
当社グループは、グループ全体に適用される企業理念と

YOKOGAWAグループ企業行動規範を定め、すべてのステー

クホルダーとの適切な関係を持ち、会社の持続的な成長と

中長期的な企業価値の向上に努めています。また、「企業は

社会の公器である」との考えのもと、健全で持続的な成長

により、株主、お客様、取引先、社会、社員等すべてのステー

クホルダーからの信頼に応えていくことを企業経営の基

本的使命と位置付けています。

2000年 2005年 2010年 2015年 2019年

99 年～ 内田 勲 07年～ 海堀 周造 13年～ 西島 剛志 19年～ 奈良 寿

03年～ 1名 07年～
2名 09年～ 3名 16年～ 4名

14年 指名・報酬委員会の設置
（任意の諮問機関） 15年 指名諮問委員会、報酬諮問委員会の設置

04年 退職慰労金制度の廃止

16年 譲渡制限付株式報酬制度の導入
（RS）

18年 業務連動型株式報酬制度の導入
（PSU）

06年 取締役員数の定款変更（25名→15名）
　　 取締役任期1年制の導入

07年 買収防衛策の導入 14年 買収防衛策の非継続（廃止）

14年 社外役員の独立性に関する基準の制定

15年 コーポレートガバナンス・ガイドラインの制定

18年  最高顧問、顧問および社友制度の
廃止

15年 取締役会の外部評価※

17年   役員に女性メンバー（社外監査役） 
執行役員に複数の外国籍メンバー

18年  社外取締役が取締役会議長に
就任

19年  取締役に外国籍メンバー

09年 買収防衛策の更新

11年 買収防衛策の更新

社長

社外取締役

任意の 
諮問機関

報酬制度

制度・方針

その他

当社グループは、企業価値の最大化を実現するために

は、コンプライアンスの徹底、リスクの適切な管理、株主を

はじめとするステークホルダーとの建設的な対話のため

の情報開示等が重要と考えています。

当社グループは、こうした考え方からコーポレートガバ

ナ ン ス の 継 続 的 な 充 実 に 取 り 組 む 基 本 方 針 と し て

「YOKOGAWAコーポレートガバナンス・ ガイドライン」を

制定し、公開しています。

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方　―変革を支えるガバナンス―

コーポレートガバナンス継続強化の取り組みの経過

https://www.yokogawa.co.jp/cp/corporate/pdf/cg_guidelines.pdf日本語 https://www.yokogawa.com/pr/pdf/cg_guidelines-en.pdf英語

コーポレートガバナンス

 コーポレートガバナンス体制 

※3年に1回実施、その他の年度は自己評価
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ガバナンス・ハイライト

諮問委員会メンバー（2019年7月1日現在）

指名諮問委員会 報酬諮問委員会

代表取締役会長

代表取締役社長

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外取締役

西島　剛志（委員長）
奈良　　寿
宇治　則孝
関　　誠夫
菅田　史朗
内田　　章

代表取締役会長

代表取締役社長

社外取締役

社外取締役

社外取締役

社外取締役

西島　剛志
奈良　　寿
宇治　則孝（委員長）
関　　誠夫
菅田　史朗
内田　　章

社外取締役

浦野　光人 主に経営者としての高い見識と豊富な経験並びにコーポレートガバナンスに関する知見から発言を行っています。

宇治　則孝 主に経営者としての高い見識と技術開発・情報通信分野に関する豊富な経験と深い知見から発言を行っています。

関　　誠夫
主に経営者としての高い見識とエネルギー産業を中心とするエンジニアリング・ビジネスに関する豊富な経
験と深いグローバルビジネスの知見から発言を行っています。

菅田　史朗
主に経営者としての高い見識と産業用機器製品の開発、マーケティングの豊富な経験とグローバルビジネスの
深い知見から発言を行っています。

社外監査役

宍戸　善一
主に経営法務、コーポレートガバナンスに関する専門的な知識と幅広い研究活動に基づく高い見識から発言を行
っています。

山下　　泉
※1

主に経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識から発言を行っています。

高山　靖子
主に大手コンシューマービジネスの会社におけるCSRをはじめとした幅広い実務経験と常勤監査役としての経
験、さらに、様々な企業での社外役員としての豊かな経験から発言を行っています。

大澤　　真
※2

主に経験豊富な経営者の観点と経済界における幅広い活動に基づく高い見識から発言を行っています。

※1 監査役　山下泉氏については、2018年６月26日の退任までに開催された取締役会及び監査役会への発言状況を記載しています。
※2 監査役　大澤真氏については、2018年６月26日の就任後に開催された取締役会及び監査役会への発言状況を記載しています。

2018年度の取締役会での発言状況

 中期経営計画TF2020での変革に向けた施策の進捗について
  役員報酬制度の見直し（パフォーマンス・シェア・ユニット制度
の導入）

 サステナビリティ（ESG）のKPI進捗と開示について
 コーポレートガバナンス・コード対応に関するFY18レビュー
 取締役会の在り方

2018年度の取締役会の主な議題の例

取締役

マネジメントチームの構成（2019年7月1日現在）

執行役員

●社外　●社内

独立社外
取締役

50.0%

50.0%
（4名）

（4名）

●日本籍　●外国籍

国籍

87.5%

12.5%

（8名）

（1名）

●社内　●社外

独立社外
監査役

60.0%

40.0%

監査役

性別

80.0%

20.0%

（4名）

（1名）

●男性　●女性 ●日本籍　●外国籍

国籍

87.5%

12.5%

（14名）

（2名）

指名諮問委員会　　　社内 　社外 報酬諮問委員会　　　社内 　社外 
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コーポレートガバナンス

マネジメントチーム （2019年7月1日現在）

 常務執行役員
山崎　正晴
航空宇宙・特機事業本部長�兼
横河計測株式会社社長

阿部　剛士
マーケティング本部長

 執行役員
渡辺　肇
経営監査・品質保証本部長

森　修司
北南米代表�兼
Yokogawa�Corporation�of�America
社長

上原　茂義
IAシステム＆サービス事業本部長

中岡　興志
グローバル営業＆業種マーケティング
本部長

Herman van den Berg
欧州・ロシア・CIS�代表�兼
Yokogawa�Europe�B.V.�社長

松井　幹雄
人財総務本部長

村井　哲也
日本・韓国代表�兼
横河ソリューションサービス株式会社�
社長

重野　邦正
グローバル・ビジネス・サービス本部長

Pierre De Vuyst
中東・アフリカ・インド代表�兼
Yokogawa�Middle�East�&�Africa�
B.S.C.（c）�社長

舩生　幸宏
デジタル戦略本部長

竹岡　一彦
ASEAN・パシフィック代表�兼
横河電機（中国）有限公司�社長

長谷川　健司
IAプロダクト＆サービス事業本部長

戸松　浩
横河マニュファクチャリング株式会社
社長

中尾　寛
ライフイノベーション事業本部長

取締役　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  

代表取締役会長

西島　剛志 生年月日　1957年８月12日
在任年数　8年

01

取締役　専務執行役員　経営管理本部長

穴吹　淳一 生年月日　1963年３月18日
在任年数　5年

03

代表取締役社長

奈良　寿 生年月日　1963年１月23日
在任年数　8年

02

社外取締役　取締役会議長

宇治　則孝 生年月日　1949年３月27日
在任年数　5年

05

社外取締役

関　誠夫 生年月日　1944年9月21日
在任年数　4年

06

取締役　常務執行役員　デジタルエンタープライズ事業本部長

戴　煜 生年月日　1963年２月25日

新 任04

常勤監査役

中條　孝一 生年月日　1954年９月16日
在任年数　3年

09

社外取締役

菅田　史朗 生年月日　1949年11月17日
在任年数　3年

07

社外取締役

内田　章 生年月日　1950年10月４日

新 任08

監査役                                                

社外監査役

大澤　真 生年月日　1959年2月20日
在任年数　1年

13

社外監査役

高山　靖子 生年月日　1958年3月8日
在任年数　2年

12

社外監査役

宍戸　善一 生年月日　1956年4月20日
在任年数　7年

11

常勤監査役

前村　幸司 生年月日　1956年5月21日
在任年数　2年

10
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マネジメントチーム （2019年7月1日現在）

氏名 取締役会

海堀　周造 100%（ 4／ 4回）

01 西島　剛志 100%（15／15回）

黒須　　聡 100%（15／15回）

02 奈良　　寿 100%（15／15回）

中原　正俊 100%（15／15回）

03 穴吹　淳一 100%（15／15回）

浦野　光人 100%（15／15回）

05 宇治　則孝 100%（15／15回）

06 関　　誠夫 100%（15／15回）

07 菅田　史朗 100%（15／15回）

氏名 取締役会 監査役会

09 中條　孝一 100%（15／15回） 100%（18／18回）

10 前村　幸司 100%（15／15回） 100%（18／18回）

11 宍戸　善一 100%（15／15回） 100%（18／18回）

山下　　泉 100%（ 4／ 4回） 100%（ 6／ 6回）

12 高山　靖子 93%（14／15回） 94%（17／18回）

13 大澤　　真 100%（11／11回） 100%（12／12回）

2018年度の出席状況

 取締役会　  監査役会

この度、取締役に就任いたしました、常務執行
役員　デジタルエンタープライズ事業本部（DE事業
本部）長の戴

ダ イ

 煜
ユ ー

と申します。
私は、中国の大学でIndustry Automationの博士号を

取得し、石油化学系の会社でキャリアを積んできました。
YOKOGAWAに入社する前は、Shell 南海 PJTに携わり、
またShell Chemicals Asia Pacific & Middle East Headquartersでも、プラントの
操業や経営、大規模プラント新設プロジェクトのリーダー、経営などを一通り
経験しました。その中で、YOKOGAWAは高品質の製品やサービスでプロセス制
御および計測業界をグローバルにリードする企業で、お客様を中心に考え、共
に価値を創造している企業だという印象を持ち、特に、YOKOGAWAのソリュー
ションビジネスが優れていることを実感していました。

私は、現在、これらの経験と知識を最も生かすことができる、DE事業本部
を担当しています。DE事業本部では中期経営計画TF2020達成に向けて、
YOKOGAWAの持つ全体最適を実現するトータルソリューションを通じて
お客様のデジタルトランスフォーメーションを支援するとともに、各拠
点・組織と協力して制御事業のグローバルソリューションポートフォリオ
を管理、開発し、より広い業種でグローバル一体となって活動することに
よりソリューション事業の成長を目指して取り組んでいます。

経営を担う者として、ビジネストレンドをいち早く捉え、TF2020を通じ
てビジネスを変革し、お客様と共に新しい価値を創造することでお客様の
事業活動が生み出す価値の最大化と持続的な成長を実現し、YOKOGAWAの
企業価値の向上に貢献することをお約束します。

昨年、コーポレートガバナンス・コード
の改訂が行われ、日本企業のガバナンス
改革が一段と加速されています。我が
国でガバナンス改革が強く求められる
ようになったのは、企業の低収益性が
背景にあります。適切なリスクテイク
をして資本に見合った収益を上げるようにしっかりと経営を
しているのだろうか、その活動が良く見えないので分からな
い、といった社会からの指摘によるものです。横河電機ではこ
のような動きに先駆けて社外取締役の招へい・拡充を行うな
ど、取締役会の機能強化とそれによる経営の透明性・健全性・
妥当性の確保に努めてきています。こうした取り組みにより
優れた業績を残している横河電機の社外取締役に選任され、
光栄に存じますとともに責任の重さを感じています。

ただ、ガバナンス改革に終わりはなく、先駆的な取り組みを
している当社においても時代の要請に応じて常にその見直し
を行い、実効性をよりいっそう高めることが求められています。
そこに社外取締役の役割期待があると思います。

私は東レ㈱という素材産業の属する会社に44年間勤め、財務
経理分野を中心に、新事業などの企画管理、経営企画、CSR、IR、
広報、宣伝などの業務に携わってきました。また、コーポレート
ガバナンスに関する政府の会議や経済団体の活動に参画して
さまざまな議論を行う機会をいただきました。こうした経験
から得た知見や中長期的な視点で物事を捉えることの重要性
を意識しながら、横河電機グループの持続的な発展のために、
微力ながらできる限りの貢献をしていく所存です。

取締役　戴　煜 取締役　内田　章

※１  取締役 海堀 周造氏、監査役 山下 泉氏については、2018年６月26日の退任までに開催された取締役会及び監査
役会への出席状況を記載しています。

※２  監査役 大澤 真氏については、2018年６月26日の就任後に開催された取締役会及び監査役会への出席状況を記
載しています。

国籍 シンガポール
経歴 1990年８月   SINOPEC Yangzi Petrochemical Corporation 入社

1994年１月   Deputy Project Director at Yangzi-BASF Styrenics Company Ltd.
1998年６月    Project Director of BASF/SINOPEC JV Integrated Petrochemical Site 

(IPS) Project at SINOPEC
2001年４月   GM of Base Chemicals Division at BASF-YPC Company Ltd.
2003年１月    Low Olefins Plant Manager at CNOOC and Shell Petrochemical 

Company Ltd.
2006年11月   GM of Base Chemicals for Asia Pacific/Middle East at Shell 

Chemicals
2009年１月   Project GM at Shell China
2012年11月  CEO of Jurong Aromatics Corporation Pte. Ltd.
2015年10月   Yokogawa Electric International Pte. Ltd. 入社、GM of China Sales 

Strategy Center
2016年４月   横河電機（中国）投資有限公司社長、横河電機（中国）有限公司社長
2017年４月    当社執行役員　ASEAN・パシフィック代表 兼 横河電機（中国）投資有

限公司社長 兼 横河電機（中国）有限公司社長
2019年４月   常務執行役員　デジタルエンタープライズ事業本部長（現在に至る）

経歴 1975年４月   東レ㈱　入社
1996年６月    トーレ・インダストリーズ（アメリカ）社

Executive Vice President
2000年６月   東レ㈱　経営企画第1室主幹兼広報室主幹
2004年６月   同社経営企画室参事兼IR室参事
2005年６月    同社取締役　財務経理部門長 トーレ・ホールディング

（U.S.A.）社　社長
2009年６月     同社常務取締役　財務経理部門長 トーレ・ホールディング

（U.S.A.）社　社長
2012年６月     同社常務取締役　CSR全般統括、総務・法務部門・IR室・

広報室・宣伝室統括、東京事業場長
2016年６月    同社顧問（2019年3月退任）
2019年６月      当社取締役（現在に至る）

新任取締役のご紹介

重要な兼職の状況
Ｊ.フロント リテイリング株式会社　社外取締役
公益財団法人スガウェザリング技術振興財団　監事
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内部監査担当部署

取締役

取締役会 監査役会

危機管理委員会

リスク管理委員会

報酬諮問委員会

指名諮問委員会

監査役 会計監査人

本社／
事業部・関係会社

社長

経営会議

株主総会

コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制の概略図

コーポレートガバナンスのポイント

取締役に初の外国籍メンバーが就任1

2007年から複数の社外取締役を選任し、現在は4名
の社外取締役が就任、経営の客観性を担保2

取締役会
2018年度開催回数

原則月に1度開催される取締役会は、独立社外取締役4名を
含む8名で構成され、経営に関する意思決定機関として、当
社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を
目指しています。その実現に向け、収益力及び資本効率の
改善を図り、企業戦略等の大きな方向性を示しています。
また、取締役及び執行役員を含む経営陣による業務執行の
監視・監督を行うとともに、取締役の職務執行に関する規
定を整備し、業務執行に関する監督責任を負う体制を確立
しています。
取締役会議長は、執行と監督の分離を図るため、原則とし
て非業務執行取締役が務め、取締役会が、自由闊達に議論
ができ、また、実質的な議論を交わすことができる場にな
るような議事進行に努めます。現在は宇治則孝社外取締役
が議長を務めています。

指名諮問委員会
2018年度開催回数

取締役候補及び監査役候補の指名、代表取締役社長の評価
と選定・解職、執行役員の選解任、取締役及び監査役の解任
提案、並びに取締役、監査役及び執行役員に求める人財像

（資質、実績等）等について、当社グループの継続的発展及
びコーポレートガバナンス上、すべてのステークホルダー
の視点で最適なものとなるよう定められた基準、手続に基
づき審議を行い、答申します。
取締役会が選定した3名以上の取締役により構成され、そ
の過半数を独立社外取締役とします。現在の構成員は代表
取締役会長、代表取締役社長と4名の独立社外取締役の6名
で、代表取締役会長の西島剛志が委員長を務めています。

報酬諮問委員会
2018年度開催回数

取締役、執行役員の報酬制度と報酬が当社グループの発展
のために適切な挑戦を促し、優秀な人財を採用・維持し、す
べてのステークホルダーの視点で適切なものとなるよう
答申します。
取締役会が選定した3名以上の取締役により構成され、そ
の過半数を独立社外取締役とします。現在の構成員は代表
取締役会長、代表取締役社長と4名の独立社外取締役の6名
で、社外取締役 取締役会議長の宇治則孝が委員長を務めて
います。

15回

10回

4回
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内部監査担当部署

取締役

取締役会 監査役会

危機管理委員会

リスク管理委員会

報酬諮問委員会

指名諮問委員会

監査役 会計監査人

本社／
事業部・関係会社

社長

経営会議

株主総会

コーポレートガバナンス体制

指名諮問委員会、報酬諮問委員会は、その過半数を
社外取締役で構成3

執行と監督の分離を図るため、非業務執行取締役
である社外取締役が取締役会議長に就任4

監査役会
2018年度開催回数

原則月に1度開催される監査役会は、常勤監査役2名、独立
社外監査役3名の計5名で構成され、当社グループの持続的
成長と会社の健全性を確保するため、独立した客観的な立
場において適切な判断、意見表明を行います。また、監査役
会は、法令および「監査役監査基準」「監査役会規則」に基づ
き、監査に関する重要な事項について各監査役から報告を
受け、協議を行い、必要に応じて決議をします。
監査役は重点監査項目を定めた年間計画に基づき、監査役
監査を実施しています。監査役は、取締役会、経営会議等の
重要会議に出席するほか、内部監査担当部署、法務担当部
署及びコンプライアンス体制を推進する企業倫理担当部
署との定例会合を実施し、それぞれの活動状況等につい
て、情報交換・共有を行い、積極的に提言を行います。
また、会計監査人との相互の連携を深め、会計監査人と監
査役会の定期的又は随時の情報交換を行うことにより、両
者の監査の品質向上と監査の効率化を図っています。

経営会議
2018年度開催回数

取締役会は、意思決定の迅速化を図るため、業務執行にか
かる意思決定を経営会議へ権限委譲しています。経営会議
は、代表取締役社長、執行役員で構成され、原則月に1度開
催しています。また、経営会議の決議事項等は、取締役会に
報告することとなっています。

18回

13回

選任・解任 選定・解職

指示・命令・監督 監査／監督
連携・報告・諮問

取締役会 社内 社外 監査役会　 社内 社外 

指名諮問
委員会 社内 社外 

報酬諮問
委員会 社内 社外 
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取締役会
取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知

識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適
正規模を両立させる形で構成しています。

取締役の人数は定款の定めにより15名以下とし、そのう
ち1/3以上は、独立社外取締役としています。また、株主の
信任に裏付けられた経営を実践するため、取締役の任期を
1年としています。

取締役会では、当社グループの事業に精通した取締役
と、独立性の高い社外取締役による審議を通して、意思決
定の迅速性と透明性を高めています。また、社外監査役を
含む監査役による監査を通して、取締役の職務執行の適法

性、合理性、意思決定プロセスの妥当性などを厳正に監視・
検証し、経営に対する監査機能の充実を図っています。

社外役員選任の透明性を高めるため2014年度に社外役員
の独立性に関する基準を取締役会で決議しています。また、
取締役会の実効性について、客観的な分析・評価を行い、今
後の取締役の職務の一層の適正化や効率の向上を図るた
め、毎年、取締役会評価も実施しています。

＜社外役員について＞
東京証券取引所は上場会社に対し、独立役員（一般株主

と利益相反が生じるおそれのない社外取締役または社外
監査役）を1名以上確保するよう求めており、当社では、社

業務執行監査の体制

コーポレートガバナンス

　取締役会は、毎年、各取締役と監査役の評価に基づき取締役会の強みと実効性をさらに高めるための課題を明らかにし、当該課題に取
り組むうえで重視すべき点を明確にするために分析・評価を行い、コーポレートガバナンスの充実に努めるとともに、その結果の概要を適
時適切に開示します。なお、当該分析・評価およびそれらによる課題解決の支援を受けるため、第三者評価機関を適宜活用します。

2017年度に挙げた課題に対する取り組み状況
　2017年度は社外取締役の視点で討議が必要と考える議題を設定することが、業務執行を監督するうえで、客観性・透明性を高め、コーポ
レートガバナンスの更なる向上に繋がるため、取締役会の議題設定の事前討議の実施を課題として挙げました。2018年度はこの議題設定
に基づき、TF2020での変革に向けた全社および各部門での施策の進捗状況、当社の販管費の構造等を議題に設定して議論しました。これ
に加えて、2018年の社外役員会合で挙がった経営課題についても、議題に設定して議論しました。取締役会での議論の内容は、業務執行側
にフィードバックし、その進捗確認を取締役会で行うサイクルを回しています。

2018年度の取締役会評価の実施方法
　2018年度は、前回の第三者評価から3年が経過したことから、評価の客観性を保つため、第三者評価機関であるジェイ・ユーラス・アイ
アール株式会社の支援のもと、取締役会評価を実施しました。
　評価に当たっては、同社が、取締役会の傍聴および議事録の閲覧を行い、次に取締役会議長へのインタビューを実施しました。その
後、すべての取締役・監査役へのアンケートを行い、この結果を踏まえ取締役・監査役全員にインタビューを行ったうえで、取締役会の現状
を分析しその結果をまとめ取締役会に報告しました。取締役会は、この結果を踏まえ、評価結果、課題抽出ならびにアクションプランについ
て議論するという手順を踏みました。

2018年度の取締役会評価結果の概要
　第三者評価結果の概要は以下のとおりです。

 取締役会の構成・運営全般に対して高い評価がなされている。
   取締役会においては、事業の変革を促し健全なリスクテイクの後押しをする議論がなされている。今後、議題の絞り込みなどにより、
重要なポイントにさらに注力した議論を行うことが期待されている。
   社外取締役の経営の視点、外部の視点からの発言は議論に大きく貢献しており、メンバーの資質・構成に対する評価が高く、今後
もこのような高い資質・構成が維持されることが期待されている。

　2017年度に挙げた課題への取り組み状況から、取締役会はその実効性向上に継続的に努めていることを確認したうえで、2018年度の
評価結果について議論した結果、取締役会は有効に機能していることを確認しました。

今後の改善の取り組みについて
　2018年度の取締役会評価結果および社外役員会合での議論等も踏まえ、今後の改善計画について議論した結果、取締役会の議題設定
の事前討議の実施を継続することとし、2019年度においてもTF2020での変革に向けた施策の進捗状況報告を議題に設定し、取締役会で
監督していくこととしています。さらに、重要ポイントの議論に注力するため審議時間の有効活用および議論の質向上にも取り組んでい
ます。また、社外取締役だけでなく社外監査役についても高い資質・構成を維持するために、指名諮問委員会において、社外取締役および
社外監査役の後継者選定プロセスについての議論を深めることにも取り組んでいます。
　今後も取締役会の現状に対する評価を毎年行い、取締役会の実効性向上に努めていきます。

取締役会評価について
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取締役・監査役候補指名および執行役員選任の方針
　取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適正規模を両立さ
せる形で構成することとしています。
　その前提のもとで、取締役・監査役候補については、コーポレートガバナンスの向上に資する人財を指名しています。さらに、取締役候補
については、当社グループの事業に精通し適切な業務執行および実効性の高い経営の監督に資する人財、中長期の当社の企業価値向上を
狙った経営戦略策定に求められる経験・知見を持ち、的確な経営の判断および実効性の高い経営の監督に資する人財を、監査役候補につい
ては、当社グループの事業に精通し当社およびグループ会社の適切な経営の監査に資する人財、および経理財務、法務、企業経営等の知見
を有し適切な経営の監査に資する人財を指名しています。また、執行役員については、各執行役員のポジションに求められる期待役割に照
らし十分な経験、知識などを有しているか、経営陣として相応しい意思と姿勢を有しているかを確認したうえで選任しています。

取締役・監査役候補指名および執行役員選任の手続
　当社は、取締役候補、監査役候補の指名および執行役員の選任について、その客観性および透明性を高めることを目的に、取締役会決議
に基づきその過半数を独立社外取締役とする３名以上の取締役で構成される任意の諮問機関である指名諮問委員会を設置しています。
　取締役候補の指名および執行役員の選任については、指名諮問委員会で定められた選再任基準、手続に基づく審議を経た答申をも
とに、取締役会で決議しています。監査役候補の指名については、指名諮問委員会で定められた選再任基準、手続に基づく審議を経た
答申をもとに、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決議しています。

取締役・監査役の解任方針と手続
　指名諮問委員会において、取締役・監査役の解任基準、手続を定めています。これらの解任基準、手続に基づく指名諮問委員会の
審議・答申をもとに、取締役会で当該取締役・監査役の解任提案等の審議をします。

代表取締役社長の評価と選定・再選定・解職の方針と手続
　代表取締役社長についても、指名諮問委員会において選定・再選定・解職基準、手続を定めています。毎年、業績等の定量性を持
たせた基本評価基準も用いて代表取締役社長の評価を行います。指名諮問委員会では、評価結果とサクセッションプランも踏まえ
て、定められた選定・再選定・解職基準、手続に基づく審議を経て、選定・再選定・解職の答申を取締役会に対して行うことで、プロセス
の客観性、適時性、透明性を高めています。

執行役員の解任方針と手続
　執行役員の解任についても、定められた基準・手続に則り、指名諮問委員会の答申をもとに、取締役会で決議をします。

取締役・監査役・執行役員の選解任の方針と手続

外役員全員（社外取締役4名、社外監査役3名）を独立役員と
して届け出ています。（2019年6月25日現在）

監査役会
監査役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知

識・経験・能力を全体としてバランス良く備え、多様性と適
正規模を両立させる形で構成します。特に財務・会計に関
しては十分な知見を有する者を監査役として1名以上選任
することとしています。

監査役の人数は定款の定めにより5名以下とし、そのう
ち少なくとも半数以上は、独立社外監査役とします。監査
役会はすべての監査役で構成します。監査役会は、その決
議によって1名以上の常勤監査役を選定します。

指名諮問委員会・報酬諮問委員会
取締役の指名及び報酬の決定に関して意見を取締役会

に答申する「指名諮問委員会」「報酬諮問委員会」を任意の
諮問機関として設置しています。

＜指名諮問委員会＞
以下に掲げる事項の決定を行います。

（1）  役員選任および解任または解職に関して取締役会に
おいて審議する議案の内容

（2）  前号を委員会において決議するために必要な基本方
針、規則ならびに手続等の制定、変更および廃止

（3）  その他、第（1）号の候補者の選任および解任または解
職に関して、委員会が必要と認めた事項

＜報酬諮問委員会＞
以下に掲げる事項の決定を行います。

（1）  取締役及び執行役員の報酬等の内容に係る決定に関
する方針

（2）  取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容
（3）  前各号を委員会において決議するために必要な基本

方針、規則ならびに手続等の制定、変更および廃止
（4）  その他、第（1）号および第（2）号の報酬等に関して、委

員会が必要と認めた事項
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役員の報酬等
＜役員報酬等の決定方法＞
　当社は、役員報酬制度をコーポレートガバナンスにおけ
る重要な事項と位置づけており、その決定の客観性及び透
明性を高めることを目的に、取締役会決議に基づきその過
半数を社外取締役とする3名以上の取締役で構成される

「報酬諮問委員会」を設置し、同委員会において、取締役の
報酬等の制度について審議し、取締役会に答申するととも
に、株主総会でご承認いただいた限度額（※1）の範囲内で、個別
の支給額を決定しています。取締役会においてもこの答申
を尊重し、制度決定をしています。監査役の報酬等につい
ても、株主総会でご承認いただいた限度額の範囲内（※2）で
監査役の協議により決定しています。

＜報酬諮問委員会の地位及び権限、活動状況＞
　報酬諮問委員会は、取締役及び執行役員の報酬制度と報酬
が当社グループの発展のために適切な挑戦を促し、優秀な人
財を採用・維持し、すべてのステークホルダーの視点で適切な
ものとなるよう、以下に掲げる事項の決定を行います。

（1）  取締役及び執行役員の報酬等の内容に係る決定に関
する方針

（2） 取締役及び執行役員個人別の報酬等の内容
（3）  前各号を委員会において決議するために必要な基本

方針、規則ならびに手続等の制定、変更および廃止
（4）  その他、第(1)号および第(2)号の報酬等に関して、委

員会が必要と認めた事項
　報酬諮問委員会の現在の構成員は代表取締役会長、代表
取締役社長と4名の社外取締役の6名で、宇治則孝 社外取締
役 取締役会議長が委員長を務めています。

　2019年3月期においては、計4回の審議を行い、2018年7月
支給の業績連動報酬額や2019年7月支給の業績連動報酬の
業績指標と算定式、2019年度における報酬総額の妥当性の
検討や役員報酬の基本方針の確認等を行いました。

＜役員報酬の考え方等＞
（1） 役員報酬制度の基本方針

（a）  持続的、中長期的に企業価値向上を促す制度であること
（b）  中長期経営戦略を反映した制度であり、中長期経営

目標達成を強く動機づけるものであること
（c）  短期志向への偏重を抑制する制度であること
（d）  優秀な人財を確保・維持できる制度と金額であること
（e）  ステークホルダーに対して透明性、公正性及び合理

性を備えた制度であり、これを担保する適切なプロ
セスを経て決定されること

（2） 役員報酬の構成
　当社の取締役及び執行役員の報酬は、（a）固定報酬であ
る基本報酬と（b）業績連動報酬（(b)-1 年次インセンティブ
と (b)-2 中長期インセンティブ）で構成され、報酬額の水準
については、同業または同規模の他企業との比較及び当社
の財務状況を踏まえて設定しています。
　具体的な役員及び執行役員の報酬構成は、役員区分に応
じて以下のとおりとしています。

（a） 基本報酬
　基本報酬は、取締役及び執行役員としての役割と役位
に応じて金額を決定し、支給します。

（b） 業績連動報酬
　当社の業績連動報酬の考え方はつぎのとおりです。
　（ア）全報酬に占める業績連動報酬の比率を高くする。
　（イ） 役位が上位の者ほど業績連動報酬の全報酬に占め

る比率を高くし、代表取締役社長は50%超とする。
　（ウ） 株式報酬の全報酬に占める割合を同業または同

規模の他社水準以上とする。

コーポレートガバナンス

役員区分 (a) 基本報酬
(b) 業績連動報酬

備考(b)-1 年次
インセンティブ

(b)-2 中長期
インセンティブ

取締役
(社外取締役及び非業務執行取締役を除く) ○ ○ ○ 役員報酬及び

使用人分給与
社外取締役及び
非業務執行取締役 ○ － － 役員報酬

監査役 ○ － － 役員報酬

社外監査役 ○ － － 役員報酬

非取締役執行役員 ○ ○ ○ 使用人分給与

（※）  業績連動報酬は社外取締役を除く取締役及び非取締役執行役員を対象としています。これは、業務執行から独立した立場にある社外取締役及び監査役には、業績連動報酬
等の変動報酬は相応しくないため、基本報酬のみ支給するという考え方であり、同様に非業務執行の取締役につきましても基本報酬のみ支給します。

（※1）  取締役の報酬限度額は、2018年6月26日開催の第142回定時株主総会におい
て1事業年度あたり16億円以内（但し、使用人分給与は含まない）と決議いただ
いています。なお、当社の取締役の定数は、定款の定めにより15名以内です。

（※2）  監査役の報酬限度額は、2004年6月25日開催の第128回定時株主総会におい
て1事業年度あたり1億50百万円以内と決議いただいています。なお、当社の
監査役の定数は、定款の定めにより5名以内です。
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（b）-1 年次インセンティブ
　業績連動報酬のうち、年次インセンティブは、単年度
の全社業績評価と個人業績評価に基づき算定し支給し
ま す。支 給 額 は、業 績 目 標 達 成 時 を1 0 0%と し て、
0%~200%の範囲で変動するように設計しています。
　なお、年次インセンティブにおける単年度の全社業績
評価につながる業績目標は、当社グループが持続的な成
長を図るために重要な指標であるとの考えから「連結売
上高」と「連結売上高営業利益率（ROS）」としています。
　業績連動報酬の決定要素の一つとなる、2018年3月期
の業績目標と実績は以下のとおりです。

2018年3月期に設定した業績目標 2018年3月期実績
連結売上高 4,000億円 4,066億円
連結売上高営業利益率（ROS） 9.0% 8.0%

(イメージ図1)

基本報酬
1

年次インセンティブ
0.5

（0〜1）

（b）-2 中長期インセンティブ
　業績連動報酬のうち、中長期インセンティブについては、
2018年6月26日開催の第142回定時株主総会において、中期
経営計画が対象とする期間の最終事業年度における当社の
連結自己資本利益率（連結ROE）等の達成度に応じて当社株
式及び金銭を支給する業績連動型株式報酬制度であるパ
フォーマンス・シェア・ユニット制度（以下「PSU制度」）を導
入しています。現在のPSU制度の対象期間は、2018年度から
2 0 2 0年 度までの3カ年の中期経営計 画“Transformation 
2020”（TF2020）が対象とする期間となります。
　当社は、TF2020期間終了後、TF2020において当社取締
役会があらかじめ設定した業績目標その他要件を前提
とし、支給対象となる取締役及び執行役員の役位毎に定
めた株式報酬基準額に、業績目標達成条件に応じて当社
取締役会があらかじめ設定した係数（以下「支給率」）を
乗じて、対象となる取締役及び執行役員毎の中長期イン
センティブによる報酬額を決定し、報酬額の60%に相当
する金額を当社株式で、40%に相当する金額を金銭とし
て支給します。支給率は下表のとおりで、業績目標の達
成度合いに応じて0%~100%の範囲で変動するように設
計しています。
　また、中長期インセンティブの支給額は、支給率が
100%となる場合に、基本報酬1に対し、原則として、中長期
インセンティブ0.5が加算されるように設計しています。

実績ROE 支給率

8%以下 0%

8%超、11%未満 （実績ROE×100-8）／3×25%

11%以上、14%未満 （50＋（実績ROE×100-11）／3×50）%

14%以上 100%

　中長期インセンティブにおける業績目標は、中期経営計
画との連動を基本に考えており、現在はTF2020で設定して
いるいくつかの業績目標の中から、企業価値及び株主価値
向上の両面において重要な指標であるとの考えから、経営
の効率性を示す指標である「株主資本利益率（ROE）」を選択
しています。
　以上のとおり、PSU制度は、原則として対象期間終了後
に、業 績 目 標 達 成 条 件 等 に 応 じ て 行 わ れ ま す の で、
TF2020の期間中である現時点では、当社株式の交付及び
金銭の支給を行うかどうか、並びに、行う場合に交付す
る当社株式及び支給する金銭の額は確定していません。
　なお、PSU制度では、重大な不正会計または巨額損失が
発生した場合、PSU制度に係る報酬額として支給した報酬
の全部または一部を無償で返還請求できるクローバック
条項を設定しています。

(イメージ図2)

基本報酬
1

年次インセンティブ
0.5

（0〜1）

中長期インセンティブ
0.5

（0〜0.5）

内部統制システム
当社グループでは、財務報告の信頼性の確保および意思

決定の適正性の確保などを含めた『YOKOGAWAグループ内
部統制システム』を定めており、取締役の職務の執行が法
令および定款に適合することを確保するための体制その
他株式会社の業務並びに当該株式会社およびその子会社
から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要な
ものとして法務省令で定める体制として、当社グループの
業務が適正かつ効率的に実施されることを確保するため
の内部統制システムを整備しています。

また、監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制の一環として、現在、監査役会として弁護士と
顧問契約を締結しています。

YOKOGAWAグループ内部統制の一環として、お客様とお取
引先様との関わりを含む業務プロセス全般について、サプラ
イチェーン・マネジメント体制を整えています。サプライ

※ 業績目標を達成した場合の基本報酬と年次インセンティブの比率は、以下イメージ
図1のとおり、役位別にその比率に差はあるものの、平均して1対0.5になるよう
に設計しています。なお、この比率は業績目標の達成度合いによっては、1対0
から1対1の間で変動する場合があります。

※  中長期インセンティブの支給年度において、年次インセンティブ、中長期イン
センティブそれぞれの業績目標を達成した場合の基本報酬との比率は、以下イ
メージ図2のとおり、役位別にその比率に差はあるものの、平均して 1対0.5対
0.5 になるように設計しています。なお、この比率は年次インセンティブ及び中
長期インセンティブそれぞれの業績目標の達成度合いによっては、1対0対0 か
ら 1対1対0.5 の間で変動する場合があります。
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コーポレートガバナンス

コンプライアンス推進に向けた取り組み例

 啓発・教育活動：集合研修200回超＆eラーニング約8,500名実施
グループ全体へのコンプライアンス意識の浸透と定着を目指し、2018年度も当社および国内・海外グループ会社

でコンプライアンス研修を行ったほか、国内では、マネージャー昇格時、海外赴任時、新入社員の入社時などの機会
でも、役割に応じた研修を行いました。

また、当社および国内グループ会社の全社員を対象としたコンプライアンス週間も毎年実施しており、eラーニン
グによる学習やスローガンの公募などを行い、コンプライアンスへの理解を深め、意識の向上を図っています。

 コンプライアンス意識サーベイ：95%超の回答率
コンプライアンス意識の浸透状況を把握し推進活動に役立てるためのコンプライアンス意識サーベイを、毎年全

社員に対して実施しています。調査結果については、グループ内で公開・共有するとともに、職場・職位別に分析して
次年度の施策に結びつけています。

 通報・相談窓口の設置：95%の認知度
コンプライアンスに関わる問題点を早期に発見し、不正を未然に防止するための通報・相談窓口を設置していま

す。国内では、社内相談窓口と、弁護士による社外相談窓口の2つの窓口を設置しています。窓口の運用にあたって
は、守秘義務を遵守し、迅速に対応処理しています。

チェーンの一環である購買プロセスに関しては、企業理念や
企業行動規範に基づいた「グループ購買プロセス管理規程」
を定め、公平で公正な取引の実施を定めています。事業を行う
国と地域の法令を遵守した取引を行い、環境保全や人権に
配慮したサプライチェーンの展開に注力し、紛争鉱物問題に
も取り組んでいます。また、サプライチェーンに関する取
り組みを効率的、効果的に行うため、JEITA※資材委員会などの
業界団体の委員会に参加して他社との協働を進めています。

リスク管理
グループのリスク管理に関する基本的事項を定め、その

活動を円滑かつ効果的に推進することを目的に「リスク
管理規程」を定めています。同規程に基づき、リスク管理委
員会が、重点的に管理すべき重大なリスクを選定するとと
もに、そのモニタリング方法を決定し、取締役会に報告し
ています。代表取締役社長はリスク管理委員長としてリスク
管理の統括責任を持っています。

グループの各組織は、リスクを洗い出し、評価するとと
もに対応策を立案・実行しています。内部監査担当部署は、
グループのリスク管理プロセスの有効性を評価し、重要な
事項は取締役会および監査役に報告しています。

グループの危機事象に対する対応を、「グループ危機管
理規程」として定めています。代表取締役社長が危機管理
委員長として、グループにおいて危機事象が発生した際の
情報伝達および指揮命令を統制し、人的な安全の確保およ
び経済的な損失の最小化を図ります。

情報セキュリティについては、「グループ情報セキュリ
ティマネジメント規程」により、グループにおける秘密情
報の保護や取り扱いについて定め、徹底を図っています。

コンプライアンス
当社グループでは、コンプライアンスの基本原則を

「YOKOGAWAグループ行動規範」  として定めており、取
締役が率先して企業倫理の遵守と浸透にあたっています。

行動規範は企業として適正な活動をするための行動指
針であり、「YOKOGAWAグループの基本方針」、「YOKOGAWA
グループの行動規準」が記載されています。

また、日常業務の中で遭遇する問題について遵守すべ
き事項は、「YOKOGAWAグループコンプライアンスガイ
ドライン」および「贈収賄防止ガイドライン」に定めてい
ます。

詳細はP.66　YOKOGAWAグループ行動規範

※ JEITA 一般社団法人電子情報技術産業協会
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● 意識サーベイ結果分析
● 活動の振り返りと問題分析

●  前年の反省とサーベイ結果に
　基づいた年間活動計画策定

● 意識サーベイ実施
● ヘルプラインの運営状況の検証

●  活動計画実行
　・教育活動
　・啓発活動
　・規定・マニュアルの整備
●  ヘルプラインの適正な運営

Act Plan

Check Do

奈良代表取締役社長より

良き市民であり続けることは私たちにとって最優先事項です。法令

遵守はもちろん、企業として社会からの信頼や期待に応えるべく、

コンプライアンスファーストの意識を常に強くもって、行動し

ます。

＜PDCAサイクルによるコンプライアンス推進活動＞

さらに、当社グループでは、コンプライアンス体制の
整備と問題点の把握、対処のために、企業倫理担当部署を
設置し、コンプライアンス経営を強力に推進しています。
不正や不祥事を未然に防ぐために、「不正をしない風土」と

「不正をさせない仕組み」を構築し、健全で風通しの良い
企業グループを目指すことで、投資家の皆様をはじめと
するステークホルダーの期待に応えていきます。

2本の柱

意識の変革 ルールの適正化・徹底
●リーダーのメッセージ
●教育と研修
●コミュニケーションの活性化
●風通しの良い職場づくり

●推進者、通報・相談窓口の活用
●違反者への懲戒
●システム改定他再発防止策
●規定・マニュアルの整備

法令・ルールを
遵守した業務運営の

実践、定着
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コーポレートガバナンス

1994年にYOKOGAWAグループの行動規範を定め、企業倫理の遵守と浸透に努めてきています。近年、法令やルールの

遵守だけでなく、人権の尊重を含め、国連のグローバルコンパクトなど国際的な行動指針を尊重することなど、より広範

第1章　YOKOGAWAグループの基本方針

1.1（企業理念の実現）
私たちは、「YOKOGAWAは計測と制御と情報をテーマにより豊
かな人間社会の実現に貢献する　YOKOGAWA人は良き市民で
あり勇気をもった開拓者であれ」 という企業理念に基づいて
行動します。

1.2（法令の遵守と社会との協調）
（1）　 私たちは、それぞれの国や地域の法令を遵守するととも

に、社会規範や国際的な行動指針を尊重し、高い倫理観を
もって行動します。

（2）　 私たちは、それぞれの国や地域の文化や慣習を尊重し
ます。

1.3（人権の尊重）
（1）　 私たちは、国際的に求められている人権を理解し、あらゆ

る人の尊厳と人権を尊重します。
（2）　 私たちは、事業活動を通じて人権侵害を引き起こしたり

助長したりすることのないように取り組み、そのような
状況を発見した場合には速やかに対処します。

1.4（公正な事業慣行）
（1）　 私たちは、贈収賄や利益供与などあらゆる形態の腐敗に

は関与せず、公正で誠実に事業活動を行うとともに、すべ
てのステークホルダーとも健全な関係を保ちます。

（2）　 私たちは、不当・不法な要求には毅然として対応し、市民
社会の秩序や安全に脅威を与え、犯罪行為を助長するよ
うな行為や組織とはかかわり合いをもちません。

1.5（社会・環境への貢献）
（1）　 私たちは、社会的に有用で安全な製品やサービスを開発・

提供し、お客様の課題の解決を通じて、持続可能な社会の
実現に貢献します。

（2）　 私たちは、持続可能な社会の実現に向けた取り組みは人
類共通の課題であり、企業の存続に必須の要件と理解し、
主体的に行動します。

1.6（ステークホルダーとの信頼関係）
私たちは、すべてのステークホルダーに対して適切で公平な
情報開示を行うとともに、建設的な対話を通じて、信頼関係を
維持・発展させます。

第2章　YOKOGAWAグループの行動規準

2.1（お客様との関係）
（1）　安全、高品質な製品・サービスの提供

私たちは、安全で高品質な製品やサービスを提供するこ
とで、お客様の課題解決に貢献し、長期的なパートナーシ
ップを築き、ともに成長していくことを目指します。

（2）　適切な情報の提供
私たちは、お客様に製品やサービスを安全に、満足して使
用いただくために、必要な情報を、正確に、適切な方法で
提供します。

（3）　お客様との接待・贈答
私たちは、お客様や販売パートナーとの間で、健全な商慣
習や社会的、国際的な常識を逸脱するような接待・贈答・
金銭の授受は行いません。

2.2（株主との関係）
（1）　適時・適切な情報開示

私たちは、株主に積極的かつ適時・適切に必要な情報を開
示し、市場から信頼される透明性の高い経営を目指します。

（2）　利益供与の禁止
私たちは、株主の権利行使に関し、一切の利益供与を行う
ことなく、健全で透明な関係を維持します。

2.3（会社と社員の関係）
（1）　強制労働・児童労働の禁止　

私たちは、世界のいかなる職場においても、強制労働およ
び児童労働を認めません。

（2）　差別の排除と働きやすい環境作り
私たちは、人種、皮膚の色、性、宗教、政治的見解、出身国、社会
的出自、障害の有無その他の状況に基づく差別を行いません。
また、私たちは社員の能力を高め、多様性、人格、個性を尊
重する働き方の実現に努め、健康と安全に配慮した、より
働きやすい職場環境の実現に向けて取り組んでいきます。

（3）　労働者の権利の尊重
私たちは、法令や労働契約を遵守し、労働組合に参加する
自由を含め労働者の権利を尊重します。また、十分なコミ
ュニケーションを通じて労使間の信頼関係の維持・発展
に努めます。

（4）　嫌がらせ（ハラスメント）の禁止
私たちは、お互いを尊重し、セクシャルハラスメント、パワーハ
ラスメントなど嫌がらせ行為を許さない企業風土を築きます。

詳細解説　YOKOGAWAグループ行動規範

YOKOGAWAグループ行動規範
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囲にわたりコンプライアンスに取り組むことが企業に求められています。このような中、2019年7月に「YOKOGAWA

グループ行動規範」の構成と内容を見直しました。

2.4（地域や社会との関係）
（1）　地球環境保全

私たちは、環境負荷を低減する製品やサービスを提供し、
お客様とともに地球環境保全に取り組みます。また、環境
に関する法令を遵守するとともに、あらゆる場面で環境
保全に配慮して行動します。

（2）　地域の発展への貢献
私たちは、良き市民として地域社会と協力関係を築き、地
域での雇用などを通じて、事業を展開する国や地域の持
続可能な発展に寄与します。

2.5（取引先との関係）
（1）　不公正な取引の禁止

私たちは、取引先との信頼関係を基本に公正な取引を行い
ます。取引先に対し、不当な差別や、優位な立場を利用して
一方的な条件を押しつけるような行為は一切行いません。

（2）　取引先との接待･贈答
私たちは、外注先・納入業者などの取引先からの接待・贈
答は辞退します。

2.6（競争会社との関係）
（1）　公正で自由な市場競争

私たちは、それぞれの国や地域において定められた公正
な競争、公正な取引に関する法令を遵守し、カルテルなど
の競争制限的合意、不公正な取引方法、不当表示などの違
法行為は行わず、公正で自由な競争を推進します。

（2）　知的財産権の尊重
私たちは、私たちが保有する知的財産権が、他者から不当
な侵害を受けることのないよう保護するのと同様に、私
たちも他者の知的財産権を尊重し、またそれを侵害する
ことのないよう努めます。

2.7（政治や行政との関係）
（1）　公務員などへの接待・贈答の禁止

私たちは、政治家や公務員等に対し、贈賄と受け取られる
ような接待や贈答などの利益の供与は決して行わず、健
全で透明な関係を維持します。

（2）　政治献金の規制　
私たちは、政治献金に関する法令を遵守し、法令で許容
された範囲を超える寄付や献金などは行いません。

2.8（国際取引における遵守事項）
（1）　安全保障貿易管理

私たちは、安全保障貿易管理に関する法令を遵守し、国際
的な平和と安全の維持に協力します。法令の定める兵器
や兵器の開発に使用または転用のおそれのある場合や、
規制対象の貨物輸出や技術の提供にあたっては、許可申
請などの手続きを守り、これに違反する行為は行いま
せん。

（2）　適正な納税
私たちは、各国税法等を遵守し、適正な価格で製品および
サービスを提供するとともに、不正な租税回避を行わず、
国際的に適切な納税を行い、公共財政に貢献します。

2.9（グループ財産の適正な使用と管理）
（1）　グループ財産の適正な使用と保全

私たちは、YOKOGAWAグループの有形・無形の資産を事
業活動のために適切に使用・保全し、自己または第三者の
利益の目的に流用しません。

（2）　情報セキュリティ管理の徹底
私たちは、業務上知り得たYOKOGAWAグループおよび第
三者の秘密情報に関する守秘義務を負っています。在職
中のみならず退職後においても、秘密を保持します。
また、情報機器やその他の情報システムの使用・運営にあ
たっては、セキュリティに関する会社の規程を遵守し、情
報の漏洩や毀損の防止に努めます。

（3）　利益相反行為の禁止
私たちは、自己または第三者の利益を図ることにより、会
社の利益を損なうことのないよう、またはそのおそれが
ないよう行動します。会社の取引および会社の資産の活
用は、会社の利益を基準に判断され、実行されるべきもの
です。

2.10（経営陣の責任）
経営陣は、率先して本行動規範に則り、健全な事業運営を行
います。本行動規範に反するような事態が発生した場合に
は、速やかに是正措置と再発防止に努めるとともに、自らを
含め、対象者を厳正に処分します。
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