取締役および監査役ならびに執行役員一覧

︵2020 年6 月 日現在︑所有株式数は4 月末現在︶

29

社内
取締役

内藤 忠顕

長澤 仁志

髙橋 栄一

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経営推進責任者

代表取締役・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

所有株式数：46,013株
出席状況 取締役会：14回中14回

所有株式数：28,648株
出席状況 取締役会：14回中14回

所有株式数：19,975株
出席状況 取締役会：14回中14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

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

執行役員
専務執行役員

小山 智之
原田 浩起

日暮 豊

取締役・専務執行役員
一般貨物輸送本部長

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

所有株式数：7,646株
出席状況 取締役会：11回中11回

所有株式数：6,986株
出席状況 取締役会：̶

1983年
2011年
2014年
2018年
2019年
2020年

1985年
2014年
2016年
2020年
2020年

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

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

河野 晃
常務執行役員

曽我 貴也
浦上 宏一
山本 昌平
スヴェイン スタイムラー
執行役員

※ 原田浩起氏の出席状況につきましては、2019年6月19日の
就任後に開催された取締役会を対象としています

鹿島 伸浩

監査役

須田 雅志

神山 亨
人見 伸也
吉田 泰三
関 光太郎
齊藤 宗明

平松 宏

宮本 教子

所有株式数：10,536株

所有株式数：11,954株

出席状況 取締役会：14回中14回
監査役会：16回中16回

出席状況 取締役会：11回中11回
監査役会：11回中11回

1978年
2004年
2006年
2008年
2009年
2013年
2017年

1983年
2012年
2014年
2018年
2019年

当社入社
企画グループ長
経営委員
常務経営委員
取締役・常務経営委員
同上退任
監査役

当社入社
IRグループ長
経営委員
常務経営委員
監査役

※ 宮本教子氏の出席状況につきましては、2019年6月19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

岡崎 一正
鈴木 英樹
久保田 浩司
梅原 慎史
筒井 裕子
丸山 徹
西山 博章
樋口 久也
渡辺 浩庸
パトリック ブレナン
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社外
独立社外取締役

片山 善博

国谷 裕子

田邊 栄一

所有株式数：12,996株
出席状況 取締役会：14回中14回

所有株式数：5,091株
出席状況 取締役会：14回中13回

所有株式数：0株
出席状況 取締役会：11回中11回

1974年
1998年
1999年
2007年
2007年
2010年
2011年
2016年
2017年
2017年
2019年

1981年

1978年
2008年
2012年
2016年
2016年
2018年
2019年
2020年

筆頭独立社外取締役

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

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

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

※ 田邊栄一氏の出席状況につきましては、2019年6月19日の
就任後に開催された取締役会を対象としています

独立社外監査役

中曽 宏

桑原 聡子

所有株式数：0株
出席状況 取締役会：̶
監査役会：̶

所有株式数：0株
出席状況 取締役会：̶
監査役会：̶

1978年
2003年
2008年
2013年
2018年
2018年
2020年

1990年
1990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

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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日本郵船グループの経営体制

WEB 企業情報＞コーポレートガバナンス

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

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]

取締役会の運営等

2018年［9名]

2016年［12名]

2008年

2019年［8名]

2020年［8名]

取締役の任期を2年から1年に短縮

2016年

記名式の実効性自己評価アンケートを実施
（2018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

2015年

コーポレートガバナンス・コード

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（2020年6月29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

社外監査役：2名

社内取締役：5名

選任・解任
報告

取締役会

会計監査人

社外取締役：3名

会計監査

報告
報告・提言
諮問

委員長：筆頭社外取締役

連携

指名諮問委員会

ガバナンス強化委員会
選任・解任・監督

諮問

代表取締役社長
（社長執行役員）

報酬諮問委員会

付議・報告

業務執行体制
経営会議

指示・監督

報告・調査

執行役員会

報告
執行役員28名

本社各部門
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
コンプライアンス委員会

報告

内部監査室

連携

遵法活動徹底委員会

グループ会社

2019年度からの取り組み
• 独立役員比率1/3超の体制を継続
（取締役：37.5%、役員全体：41.7%）
• 透明性確保のため、指名諮問委員会・報酬諮問委員会の委員長を社外取締役に変更
（2020年4月）
• 機動的な意思決定のためのプロセスの見直し、および経営会議の新設
（2020年6月）
および、執行役員会の位置付けの変更
• 執行体制の明確化のため、経営委員を執行役員に名称変更
• グループガバナンスの強化として、内部監査機能を充実
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取締役の専門性と経験（2020年6月29日現在）
2018年から取締役の専門性と経験を掲載し、投資家の皆さまとの対話に活用しています。
専門性と経験
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●

テクノロジー・システム

●

人材育成・採用・労務

●

マスメディア・ CSR

●

法令・保険

●

リスクマネジメント

●

UK

12

Germnany

64

マーケティング・セールス

外航事情・地政学

取締役会長•
会長執行役員

日 本 以 外での 勤 務 経 験
※

行政・公共政策

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︶

内藤 忠顕

●

長澤 仁志
代表取締役社長•
社長執行役員

髙橋 栄一
●

UK/Belgium

原田 浩起
取締役・専務執行役員

●

US

代表取締役・
専務執行役員

●

●

日暮 豊
UK

取締役・常務執行役員

●

●

片山 善博
●

●

US

●

●

UK

独立社外取締役
筆頭社外取締役

●

●

●

国谷 裕子
独立社外取締役

●

田邊 栄一
独立社外取締役

●

●

●

●

●

●

※ 当社以外での海外勤務経験も含む
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独立社外取締役メッセージ

存在意義や大切にすべき価値観を
根付かせ、意欲的に仕事できる
仕組みが必要です
独立社外取締役／筆頭社外取締役

片山 善博

物流における脱炭素の
フロントランナーを目指すべきです
独立社外取締役

国谷 裕子

ESG対応の中で新しい事業の芽が
出てくることを期待しています
独立社外取締役

田邊 栄一
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ガ
創

バナンス強化委員会が始動して1年が経ちましたが、ガバ

あるものの、女性の管理職割合は低く、多様性を確保するための

ナンス自体の共通認識が必ずしも得られていないとの印象

努力と改善の余地は大きいと言わざるを得ません。これからも、あ

を受けています。上からの統制強化ではなく、組織の成員がミッ

らゆる面からガバナンスの強化に注力していく考えです。

ションや規範を体得したうえで、従業員一人ひとりに自分たちの存

リスクマネジメントにおいては、当社グループが化石燃料を使い

在意義や大切にすべき価値観を深く根付かせ、各現場で意欲的

化石燃料を輸送する現行のビジネスモデルを続ける中では、常に

に活き活きと仕事ができる環境や仕組みを整えることを心掛けて

その先を意識することが非常に大切です。今般の新型コロナウイ

とかく不祥事や不
ほしいと思います。この1年を振り返ると、私は、

ルス感染症拡大でも見られたように、市場や社会の未来を的確に

具合が見られる子会社や関連会社が抱える構造的な問題につい

描き、
リスクをつぶさに把握することは不可能に近い。むしろ日々

て関心を持ち、役員人事の在り方など気がつくことを提言してきま

の事象から近い将来の展開を察知する能力が重要であると考えて

した。赤字体質の子会社に対し、自主性・主体性を持たせ優良企

います。

業への脱皮を促します。また、当社の業務の性格上一定の限界は

創
環

境への取り組みが今後ますます競争力を測る重要な要素

議論を深められるかどうかも、投資判断上の重要なリスク管理に

となっていくことが予想される中で、当社グループはESGの

なると考えています。

に積極的に取り組み、物流における脱炭
中でも特に環境課題
（E）

への取り組
多様な人材が生み出す力や発想、すなわち社会
（S）

素のフロントランナーを目指すべきです。今後は、気候危機が当社

みもリスク管理の強化やイノベーションの加速につながるはずです。

グループの事業に与えるインパクト、2030年、2050年に向けた

今回の新型コロナウイルス感染症の急速な感染拡大によって世界

GHG削減目標とそのコミットメントを社内外に伝え、次期中期計画

中で一定の経済活動が突如止まるといった予期せぬ事態が発生し

に各部門の削減目標とその達成に必要な人員と予算を入れ込んで

ました。突然、事業環境が大きく変わるような状況において、柔軟に

いくことが求められます。また、脱炭素に積極的な企業との交流を

レジリエントな対応をするためには現場、本社、営業、技術、男性、

深め、常に国内外の最先端の動向にアクセスしながら事業機会を

女性、若手、ベテラン社員など多様な人たちが既存の体制を越えて

広げていくべきです。2030年、2050年と中長期のシナリオ分析が

自由に声を上げ意見を言い、発想豊かに解決策を見出せる環境づ

求められていますが、気候変動がもたらしうるリスクについて十分

くりができているかを今一度問い直すべきではないかと思います。

創

クノロジーの進展に加え、気候変動への対応やグローバリ

この激変の中で、いかにうまくリスクテイクできるかが切に求めら

ゼーションへの反動といった要因から、企業を取り巻く環

れています。これには他社とのアライアンスも含まれます。ガバナン

境は激変しています。新型コロナウイルス感染症拡大の経験はこ

スの向上もこの目的に合致するものであり、2019年に設置された

の変化を加速します。社会のニーズ、人々のライフスタイルが大き

ガバナンス強化委員会が成果を上げつつありますが、さらに組織

く変わる中で、企業が環境に適応し、成長を続けていくことは至難

能力の鍛錬が望まれます。

テ

の業ですが、同時に新たな事業創造の機会でもあると思います。

取締役会においては、経営の意思決定がすべてのステークホル

既存の事業ポートフォリオの安定、深化だけでは中長期的な収益

ダーの視点から納得できるものかをしっかりとモニタリングしてい

の成長も困難であり、また社会の要請にも応えられないと認識す

ます。個別案件に関わる判断以上に、適切な意思決定がなされる

べきです。当社グループは、かねてより
「Digitalization and Green」

仕組みと文化が会社に根付いているかが極めて重要と考えている

を掲げていますが、ESG対応の中で新しい事業の芽も出てくること

ので、この点で社外取締役として貢献できるよう努力していきたい

を期待しています。

と思っています。
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担当役員メッセージ

ガバナンス強化の
取り組み
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

日暮 豊

総括
この1年、ガバナンスの枠組み整備に取り組んできました。ポイント

旅館のようになっていた社規則についても、具体的に誰が何を

は2つあります。一つ目は、経営の意思決定プロセスの見直しです。

担うのかを整理し、誰もが共通の理解を持てるよう一新しました。

従来の業務執行に於ける経営委員会（現執行役員会）
の位置づ

問題点にいち早く気づき、自律的に改善を図るとともに、監査手法

けを改定し、また業務執行取締役と本部長を構成メンバーとした

の高度化やグループ内での監査リソースの集約を進め、内部監査

経営会議を新設のうえ、業務の統理者（執行の責任者）
としての

そのものの実効性を高めています。

社長決裁権限を明確化し、そこに於ける意思決定プロセスをより
迅速かつ透明なものに変更しました。また審議そのものの質を引
き上げるべく、良質な情報を整理・提供する体制の強化も図りま
した。一定の水準以上の重要案件は、取締役会決議事項となり
ますが、取締役会への上程にあたり、社内執行側での検討プロセ

ガバナンス強化アクションプラン
実効性ある運営実現のためアクションプランを策定し、順次実行中。

1

取締役会の実効性向上
• 社外役員への情報共有方法改善
• 役員懇談会の活用

スおよび審議のポイントなどを具体的に提示し、取締役会での審
議と決議の充実を図っています。
二つ目は、内部統制のさらなる高度化です。当社グループには、

2

社長の経営判断とその実現を支える体制の強化
• 経営企画機能の強化
• 機動的かつ透明性の高い意思決定プロセスの導入

約200社、34,000名以上の役員・従業員がいます。すべての組織
と階層にいたるまで経営の意思を確実に共有し、実現するための
枠組みを整備しました。一般的に、内部統制の枠組みは、1st

Defense（事業部門内での管理）、2nd Defense（管理部門から
の管理支援）、3rd Defense（ 内部監査）の3つのカテゴリーに
区分されます。この区分に沿って、カテゴリーごとの責任の所在と
機能の明確化、指揮命令系統の整理をしました。また、建て増し
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グループガバナンス強化
• 内部統制機能の運用強化
̶ ディフェンスライン
（第1：事業部門／第2：管理部門）
の
役割と監督責任を明確化、不祥事を防止・早期に発見
• 内部監査機能の強化
̶ 監査範囲／項目の見直しやIT活用等により、
第3のディフェンスラインとして内部統制を強化
• 国内外グループ会社への展開
̶ 地域4極と連携したコミュニケーションの推進

さらなるガバナンスの向上に向けて
カバナンス強化委員会の活動は後半に入りました。2年目となる

る部門に改革することでした。その背景には、2012年の独禁法違

2020年度においては、初年度に実行した「意思決定プロセス」と

。その後も、当社グループのコンプライアンス
反があります
（→P.74）

「内部統制」の高度化を定着させ、自律的に改善し続けるプロセス

上の課題を突き付けられた事案が残念ながら続きました。着任当

を軌道に乗せることに焦点が移ります。その一環として、
「ガバナン

初より改革を進めてきましたが、富士登山に喩えるならば、ようやく

ストーク」
と称し、経営トップと若手社員とのトークセッションを開

「5合目」
という言葉には、これら
5合目にたどり着いたところです。

催しています。新しい枠組みをきちっと動かす、新しい社規則に基

課題への対応を経て、ようやく視界が開け、更に大勢の仲間ととも

づき誰が何をすべきか一つひとつ丁寧に確認するとともに、
トーク

にあるべきガバナンスへと歩みを進めていくという決意を込めていま

セッションを国内外グループ会社にも広げながらガバナンスへの意

す。近年、一緒に歩き出してくれる仲間も増えてきました。ステーク

識浸透を図ります。その過程で枠組みの問題点が見つかれば、

ホルダーからさまざまな期待が寄せられる中、事業部門、管理部

修正します。このPDCAサイクルが2周目に入れば、先述の1st

門、監査部門が一体となって一歩ずつ6合目、7合目へと進んでい

Defenseから3rd Defenseまでが健全に機能することが確認でき、

きたいと思います。

ガバナンス強化委員会はその役目を終えることとなります。
私は、2014年に法務部門に着任しましたが、その際に会社から
与えられた課題は、現在から将来にわたるまで会社から必要とされ
ガバナンス強化委員会の体制図

ガバナンス強化委員会構成（2019年度）
氏名

取締役会
（戦略の実行と事業目標の達成）
提言
・
報告
内部統制委員会
（リスクの制御）

ガバナンス
強化委員会

リスク管理委員会
（リスクの把握と管理）

業務全般

ガバナンス強化グループ

筆頭社外取締役（独立）

片山 善博

社外取締役（独立）

国谷 裕子

社外取締役（独立）

田邊 栄一

社内監査役

平松

社内監査役

宮本 教子

社外監査役（独立）

山口 廣秀

社外監査役（独立）

兼元 俊德

取締役・専務経営委員 CCO

吉田 芳之

取締役・専務経営委員 CFO

髙橋 栄一

宏

リスク管理の高度化
当社グループでは、社長を委員長とするリスク管理委員会を年2回

二つ目は、
リスクが顕在化する可能性と、顕在化した場合の悪影

開催しています。リスク管理委員会の役割は主に次の3点です。一

響を極小化させる対策を一つひとつ確認することです。リスクは常

つ目は、
リスクの把握です。7つある本部ごとに管掌する国内外の

に変動するため、従来のリスク管理体制が引き続き有効かどうか

グループ会社も含めて、事業活動に影響を与えるリスクを確認し

についても確認します。三つ目は、経営への影響の大きさと発生可

ます。リスクには既知のリスクと新しく認識されるリスクがあります。

能性の予測頻度に基づき、
リスクマトリックスを事務局が提示し、
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担当役員メッセージ

経営として重要と思われるリスクを選定することです。リスク管理
委員会は、日々のリスク把握や対応に漏れがないか、未然防止の
重要な機能を果たしています。

至るまで、広範なガバナンス管理が必要ということです。
これからの広範なガバナンス管理には、一層のダイバーシティ
が不可欠だと私は考えています。当社グループでは、実に多様な

当社グループは、祖業である海運業を軸に、陸運、空運と総合

人たちが世界中で働いています。そのような多様な人たちと、組織

的な物流事業展開を通じて、さまざまな価値を提供してきました。

目標を共有し、さまざまな意見をぶつけ合い、意思決定と事業運

今後も数多くの価値を運ぶことに挑み続けることになりますが、挑

営の現場に多様な視点を還元することこそ、もっとも確度の高い

戦にはリスクがつきものです。保険などを活用したリスクヘッジは

リスク対応策だと考えています。

当然ですが、これからの挑戦においてはさまざまなステークホル
ダーとの共創が不可欠であり、自社だけでなくより広範囲にリスク
コントロールしていかなくてはなりません。つまり、経営判断の原
則に沿った意思決定に始まり、事業投資後の適正な業務執行に

Column

レジリエントな企業体であるために
当社グループの基本理念である”Bringing value to life.”が示す

現時点でできることとして、例えば船が波を受けて傾いても

通り、当社グループはさまざまな価値をお届けする事業を生業

すぐに元に戻るように、復元力のある会社、すなわちレジリエン

としています。今般の新型コロナウイルス感染拡大により、
これ

トな企業体として体制を整備しておくことです。34,000名以上

まで輸送してきた「モノ」や「価値」が減る可能性もありますが、

のグループ役員・従業員一人ひとりが持つ、従来の物事の在

人というのは幸福を追求する存在であり、視点を変えれば、新

り方への疑問、新しい視点、考え方を吸い上げ、お互い真剣に

たな「価値」
と、その輸送ニーズは必ずや生まれてくるはずです。

議論し合える組織であり続けるべく、努力していく所存です。

新型コロナウイルスの影響が貨物量やトレードパターンにどん
な影響を及ぼすのか、各部門の組織力を十二分に発揮して、
変化を機微に察知するとともに、これまで培った知見やノウハ
ウを余すところなく投入していくことが重要です。私は、横浜に
ある日本郵船歴史博物館と氷川丸も担当していますが、これら
の施設を見る時いつも、この会社がどれだけの苦難をイノベー
ションで乗り切ってきたか、励まされる気持ちになります。今回
の新型コロナウイルスのように、全世界同時多発的な脅威に直
面したことはこれまでなかったかもしれませんが、その対策は私
たちの日々の努力と創意工夫から生まれてくるのではないかと、
博物館や氷川丸を見て感じます。
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取締役会と業務執行の体制

経営陣による業務執行をモニタリング・評価し、取締役会に共有

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

することで、業務執行兼務取締役等による内部統制上の問題の早

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

。委員会では、ガバナン
期把握と効果的な改善を図ります
（→P.71）

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

ス強化に関するアクションプランの進捗状況をモニタリングし、①

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

ガバナンス体制強化に関わる改善事項、②内部統制活動強化に

うち3名は当社の
せることを念頭に、当社は8名の取締役を選任し、

関わる改善事項について審議・討議し、取締役会あるいは内部統

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

制委員会に提言・報告を行っています。

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するのが適当であるとの考えに基づいています。
独立社外取締役は、取締役会や筆頭社外取締役を委員長とす
る指名・報酬諮問委員会のほか、監査役との意見交換や内部統
制関連のガバナンス強化委員会等の重要会議に出席します。ま
た、取締役会において議案の実質的な議論と審議を図れるよう、
独立社外取締役に対する議案の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を行っています。
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28名となり、取締
役会の決議事項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。さらに、より機動的かつ実質的な意思決定を行うため、

2020年4月に業務執行取締役と本部長である執行役員等で構成
される経営会議が設置され、取締役会付議事項などの重要な業
務執行につき審議することとしました。
※ 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

ガバナンス強化委員会

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。

2019年度は、グループ経営の礎をより強固なものとするために、
社規則の見直しや内部監査機能の強化などについて、外部専門
家のサポートを受けながら、内部統制システムの運用強化に取り
組みました。また、グループ内のガバナンス強化・浸透を目的に、
トークセッションなどのイベントの開催やガバナンスポータルサイト
の開設による双方向のコミュニケーションと積極的な情報発信を
通じて、一人ひとりのガバナンスへの意識を高めています。
ガバナンス強化・浸透活動
• トークセッションの実施

当社は2019年1月にガバナンス強化グループを新設しました。また、

（3回開催）
合計135名参加
2020年1月

客観性・独立性の高い組織として独立社外役員および 社内役員か

同年7月〜9月
（4回開催）
合計399名参加

ら成るガバナンス強化委員会を新設し、より能動的に問題点の把
握・報告と改善点の提言を行うための体制を構築しています。
ガバナンス強化委員会は、当社グループの内部統制状況を網羅
的に把握する2名の社内取締役と当社グループをより客観的に見て
意見することができる社外取締役・監査役で構成しており、社外役
員を過半数として、社外の意見をより反映しやすい環境を整えてい

• ガバナンスポータルサイトの開設

2020年1月より開始。当社グループのガバナンス強化に向けた取り組みの
紹介、役員メッセージの掲載などの情報発信プラットフォーム
• グループ報への定期掲載
毎月ガバナンスに関する情報を掲載
• eラーニングの開始

2020年度より、ガバナンスをテーマにしたeラーニングを国内外グループ
会社を含め実施予定

ます。この委員会は客観的な立場から当社グループのガバナンス・
日本郵船株式会社
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政策保有株式の保有方針

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を検

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お

証しました。

（取得価額比）
の政策保有
り、2008年度から現時点までに約７割

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い

株式を売却しています。また2015年11月に制定したコーポレート

ることから、当社グループ会社の郵船ロジスティクス
（株）
および日

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

本貨物航空
（株）
から合計7名の内部監査室員が当社に出向し、監

的・意義について、資本コストをベースとする収益目標と配当金・

査の品質向上を図っています。

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。2018年度末に43銘柄保有していた上場株

グループ経営の取り組み

式を、2019年度は3銘柄減らし40銘柄としました。

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

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

を整え、監査時の判断基準の均一化を徹底しています。

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

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

のうえ、議案への賛否を決定しています。

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

政策保有株式の推移（各期末現在）
銘柄数
上場株式

取得価額
（2008年度を100とし指数化）

非上場株式

2008年度比92銘柄減少
（うち上場株式44銘柄）
240

225

160

84

40

80

2008年度比
約7割減少
100

133

0
2019 （年度）

もに、強化、効率化を図っています。更に、グループ内の経営資源
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
合およびグループ共有サービスの拡充を進めています。

遵法活動徹底委員会
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

50

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
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

0
2008

（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

2008

2019 （年度）

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
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。

内部監査
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

独占禁止法遵守への対応

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

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）

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

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

（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

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

実施しています。

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

2019年度は、国内13社、海外53拠点を対象に内部監査を実施

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

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

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

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

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
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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

な原因を究明し、またその軽減に向け政府関係者や行政当局、国

業種であると言えます。

際機関など主要なステークホルダーと協力関係を築いている

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
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
損害賠償請求訴訟
（集団訴訟）
を提起されています。
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

Maritime Anti-Corruption Network（MACN）に2015年度より
加入しています。
更に、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
提言・確認をしています。

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まいりましたが、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

独占禁止法を含めた遵法活動施策
• 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、グループ長が参加
（107名出席）
に実施
2019年9月

2020年3月は新型コロナウイルスの影響に伴い延期

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。
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

• 独禁法等遵法徹底委員会より数えて、2020年3月までに合計14回開催

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

• 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、

ては、社内掲示板を通して、複数回に分けてフィードバックを行い、

ガイドライン策定
• 新規投資案件の社内弁護士などによる審査実施
• 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※を本社・国内外子会社の役員・従業員を対象に導入
※ 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必須とするもの

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
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

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。

2020年4月にはコンプライアンス関連規則を改正。コンプライ
アンス事案
（恐れがあるものも含む）
の報告・通報についてルール
を明確化するとともに、当該規則の改正内容とコンプライアンスの
重要性をテーマとした社内説明会※を複数回に亘り実施しました。
※ 社規則改定に関わる社内説明会：2020年5月〜6月にかけてリモート形式にて10回実施
（合計690名参加）

コンプライアンス研修一覧
2019年度 実施状況

るため、2014年1月に贈収賄禁止に関する基本方針およびガイド

コンプライアンス研修

ラ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、

独禁法・贈収賄禁止等研修

贈収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

eラーニング

おける公正な取引の実現に向け、腐敗排除・防止を目的とした活

※1 2002年度以降延べ441回、12,488名

動を行っ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

※1
※2

実施回数

受講者数

16回

553名

199回

3,135名

1回

6,198名

※2 国内外グループ会社、29カ国、111社を対象に国内は8回、海外は地域ごとに1〜1.5年に
1回実施。2009年以降延べ39,375名
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