
� � � � � �
� �
　当社は、株主をはじめお客様、従業員など様々なステー
クホルダーの皆様から信頼される企業であり続けるために、
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値を高めることを
目指した取締役会体制を構築しております。加えて、経営
効率を高めるために執行役員制度を導入し、また、透明性・
公正性・公明性を高めるために社外取締役及び社外監査役
による他の取締役に対する監視監督を図っております。
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　2020年12月に役員トレーニングの一環として、SDGｓの
社外WEBセミナーを受講しました。当社役員のみならず、
執行役員及びグループ会社の代表者まで広く受講し、SDG
ｓに関する基本的な考え方を身につける機会となりました。
今後も定期的に同様の取り組みを行い、当社グループ一丸
となってSDGｓの取り組みを進めてまいります。

役員トレーニング
～SDGｓセミナー受講～

■ コーポレート・ガバナンス体制図　2021年7月1日現在
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委員長（コンプライアンスユニット長）

　委員（主に取締役及び執行役員により組織する）６名

事務局（コンプライアンスセンター）

*コーポレートレポートガバナンス委員会（編成メンバー）
2021年7月1日現在

コーポレート・ガバナンス体制

財務戦略／コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンス

　当社は「コーポレートガバナンス委員会」を組織し、当
社のガバナンスに関する基本的な考え方を定めるととも
に、取締役会の実効性評価制度を導入し、評価結果を基
に運営改善を続けています。
　当社のガバナンスに関する取り組み内容につきまして
は、2021 年 7 月にコーポレートガバナンス報告書として
開示しています。
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　当社は、当社の取締役会が実効的に運営されていること
を確認するとともに、抽出した課題を改善の礎とすることを
目的として、取締役会の実効性評価を毎年１回、継続して実施
しております。2020年度には、取締役会付議資料の事前情
報提供のさらなる改善に加え、社外取締役・社外監査役への
事前の情報提供に関する対応について改善を行いました。
　今後も継続して実効性評価に基づく改善を推進すること
で、さらなる実効性の確保に努めてまいります。

取締役会の実効性評価の実施
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2022 年度

2021 年度

2020 年度

コーポレート・ガバナンス

　2020年度より、社内にコンプライアンスセンターを設置し
たことを機に、従業員のコンプライアンス意識醸成を目的として、
「コンプライアンスタイムズ」を原則毎月１回配信しています。
　コンプライアンスの分野だけに留まらず、リスク管理、
内部統制、SDGsなど、幅広いテーマを取り上げ、総合
情報発信ツールとして定着してきています。

コンプライアンス教育

■ 企業行動倫理委員会（編成メンバー）
　 2021年7月現在
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コンプライアンスタイムズの発行

　当社グループをとりまくリスクを管理するためリスク管理
委員会を組織しており、事業活動における様々なリスクに対
応するため「リスクの洗い出し」、「リスクの評価」、「リスク低
減対策の実施」、「リスク管理委員会・経営会議への報告」の
サイクルにて、リスク管理の社内体制を構築しています。
　グループ会社におけるリスク管理体制の強化も推進し
ており、各拠点のリスク管理担当者を中心に、リスクの洗い
出し、評価、必要に応じた低減対策を進め、定期的に当社の
リスク管理委員会において管理状況を把握しています。
　今後も、グループ会社全体のリスク管理体制を一層強化
してまいります。

リスクマネジメント

　2020年8月に当社及び国内関係会社の全就業者（派遣
社員含む）3,042名を対象に「行動基準理解度チェック」を、
12月には管理監督者266名にコンプライアンスWEBテス
トを実施しました。今後も当社グループの行動基準を浸透
させることで、コンプライアンス意識のさらなる向上、企
業不祥事の予防に努めてまいります。

■ リスク管理委員会（編成メンバー） 2021年7月現在

委員長（代表取締役社長）

副委員長（取締役�兼�常務執行役員）

委員（主に取締役及び執行役員により組織する）13名

事務局（コンプライアンスセンター）

　情報管理教育の一環として、当社グループの従業員に
サイバー攻撃の手口や注意点を分かりやすく解説した「情
報管理部会ニュース」を配信し、注意喚起をしています。
　これまで、「フィッシングメール」や「なりすましメール」など、
様々な題材を取り上げ、当社グループの一員として、これ
らの攻撃に対する正しい対処方法を周知してまいりました。

情報リスク管理強化への取り組み
～サイバー攻撃に関する従業員教育～

　リスク管理委員会の下部組織として、部門横断的に情
報管理施策を推進する「情報管理部会」を設けています。
全社的な方針を定め、情報の漏えい及び不適正な流入を
防ぐ取り組みを統括しているほか、2020年度には当社グ
ループにおける海外拠点の情報管理体制に関する現状調
査を実施することにより、技術面だけでなく、管理ルール
の整備やシステム利用者への教育など幅広い範囲でその
実態を把握しています。
　なお、サイバー攻撃の世界的な増加などを受け、2021年
度からは特にサイバーセキュリティの強化を推進しています。

■ 情報管理部会

部会長（業務改革・ICTユニット長）

メンバー（部門長を中心に部門横断的に組織する）９名

事務局（ＩＣＴセンター、他）

■ 情報管理部会（編成メンバー） 2021年7月現在

方針の指示
セキュリティ強化

施策の提案

情報管理部会の位置づけ

情報管理方針
啓蒙活動方針

各種方針の遵守
展開： 報告：

情報管理体制

各社のセキュリティ

整備状況の確認

各社のセキュリティ

整備状況の報告

調査等への協力

リスク管理委員会委員長 外部機関（公的機関・取引先等）　

情報管理部会

当社・国内外関係会社 サプライチェーン

　当社グループでは、コンプライアンスを「法令及び社内
規程の遵守」だけに留めることなく、従業員全員が地域社
会のルールやマナーなど、当社グループの一員として良識
と責任をもって行動することと捉えています。
　当社では、コンプライアンスを基盤とした事業活動を行
うため「大同メタルグループ行動基準」を作成し、すべて
の従業員に周知徹底を図っているほか、コンプライアンス
に関する諸施策を審議する場として、コンプライアンスユ
ニット長を委員長とする「企業行動倫理委員会」を設置し
ています。また、コンプライアンスに関する報告や相談を
行う制度として「内部通報・報告相談制度」を設けており、
コンプライアンス違反の懸念がある事項の早期発見と、情
報提供者の保護を制度化しています。
　当社グループにおけるコンプライアンスの状況は、定
期的に企業行動倫理委員会から取締役会に報告されてお
り、グループ一丸となってコンプライアンス経営を実現し
ています。

コンプライアンス

　2020年度から2022年度までの3年計画で、グローバル
コンプライアンス体制整備・強化の取り組みを実施していま
す。初年度の2020年度には、海外拠点に対し現状把握の
ためのアンケート調査を行ったうえで、整備・強化の方針を
立案しました。
　さらに、コンプライアンス責任者の明確化、行動基準を
所在国・地域の言語への翻訳及び浸透のための施策の確認、
内部通報制度のルール化の徹底等、コンプライアンスの基
盤となる体制の整備・強化を行いました。

グローバルコンプライアンス体制
整備・強化の取り組み

　当社では、過去の SARS、MERS などの感染症対応の
経験から、海外出張者への注意喚起や海外拠点との情報
交換などの体制を整え対応してまいりました。新型コロナ
ウイルス感染症についても 2020 年 1 月より社内関係部
門による取り組みを開始し感染拡大に備え情報の社内周知
などの対応をしてまいりました。
　2020年 4月には新型コロナウイルス対策委員会を設置し、
社内、従業員及びその家族、お客様、お取引先様の感染拡大
防止のための対策を実施するとともに、海外拠点との情報交
換、生産計画対応等グローバルな対応を進めてまいりました。
　新型コロナウイルス感染症の脅威が続く中、「新しい生
活様式」を定着させ、引き続き感染防止対策を進めてま
いります。

BCP活動
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）対応

■ 内部通報・報告相談件数の推移

セルフチェック体制の整備
（3rd ステップ）

組織・教育体制整備
（2nd ステップ）

コンプライアンス基盤の整備
（1st ステップ）

2019 年度 2020年度
2件 5件 ※産業医への「健康相談」を除きます。

　当社では、CSR の取り組みをお取引先様と連携しサプ
ライチェーン全体に拡大すべく、「CSR 調達ガイドライン」
を展開しています。
　お取引先様には本ガイドラインを参考に積極的な活動
推進をお願いするとともに、「CSR 自主チェックシート」に
よる定期的な自己点検もお願いしています。また、ステー
クホルダーの皆様にもその内容・活動を見ていただける
よう、ホームページにガイドラインを掲載しました。この
取り組みを通じて、人権の尊重、児童労働の禁止などの
遵守徹底を図るとともに、当社とお取引先様双方の企業
価値を向上させることを目指してまいります。

CSR調達ガイドラインの展開と
CSR自主チェックシート展開
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属性 氏名
主な専門的経験分野 /特に貢献が期待される分野

経営全般 技術開発 ものづくり
（生産） 営業・調達 人事・総務 財務・

ファイナンス
法務・

コンプライアンス グローバル経験

取締役

社内

治�誠吾 〇 〇 〇 〇 〇

三代�元之 〇 〇 〇 〇 〇

佐藤�善昭 〇 〇 〇 〇 〇

墓越�繁昌 〇 〇 〇 〇 〇

社外
武井�敏一 ● ● ●

星長�清隆 ● ● ●

監査役

常勤 玉谷�昌明 ● ● ●

社外
田辺�邦子 ● ●

松田�和雄 ● ● ●

■ スキルマトリックス

役員一覧（2021 年 7 月 1 日現在）

常勤監査役

玉谷 昌明

1965年 4月 当社入社
1999年 4月 第１カンパニーバイスプレジデント
2002年 4月 総務センターチーフ
2008年 7月 上席執行役員�総務センターチーフ
2011年� 6月 常勤監査役（現任）

1965年 4月 当社入社
1993年 4月 第３事業部副事業部長
1993年� 6月 取締役
1995年 6月 代表取締役社長
2007年 6月 代表取締役会長（現任）
2010年� 6月（株）ニチレイ�社外取締役
2018年� 5月（一社）日本自動車部品工業会本部

理事（現任）

代表取締役会長�兼
最高経営責任者

治 誠吾

代表取締役社長�兼
最高執行責任者

三代 元之

2007年 3月（株）みずほコーポレート銀行
国際管理部参事役

2008年 9月 当社入社
2008年� 10月 大同メタルロシア LLC�副社長
2019年 4月 経営・財務企画ユニット長
2019年 6月 取締役
2021年� 4月 経営企画ユニット長
2021年� 6月 代表取締役社長（現任）

1979年 4月 当社入社
2010年 4月 大同メタルチェコ s.r.o.�社長
2012年� 4月 技術ユニット長
2017年 4月 第１カンパニープレジデント
2019年 6月 取締役（現任）
2021年� 4月 技術ユニット長（現任）

取締役�兼
常務執行役員
技術ユニット長

佐藤 善昭

1973年 4月 弁護士登録
1982年 2月 田辺総合法律事務所

パートナー（現任）
2003年� 6月 当社監査役（現任）
2011年 6月（株）ディスコ�社外監査役
2015年 6月 KDDI（株）�社外取締役

社外監査役

田辺 邦子

1986年 4月 当社入社
2015年 4月 第３カンパニープレジデント
2017年� 4月 大同メタル佐賀（株）社長
2019年 4月 ダイナメタルCO.,�LTD. 社長
2021年 6月 取締役（現任）
2021年 7 月 人事企画ユニット長（現任）

取締役�兼
常務執行役員
人事企画ユニット長

墓越 繁昌

2005年 7月 日本銀行�名古屋支店長
2006年 7月 同行�欧州統括役
2008年� 7月 アクセンチュア（株）特別顧問
2012年 10月 公益財団法人�国際金融情報セン

ター常務理事
2015年 6月 当社取締役（現任）
2019年� 4月 金融広報中央委員会�会長（現任）

社外取締役

武井 敏一

2006年 2月 藤田保健衛生大学病院�副院長
2009年 2月 同�病院長
2013年� 4月 学校法人藤田学園�専務理事
2014年 4月 藤田保健衛生大学�学長
2016年 6月 当社取締役（現任）
2018年 10月 学校法人藤田学園�理事長（現任）

社外取締役

星長 清隆

1996年� 6月 富士証券（株）専務取締役
1997年 5月（株）富士銀行兜町支店長
2004年 6月 NSKワーナー（株）常務取締役
2009年 6月 日本精工（株）取締役代表執行役専務
2011年 6月 当社監査役（現任）、日本精工（株）特

別顧問、NSKワーナー（株）監査役
2016年 6月 住友ベークライト（株）�社外取締役

（現任）、�日本精工（株）�理事

社外監査役

松田 和雄

※上記の専門性と経験は各個人の保有するすべての知見を示したものではございません。

※�社内取締役は主な専門的経験分野を○で、社外取締役・常勤監査役・社外監査役は、特に貢献が期待される分野を●で表示しております。
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