針と見通し
定期船事業は必要な営業資産への投資継続とノーマライゼーション対策に尽きますが、中長期的に起こりうるシナリオをさま
ざまに念頭に置いた準備が必要です。ロシア・ウクライナ情勢等不透明な世界情勢による世界経済への影響も注視し、需給
動向にも注意を配りながら、積極的に輸送需要に応えていく考えです。
航空運送事業では国際旅客便の回復は当初の想定より遅れると言われており、これまでとは異なる航空貨物輸送の在り方
が問われていくかもしれません。物流事業も同様に、ノーマライゼーションに対する準備の1年と捉えています。
事業本部のESGストーリー／中長期的な事業方針

2021年度、若手執行役員からなる持続的成長タスクフォースで2050年の外部環境とありたい姿をバックキャストで議論・検
討しました。ライナー&ロジスティクス事業は引き続き成長が求められるコア事業と捉えています。安全で高品質の輸送サービ
スをサステナブルな料金でご提供し、安定型長期契約を獲得するという目指す姿は変わりません。今後も基本理念 “Bringing

value to life.” を体現しながら社会インフラを支える存在であり続けます。
GHG排出量削減では、ONEは2022年3月にグリーン戦略を発表しました。ゼロエミッション船、LNG Dual Fuel、スクラバー
の導入について
といった付加物活用、運航効率改善に最大限注力する考えです。NCAはSAF（Sustainable Aviation Fuel）
検討中です。YLKは「郵船ロジスティクスグループESGストーリー」を発表。2050年までにすべてのサービスでのネット・ゼロ
エミッション化を目指し、小口の海上輸送サービスのカーボンオフセット購入などを開始しています。新規事業としては洋上風
力に関連した曳船事業や港湾ターミナル事業運営について検討を始め、今後の展開にしっかりと繋げます。

郵船ロジスティクスグループ
GHG排出量削減の取り組み例

持続可能な航空燃料
持続可能な航空燃料
（SAF）の利用促進プ
ログラムに参画してい
ます

カーボンオフセット
海上輸送サービスの
カーボンオフセットを
開始しました

環境配慮車両
環境に配慮した車両
に切り替えています

倉庫・事務所
LED 化の推 進やソー
ラーパネルの設 置を
積極的に行っています

事業概況

自動車輸送本部

Automotive Transportation Division

差別化戦略である「Sail GREEN」を引き続き推進し、
海上輸送・ターミナル運営・内陸物流で連携し

常務執行役員
自動車輸送本部長

池田 豊

高品質な輸送サービスを展開します。

「Sail GREEN」環境バリューチェーンモデル

4

例）横浜港からゼーブリュージュ港経由オスロ港までの環境バリューチェーン

LNG燃料自動車専用船

1 積地：横浜港 大黒 C-3ターミナル

ここでの電力は秋田県八峰町の風力発電から

3

電力を供給。再エネ100%の電力利用を実現

ゼーブリュージュ港ICOターミナル

1

横浜港大黒C-3ターミナル

2 海上輸送：LNG 燃料自動車専用船

横浜港からベルギー・ゼーブリュージュ港まで

LNG燃料自動車専用船で輸送
3 揚地：ゼーブリュージュ港 ICOターミナル

自前の風力発電機で発電した電力をターミナル内で
使用。PDI※施設等では再生水も活用
※ Pre-Delivery Inspectionのこと。完成車の
納品前検査・補修・部品補給サービス

2

LNG燃料自動車専用船

LNG燃料供給事業

4 第二次海上輸送：当社グループUnited European Car

Carriers（UECC）LNG燃料自動車専用船
ICOターミナルからノルウェー・オスロ港までは、
UECCによるLNG燃料自動車専用船で輸送

事業概要
世界最大規模の船隊で年間約300
万台の自動車を輸送
自動車船による海上輸送と、ターミ
ナル運営や内陸の物流を広く手掛け
バリューチェーン全体に参画

セントラルLNGマリンフューエル社提供

リスクと機会
環境規制への対応
不祥事防止への対応
自動車バリューチェーンの変革期
（CASE）
グローバルからグローカルへの潮流
変化

課題
自動車物流系やターミナルでの労働
環境改善、ガバナンス遵守
自動車の電動化
（EV）
への技術的対
応の加速化
他事業や他部門との連携強化

DXによるイノベーション
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B U S I N E S S S T R AT E G Y
2021年度の振り返り
新型コロナウイルス感染症拡大の影響が徐々に落ち着くと見られた頃、全世界的な半導体不足の影響で自動車生産や出荷に
想像以上の大きな影響が及びました。不確定要素がある中でお客さまのご理解を得ながら採算性を確保すべく、配船の工夫に
より貨物を集約しいかに満船の状態で出航できるかに注力。加えて北米や中近東向けを中心に前年同期比で取り扱い台数が
増加しました。中国出し貨物の増加傾向を捉えて新しいサービスを立ち上げたり、カーゴミックスを工夫したり、変化に柔軟に
対処しつつ事業領域も拡大しています。困難な状況下における本部スタッフの技術力と適応力を改めて頼もしく感じました。

2022年度の事業方針と見通し
ESG経営の観点からも、まず何よりも安全運航・安全荷役を最大のテーマとして取り組みます。また、配船・運航・積み付け業
務の最適化を果たすために積極的にDXを活用していくことも進めていきます。これによって、工数や負荷を削減して他の付加価
値作業に要員と能力を充当することができ、固定費・一般管理費の削減に繋げるとともに、併せて労働環境改善にも役立てる
ことができます。環境面では、2020年から継続している環境バリューチェーンにおける差別化戦略である「Sail GREEN」を推進
し、物流のソフト・ハード両面でイノベーションに取り組み、お客さまにバリューチェーン全体でのGHG排出量削減という付加価
値を提供していきます。当社は自動車専用船でいち早くLNG燃料船を投入したことで、環境対策におけるフロントランナーと認
識していただいている手応えを感じています。今後も多くのお客さまに環境負荷低減の海上輸送を提供するべく努めていきます。
事業本部のESGストーリー／中長期的な事業方針
「安全確実に世界の隅々までクルマを届けること」が私たちのミッションです。すなわち、安全なオペレーションと持続的な
サービスを提供していくことが求められています。世界中のお客さまへいかに商品車をお届けするか、海上輸送と内陸の自動
車物流の密な連携、さらにはグループ会社との協業も活用しつつ、物流品質とサービスの向上を目指します。それが基本理念
“Bringing value to life.”の実現に繋がります。GHG排出量削減では、
「Sail GREEN」の一環で、環境性能に優れたLNG燃料
焚きの自動 車 専用船を2028 年 度までに20 隻 導 入 予 定です。2022 年 3月には当社 2 隻目のLNG 燃 料自動 車 専用船
「Plumeria Leader」が竣工。また、ベルギーのゼーブルージュ港ICOターミナルのような風力発電やクリーンエネルギーを活用
したグリーンターミナルというコンセプトを、他地域にも横展開していきます。これからもESGへの深い理解と積極的な行動に
より物流事業の付加価値を高めることで、お客さまに選んでいただける持続的なサービスの提供を目指します。
風力発電機

太陽光
発電パネル

再生水活用

LNG燃料供給船
の拠点

ヒートポンプ
システム

EV専用の
充電設備

LED照明

ゼ―ブリュージュ港ICOターミナル

事業概況

ドライバルク事業本部
Dry Bulk Division

4つの事業戦略に注力し構造改革を推し進め、

常務執行役員
ドライバルク事業本部長

安全への取り組みを一層強化して

鹿島 伸浩

安定収益確保に努めます。

日本郵船グループドライバルク事業本部

ドライバルク事業本部主要海外拠点（2022年3月末時点）

運航船舶（2022年3月末時点）
標準的な
積載重量トン
1
3

4

5

2
6

1 NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V. Antwerp Ofﬁce

4 NYK BULKSHIP (KOREA) CO. LTD.

2 NYK BULKSHIP (ASIA) PTE. LTD.

5 NYK BULKSHIP (ATLANTIC) N.V. New Jersey Ofﬁce

3 NYK LINE (CHINA) CO., LTD.

6 NYK BULK & ENERGY (BRASIL) LTDA.

事業概要

運航
隻数

主な積載貨物

ドライバルカー
（ケープサイズ）

180,000

ドライバルカー
（パナマックス）

82,000

91

鉄鉱石・石炭・穀
物・その他

ドライバルカー
（ハンディサイズ）

58,000

152

石炭・穀物・塩・
セメント・その他

木材チップ専用船

50,000

在来・プロジェクト
貨物船・内航船

リスクと機会

9,000–30,000

111 鉄鉱石・石炭

37 チップ
鋼材・建機・バイ
45 オマス・プラント重
量物・セメント他

課題

多様な顧客層とそれに応える多様
な船種の保有

2050年ネット・ゼロエミッションに
向けた環境規制対応

環境規制対応に伴うコストを転嫁し
うるビジネスモデルの構築

全世界で常時400隻以上を運航

他事業部門と連携し国際総合物
流企業としての強みを発揮

ライトアセット化と、市況変動耐性
強化のための自社船比率の最適バ
ランス

ドライバルク専業の海運会社が多い
中でも、世界最大級の船隊規模に
よる運営を実施
市況変動・地政学リスクによる影響大

新造船の供給圧力の緩和

プロフェッショナル集団の維持向上
に向けた組織的な人材育成
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B U S I N E S S S T R AT E G Y
2021年度の振り返り
最大の出来事は2021年8月に起きた当社傭船の木材チップ専用船クリムゾン・ポラリス号の事故です。乗組員は全員無事で
したが油濁発生の事態となり、多大なご迷惑・ご心配をおかけしたことをお詫び申し上げます。傭船者という立場ではあります
が、本部にも安全品質チームを立ち上げ、社会的責任を果たすべく船主、船舶管理会社および関係者と協力して再発防止に
取り組みます。
中期経営計画で掲げたドライバルクの構造改革は着実に遂行し、過去に調達した高コスト船の課題には一定の目途をつけ
ることができました。さらにポスト構造改革として船隊整備とガバナンスのルールを新しく制定し、エクスポージャー管理方法
を厳格に行い、先物取引を活用することで市況ボラティリティの影響を最小化。これにより筋肉質な組織となり市況の堅調さ
と相まって黒字転換となりました。
人材面では、訪船などのリアルなコミュニケーションの機会減をどう人材育成の観点で克服するかという課題を再認識しま
した。

2022年度の事業方針と見通し
長期的な見通しの下、長期的方針や中・短期的アクションに落とし込み、収益を持続的に上げられる体制にするため、
「Team

Dry!」としてグループ会社を含め本部一丸となって引き続き4つの事業戦略の展開に注力します。具体的には、①エクスポー
ジャー管理の高度化と市況予測力の向上、②ノンアセット・トランパー
（不定期船）事業の進化、③専用船事業の強化による
長期安定利益の積み上げ、④新規事業の開拓として海運業を超えたサプライチェーンへの参画を実施します。
安定的な収益確保への体質改善が着実に実行でき黒字転換も達成したので、今後は環境規制にも対応しお客さまの要望
に着実に応えていきます。ケープサイズを中心にLNG焚き燃料船への燃料転換を進め、先行発注船5隻を成約しました。
事業本部のESGストーリー／中長期的な事業方針
「お客さまのお客さまにまで価値を届ける」
という理念の下、物流という人々のライフラインを支えていくのが使命と考えていま
す。全世界の貨物の約4分の3を占め、経済活動に不可欠な三大バルク貨物である鉄鉱石、石炭、穀物を、素材・エネルギー
産業や商社などにお届けする役割も担う当本部はESGやSDGsの話題の中で矢面に立ちがちです。LNG燃料転換も含めた環
境規制の合致を前提に、低廉な大量輸送モデルのみからの脱却を図り、安全・品質・信頼を守り続けながら、幅広い事業分
野で新しい価値も提供することで、ステークホルダーの皆さまに貢献しながら利益最大化に努めます。
安全品質チームを立ち上げ、船主パフォーマンスをKPI化し客観評価を開始しました。またLNG燃料船への移行を開始し、
船隊付加物の取り付けなどハードによる施策と、効率配船や超減速といったソフトによる施策を組み合わせて、GHG排出量削
減の一層の加速を目指します。

DXで特筆すべきは2点あり、1つ目は陸上側の新基幹システムをグループ会社含めて本格導入し、運航効率を上げていくこ
（→P.34）
個船ごとの運航情報を増やし、事故の未然防止に役立ててい
と、2つ目は本船上に搭載するSIMS3の導入率を上げ
くことです。

事業概況

エネルギー事業本部
Energy Division

先行き不透明な社会の動向を読み取り、

専務執行役員
エネルギー事業本部長

エネルギーサプライチェーンの担い手として

河野 晃

引き続きバリューチェーン全体で価値を提供します。

本部目標

エネルギーをみんなに、安全に、できるだけクリーンに「届ける」
「NYK GREEN EARTH」
・
「Sail GREEN」の取り組みを通じ、
エネルギーサプライチェーン全体の低・脱炭素化とエネルギーの安定供給に貢献
2つのブランドの概念図

洋上風力発電

次世代燃料開発

自動車専用船

ドライバルカー

LNG 輸送船

タンカー など

海上輸送
アンモニア・
水素サプライチェーン参画

LNG バンカリング
CO2 輸送・貯蔵
カーボンクレジット

海洋エネルギー関連
スタートアップ支援

陸上輸送

ターミナル

etc

「NYK GREEN EARTH」ブランドのキーイメージ

事業概要

リスクと機会

原油、石油製品、LNGの幅広いエネ
ルギー輸送事業網

エネルギー価格、輸送市況の不確
実性

中長期安定契約を中心とした事業
ポートフォリオ

脱炭素化の潮流による在来エネル
ギー輸送需要の減少

エネルギー開発の上流にも関与、バ
リューチェーン全体で価値を提供

ゼロエミッション・再生可能エネル
ギー関連事業の需要拡大

ゼロエミッション・再生可能エネル
ギー関連事業の積極的な展開

地政学リスクの高まりによるエネル
ギー安全保障の重要性増大

課題
適切な事業リスク管理に基づく在来
エネルギー輸送事業の収益機会獲
得最大化
ゼロエミッション・再生可能エネル
ギー関連事業の早期事業化、収益
化の促進
上記を両立するための最適なリソー
ス配分と、すべての基盤となる本部
員の知識・能力開発支援
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B U S I N E S S S T R AT E G Y
2021年度の振り返り
2021年度は、コロナ禍の影響、米国におけるハリケーン被害、欧州の風況悪化による再エネ電力不足、また、年度終盤には
ロシア・ウクライナ情勢の悪化によるエネルギー需給のひっ迫懸念が台頭する等、複合的な要因により原油価格や天然ガス
価格が非常に激しく変動した一年でした。
事業収益の面では、特にタンカー市況の歴史的な低迷が続きましたが、当本部が担うエネルギー輸送の大半は中長期契約
であるため影響は限定的であり、本部として一定の収益を確保することができました。
新規事業開発面では、洋上風力関連事業の事業化推進、アンモニア燃料国産エンジン搭載船舶開発事業のグリーンイノ
ベーション基金採択、九州瀬戸内LNGバンカリング事業の立ち上げ等、当社ESGストーリーの具現化を着実に前進させるこ
とができました。また、ノルウェーKnutsen Groupと新たな合弁会社を立ち上げ、液化CO2輸送船の技術開発に着手したこと
は、当社グリーンビジネスの大きなマイルストーンになったと考えています。

2022年度の事業方針と見通し
中長期契約を着実に積み上げマーケット変動の影響を最小限に抑えるように努めており、2022年度も2021年度に続いて安
定的に利益を確保できる見込みです。引き続き当社ESGストーリーの具現化を進めていきますが、強靭な組織、体制の整備の
ため、重点項目として下記2点に取り組みます。
① 脱炭素化の社会要請に加え、直近ではロシア・ウクライナ情勢の悪化を端緒に、エネルギー安全保障の重大性も改めて浮き
彫りとなっています。変化の激しい時代に対応していくためには本部員一人ひとりの知識や能力の底上げが求められます。本
部ESG活動の一環として、知識獲得の支援や本部員間のコミュニケーションを促進するプラットフォーム作りを推進します。
② また、将来予測の難易度が高まる中で、アンテナを広げ幅広い可能性を追求しており、社内外のさまざまなリソースを活用し
成果を最大化していくことが求められます。2021年度に引き続き、社外パートナーとの積極的な協創を図っていく方針です。
事業本部のESGストーリー／中長期的な事業方針
｢エネルギーをみんなに、安全に、できるだけクリーンに『届ける』
」
という本部ESG経営目標を設定しました。危険物を取り扱う当
本部にとっての最重要課題は常に安全であり、その追究がエネルギーの安定供給や環境保全にも直結します。事業面では、既存
事業の低・脱炭素化とグリーンビジネスの両輪で取り組みを推進します。2022年4月に当社のグリーンビジネスによる低・脱炭
という新ブランドを立ち上げました。輸送事業のGHG
素に向けた新しい価値創造の取り組みを集約し、
「NYK GREEN EARTH」
排出量低減取り組みのブランドである「Sail GREEN」
とともに、本部ESG活動を強力に推進していきます。
（国際エネルギー機関）
が毎年発行するWorld Energy Outlook
（WEO）
を参照し、事業環境の変化と事業リ
当本部では、IEA
スクを定点観測しています。近年は長期的な脱炭素化の進展度合いに応じて複数シナリオが提示され、将来予測は簡単では
ありません。最近では地政学リスクの急速な顕在化もあり、事業環境はさらに複雑化しています。中長期的視点でアンテナを高
くし多面的な情勢把握を行いながら、事業・収益機会の最大化とリスクエクスポージャーの適切な管理を両立していきます。

コーポレートガバナンス

企業情報＞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 ̶

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

2020年

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

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

2008年［16名］

2016年［12名］

2018年［9名］

2019年［8名］

2008年

［8名］
2022年

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

報酬制度

2016年

指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置
業績連動型株式報酬制度を導入

2022年
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

業績連動型金銭報酬制度を導入

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

日本郵船のコーポレートガバナンス体制図（2022年6月22日現在）
株主総会
選任・解任

選任・解任

監査役会

社内監査役：2名

取締役会

監査

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
指名諮問委員会

会計監査

報告

連携

選任・解任・監督

諮問

付議・報告

業務執行体制

報酬諮問委員会

代表取締役社長
（社長執行役員）

報告・調査

指示・監督

経営会議

報告

内部監査

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

本社各部門・支店
グループ会社

2021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%）
• 役員報酬の決定に関する方針を報酬制度の改定に伴い変更
（→P.72）
※ ESG経営推進委員会に関する体制および取り組みはP.16に掲載しています

ESG経営推進委員会※

報告

執行役員

内部監査室

提言・報告

コンプライアンス委員会
遵法活動徹底委員会
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取締役の専門性と経験（2022年6月22日現在）

当社の取締役会は、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しています。社内取締役
は、ESG経営を推進する上で各事業の運営に強みを発揮できる人材と、全社的経営管理に適した人材のバランスに留意し指名しています。
専門性と経験
人材育成・
採用・労務

テクノロジー・
システム

●

●

●

●

U.K./
Belgium

●

Singapore/
U.K./
Thailand

●

●

●

●

長澤 仁志

代表取締役社長・
社長執行役員

64

11

●

●

●

●

原田 浩起

代表取締役・
専務執行役員

61

3

●

●

●

曽我 貴也

取締役・
専務執行役員

62

0

●

●

●

日暮 豊

取締役・
専務執行役員

59

2

●

●

●

片山 善博

独立社外取締役
筆頭社外取締役

70

6

●

●

●

国谷 裕子

独立社外取締役

65

5

●

●

●

田邊 栄一

独立社外取締役

68

3

●

●

●

●

●

●

●

U.K.
●
●
●

●

●

マスメディア・

リスク
マネジメント

U.K.

●

法令・保険

マーケティング・
セールス

●

●

日本以外での
勤務経験※

●

14

外交事情・
地政学

●

66

行政・公共政策

●

取締役会長

財務・会計

●

投資

環境・安全

企業統治

経営管理

企業倫理

学術研究・教育

取締役
在任期間
︵年︶

年齢
︵歳︶

現在の当社に
おける地位

Germany

内藤 忠顕

C
S
R

●

●

●

●

●

●

U.S.

●

●

U.K.

●

●

※ 当社以外での海外勤務経験も含む

取締役会と業務執行の体制

経営会議において、取締役会付議事項を含む重要な業務執行に

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

関して審議を尽くしています。

の透明性と効率性とともに、取締役会による意思決定と業務執行の

※ 取締役、監査役、本部長で構成し、中長期的な経営課題等に関する議論や意見交換を行うた
め、定例取締役会後に開催

監督の一層の充実を図り、実効性の高いガバナンスの構築に努め
ています。取締役会の多様性と専門性を確保し議論を深化させるこ

指名・報酬諮問委員会

うち3名は当社の独立性
とを念頭に、当社は8名の取締役を選任し、

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

基準に則った社外取締役としています。取締役会において議案の実

のため、当社は筆頭社外取締役が委員長となり社外取締役が過

質的な議論と審議を図れるよう、独立社外取締役や社外監査役に

半数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

対する議案の事前説明を行うとともに、役員懇談会 において重要

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

なテーマに関する議論を行うことで実効性を確保しています。

関わる重要な事項を協議し、その協議または提言の内容に基づ

※

当社は、取締役会決議事項を除く業務執行を取締役兼務と国

き、取締役会に報告または付議します。

（2022年6月末現在）
の執行
内外グループ会社の役員を含む29名

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

役員に委譲し、取締役会の決議と監督の下に業務を執行していま

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

す。また、業務執行取締役と本部長である執行役員等で構成される

向上に努めています。

コーポレートガバナンス

企業価値向上に資する仕組みとすることを目的に、基本報酬とは

両委員会の構成（2021年度）
指名諮問委員会 報酬諮問委員会

取締役会長

内藤 忠顕

代表取締役社長
長澤 仁志
（社長執行役員）
片山 善博
取締役
（筆頭社外／独立役員） （委員長）
取締役
国谷 裕子
（社外／独立役員）
取締役
田邊 栄一
（社外／独立役員）

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

4／4回

役員報酬（業績連動型株式報酬制度）

別枠で、執行役員を兼務する取締役ならびに一部の執行役員を
対象に「業績連動型金銭報酬制度」を2022年度より導入しまし
た。これにより、2022年度以降に係る賞与を廃止します。
業績連動型金銭報酬制度の概要
①業績連動型金銭報酬制
度の対象者

執行役員を兼務する取締役および一部を除
く執行役員

②業績連動型金銭報酬制
度に関する金員の上限

1事業年度あたり3億円
業績連動指標は連結経常利益および連結

当社は、2016年度より、透明性・客観性の高い役員報酬制度で
ある業績連動型株式報酬制度を導入しています。

③業績達成条件の内容

2022年度より、ESG経営をさらに加速し、中長期的に株主との
利害共有を図ることを目的に株式報酬制度の内容を一部改定の
上、継続しました。
業績連動型株式報酬制度の概要
① 業績連動型株式報
酬制度の対象者

執行役員を兼務する取締役、会長執行役員を兼
務しない取締役会長および一部を除く執行役員
で、国内居住の者

② 業績連動型株式報
酬制度の対象
期間

2022 年 4月1日から開始する3 事業年度（ 2025
年3月末日まで）
信託期間の延長が行われた場合には、以降の各
3事業年度

③ 当社が拠出する信託
金の上限額

3事業年度を対象として、合計16億円（信託費用
等を含む。）

④ 取締役等が取得す
る当社株式等の数
の上限および当社株
式の取得方法

上限となる株式数は3 年間合計 100 万株で、発
行済株式の総数（2022年3月31日時点、
かつ、
自
己株式控除後）
に対する割合は約0.6%
当社株式は、株式市場から取得予定のため、希
薄化は生じない

⑤ 取締役等が取得す
る当社株式等の数
の算定方法等

役位固定部分と業績連動部分とに分けて算定
業績連動部分にかかる株式数を算定するための
指標：配当込み当社 TSR（株主総利回り：Total
および当社が掲げるESG
Shareholder Return）
に関する考え方
（現時点においては2021年2月発
表の
「NYKグループESGストーリー」
）
を踏まえた
当社独自のESG指標
（当社TSRについては、
対象
期間中の東証株価指数（TOPIX）成長率および
競業他社TSRとの比較によって達成度を測る。
）
それぞれの指標の達成度に応じ、業績連動係数
は0〜2.0の範囲で変動

⑥ 取締役等に対する当 役位固定部分 毎事業年度終了後
ただし、交付後3年間は譲渡制限あり
社株式等の交付等
の時期
業績連動部分 3事業年度終了後

④取締役等に対する金銭の
支給時期
※ 役員報酬について

ROE
業績連動指標にかかる達成度を測る際の基
準値は、原則として当社の中期経営計画で
掲げる目標値
それぞれの達成度に応じ、業績連動係数は
0〜2.0の範囲で変動
毎事業年度終了後

https://www.nyk.com/profile/gvn/action/

内部統制システム
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
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
告の信頼性、法令の遵守、業務の有効性・効率性、資産の保全
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
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
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
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
討しています。

2021年度は、外部環境変化に対応し、当社グループ全体で内
部統制の実効性の確保に取り組み、その運用状況を取締役会へ
報告しています。

取締役会の実効性評価
当社は2015年度より、取締役会の実効性のさらなる向上を目的と
して、全役員を対象に実効性に係る自己評価アンケートを継続し
て実施しています。

1 2021年度実施要領

役員報酬（業績連動型金銭報酬制度）

2021年度は、第三者アドバイザーの意見も考慮した上で、①取

当社は、従来以上に短期的な業績達成へのインセンティブを高め、

締役会の構成と運営、②経営戦略と事業戦略、③企業倫理と

日本郵船株式会社 NYKレポート2022
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リスク管理、④業績モニタリングと経営陣の評価・報酬、の4つ

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

の大項目に関する15問のアンケートを実施しました。

を図っています。

取締役会は適切に機能し、実効性が確保されているとの結果を
得ました。

グループ経営の取り組み

2 2020年度に認識した課題とその取り組み

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

「運営と議論の質の向上」については、以下の対応を行い、これ

さらなる向上を推進しています。国内グループ会社においては、引

まで以上に充実した議論に繋げることができましたが、今後もさ

き続きグループ各社の監査役を当社の専門部署から派遣し、役員

らなる改善を図っていきます。

の業務執行を監督する体制を維持し、監査時の判断基準の均一

① 取締役および監査役が意見交換を行う場である役員懇談会を

化を徹底しています。また、当社よりグループ各社へ専門サポート

有効活用し、重要なテーマを選定し自由闊達な議論を行いま

を提供するなどして、グループ全体でのコーポレート機能強化を進

した。

めていきます。さらに、グループ会社の経営者選任および報酬決定

② 事前説明の適切な実施により取締役会での説明を簡略化し、
審議や議論の時間確保に努めました。
③ 一方、資料の質には未だ改善の余地ありとの指摘もあり、継続
課題として認識の上、さらなる向上に努めていきます。

プロセスの実効性を向上していきます。これらの取り組みにより構
築されたグループガバナンスを土台として、グループ力を最大限に
活用し、一体感のある効率的な経営を推進します。
海外グループ会社においては、米州、欧州、南アジア、東アジアの

｢モニタリング機能の強化」
と
「多様性・人材戦略等」について

※
4拠点に地域統轄会社（RMO：Regional Management Office）

は、一定の成果が見られましたが、継続的な課題として認識し

を設置し、当社の各管理部門と連携しながら各拠点のグループ各

ています。

社におけるガバナンスをサポートするとともに、強化、効率化を図っ

① 財務指標や各事業部門の運営状況について適時適切な報告を
行いましたが、引き続きモニタリング機能の強化に努めていきます。
② 多様性の向上も含めた人材戦略に関しては、より一層深い議
論を継続していきます。

ています。グループ内の経営資源の有効活用、およびガバナンス強
化を目指し、海外グループ会社の組織再編を推進します。
※ NYK Group Americas Inc.、NYK Group Europe Ltd.、NYK Group South Asia Pte. Ltd.、NYK
Line（China）Co., Ltd. の4社

海外地域経営の深度化に向けて

内部監査

2022年4月、地域戦略の深度化とより機動的な事業展開を図る

当社の内部監査室（2021年度末時点33名）
は「内部監査規則」

ため、南アジアと中東に新たに地域代表を設置。さらに両地域の

に基づいて、当社および国内グループ会社の内部監査を実施して

関係各国に国代表を設置しました。地域代表と国代表は、当社グ

います。また、海外グループ会社の内部監査は、内部監査室の方

ループの代表として本社トップマネジメントに地域戦略の提言を

針と指導の下、海外4拠点（米州、欧州、南アジア、および東アジ

図っていきます。また、両者は地域内での当社グループの事業、お

ア）
に所属する内部監査人が実施しています。

よび社会貢献分野の情報発信・広報活動を強化していきます。

2021年度は、国内30件、海外51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「内部監

遵法活動徹底委員会

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チェッ

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、

クを行い、異常値を検出するなど、データ分析手法の有効性につ

独占禁止法、贈収賄関連法令、経済制裁法対応を主眼に、グ

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ます。

ループ内の法令遵守の徹底に努めてきました。2019年3月に、同

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

委員会の名称を「遵法活動徹底委員会」
とし、特定の法令のみな

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

らず、法令全般および各種許認可等も含めた遵法の徹底を図るこ

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

とに変更しました。

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

コーポレートガバナンス

独占禁止法遵守への対応

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

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）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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-

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

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

業種であると言えます。

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

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

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

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

ト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

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

グを行い、契約締結時の贈収賄禁止条項の織り込み等について

損害賠償請求訴訟
（集団訴訟）
を提起されています。

提言・確認をしています。

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。
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
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、同業他社
との接触規制などの諸施策を実施してきましたが、結果としてこのよ
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・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めの体制
構築および活動を推進しています。
※ 社員に加え、他社からの出向者および派遣社員を含む

コンプライアンスの強化
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
締役会を通じて社外役員に報告しています。
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

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）

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

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

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

2021年10月実施（191名出席）
独禁法等遵法徹底委員会より数えて、2021年10月までに合計16回開催

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

• 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

通してフィードバックを行い、社員一人ひとりのコンプライアンス意
識の向上を図っています。

• 独占禁止法・競争法遵守に関する誓約書の取得
• 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
※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

コンプライアンス研修一覧
2021年度 実施状況

実施回数

受講者数

コンプライアンス研修※1

42回

920名

106回

2,668名

1回

6,866名

独禁法・贈収賄禁止等研修

※2

eラーニング

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

※1 2002年度以降延べ501回、13,747名
※2 国内外グループ会社、30カ国、109社を対象に、国内は11回
（個社別研修）
、海外は地域ごとに
1〜3年に1回実施。2009年以降延べ46,442名
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リスク管理

また、当社グループの経営に大きな影響を与えうる「重要リスク」

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

には、戦略リスクや市況変動リスク、オペレーショナルリスク、財務

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、

と会計リスクなどがあります。なお、毎年、
リスク管理委員会におい

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

て企業の経営に重要な影響を与える可能性があると経営者が認

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

識している「重要リスク」の中から「最重要リスク」を選定します。

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
く考えです。

リスクマップ
影響額

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

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
本社／主要な事業拠点の機能不全

リスク評価とモニタリング

サイバーリスク

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

為替変動

各国法規制等の
把握不全

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

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
人権侵害リスク

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

頻度

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

情報セキュリティ対応

する各事業部門がリスクを定性的・定量的に評価します。

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
リスク管理体制図

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

能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
リスク管理委員会

当年度リスク
管理評価

リスク管理委員会

各本部にて
リスク管理

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

次年度
リスクマップ

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
具体的には、MFA（Multi-Factor Authentication）、EDR
の導入を進めると同時に、クラウド化によ
Detection and Response）
る障害・災害時のリスク低減、GSOC（Global Security Operation

全社的リスク管理

Center）による世界中のIT機器を24時間365日常時監視する体

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、

制を作り、不正侵入の早期発見と迅速対応により被害の極小化

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

を目指しています。こうした陸上の取り組みと並行して、海運会社

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

として海上通信システムの強化による船陸間サイバーセキュリティ

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

の向上にも取り組んでいます。加えてCSIRT（Computer Security

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、

を世界各地域に組成してそれぞれをグ
Incident Response Team）

社長を委員長、本部長とESG経営推進担当執行役員をメンバー

ローバルに連携させ、事故発生時にIT部門のみならず社内各部署

とするリスク管理委員会において、各本部からの報告を基に重要

と迅速に情報共有がなされマネジメントによる適切な意思決定に

リスクを特定し、重要リスクごとにリスク対応の推進役となる本部

つながる仕組みを構築しています。

を決定し、グループ全体のリスク低減活動を推進します。当社グ

すべての取り組みの基盤となる社員のセキュリティリテラシーを

ループの事業継続に重大な影響を与えうる「最重要リスク」には、

グループ全体で向上させるべく、国内外グループ会社を対象とし

コンプライアンスリスク、重大事故などのオペレーションリスク、気

た①教育プラットフォームの導入、②サイバーアタック訓練の定期

候変動への対応や自然災害などの災害に関するリスク、新型コロ

的な実施、③セキュリティアセスメントの実施、により施策の定着

ナウイルス感染症などの感染症リスク、サイバーリスクがあります。

度合いを定期的にモニターしています。

