
グループ会社の事業内容、事業特性に鑑
み、意思決定の迅速化と業務執行責任の明
確化を目的として執行役員制・カンパニー
制を採用するとともに、これを統制する企業
統治体制として取締役会、監査役（会）、会
計監査人および業務執行上の重要事項を
審議する機関としてマネジメント・コミッ
ティを置いており、経営上の意思決定、監
督、執行および経営監視の機能を明確に区
分しています。
　なお、マネジメント・コミッティには常勤監
査役も出席し、重要な取締役会付議案件は
事前に審査論点を整理した上で取締役会に
上程することで、取締役会における意思決
定の適正化および効率化を図っています。
　現在、ナブテスコの取締役会は2名の社
外取締役を含む10名で構成しています。ま
た、取締役の経営責任の明確化を図るた

め、取締役の任期は定款で1年と定めてい
ます。さらに、取締役会の諮問機関として社
外役員2名を含む3名からなる報酬委員会
を設置し、常勤取締役および執行役員の処
遇の大綱ならびにその運用について審議
し、適正化に資しています。
　ナブテスコの監査役会は、3名の社外監
査役を含め5名で構成しています。さらにグ
ループ会社の監査役を含めたグループ監
査役会を設置し、グループ監査体制の強化
を図っています。
　これらの体制を整備、強化することによ
り、業務執行の迅速化および機動性を維持
しつつ、企業統治体制の強化と責任の明確
化を図り、ナブテスコグループの企業価値
向上に資する効率的かつ透明性の高い企
業経営を実現いたします。

会社の機関の説明コーポレートガバナンスの体制図（2014年度）

コーポレート・ガバナンス

*１：Product	Liability（製造物責任）
*２：	Environment,	Safety	&	Health（環境・安全・健康）
*３：	通常の職制ラインによらず、直接コンプライアンス本部に報告で
きるようになっています。

機関名 概要

取締役会

取締役会は2名の社外取締役を含め10名で構成し、当社グ
ループの基本方針・基本戦略の策定、重要業務の執行に関す
る決定および業務執行の監督を行う機関として、原則月1回以
上開催しています。2014年度は18回開催しています。

執行役員

取締役会の方針・戦略・監督のもとに業務執行に専念する体制と
して執行役員制を採っています。主要なグループ会社2社の代表
者である執行役員を含めた20名で構成し、執行役員会を定例会
議として開催しています。2014年度は10回開催しています。

監査役（会）

当社の監査役会は、3名の社外監査役を含め5名で構成してお
り、グループ経営の強化に対応して、グループ会社の監査役を
含めたグループ監査役会を設置し、監査体制を強化していま
す。2014年度は当社監査役会を13回、グループ監査役会を2
回開催しています。さらに、内部監査部門と内部統制を推進す
る経理部門およびコンプライアンス・リスク管理所管部門との
連携を強化するため、年2回の情報交換会を行っています。

マネジメント・ 
コミッティ

取締役会の決定する方針に基づき、当社グループの業務執行
に関する重要事項の審議、業務報告、業務執行の報告をする機
関として、常勤取締役および執行役員等で構成された「マネジ
メント・コミッティ」を設けており、原則月1回開催しています。
2014年度は23回開催されました。

業務監査部

健全な経営管理の遂行に資することを目的とし、当社グループ
の経営活動の効率的な運用と質的な向上を図るため、業務監
査部（8名）を設置し、内部業務監査機能を強化しています。
2014年度も、本社部門、社内カンパニーおよび連結子会社の
内部業務監査を実施しています。

報酬委員会

当社は、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取
締役および執行役員の処遇の大綱およびその運用について
審議し、適正化に資しています。
なお、当該委員会は社外役員2名を含む3名で構成されてい
ます。

コーポレート・ガバナンスの状況

株主総会

会計監査人
監査役会
監査役5名 

（うち社外3名）

報酬委員会

グループ品質・PL*1委員会

業務監査部

取締役会
取締役10名 

（うち社外2名）

法務部

コンプライアンス推進部

企業倫理ホットライン*3

グループESH*2委員会

執行役員会 執行役員

事業グループ

コンプライアンス本部

マネジメント・ 
コミッティ

CEO 
（社長）

取締役会における 
社外取締役（2014年度）

10名
2名

監査役会における 
社外監査役（2014年度）

5名
3名
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当社は、社外取締役および社外監査役（以
下、併せて「社外役員」という）の独立性を客
観的に判断するために、以下のとおり独自の
基準を定めています。社外取締役2名および

社外監査役3名の計5名は以下の独立性に
関する基準および東京証券取引所が定める
独立性の基準を満たしており、独立役員と
して届け出ています。

社外役員の選任にあたっての独立性の明確化

社外役員の独立性に関する基準

当社は、以下のすべての要件に該当する場合、当該社外役員に独立性があると判断します。
1. 当社および当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」という）の業務執行者でないこと
2. 当社の現在の大株主※1又はその業務執行者でないこと
3. 当社グループの主要な借入先※2の業務執行者でないこと
4.  当社グループの主要な取引先（年間取引額が連結売上高の５％を超える）又はその業務執行

者でないこと
5.  当社グループを主要な取引先（年間取引額が相手方の連結売上高の５％を超える）とする者又

はその業務執行者でないこと
6.  コンサルタント、会計専門家、法律専門家として、当社グループから役員報酬以外に多額の報酬

（年間600万円超）を受けていないこと（当該社外役員が属する法人、組合等の団体が報酬を
受けている場合を含む。）

7. 当社グループの業務執行者の配偶者又は２親等以内の親族でないこと
8. 過去３年間において、上記1.から6.までのいずれにも該当していない者

※1	総議決権の５％超の議決権を直接又は間接的に保有している者又は直近の株主名簿上の大株主上位10位以内の者
※2	 	当社グループが借入れをしている金融機関グループ（直接の借入先が属する連結グループに属する者をいう。）であって、直前事業年

度末における当社グループの当該金融機関グループからの全借入額が当社グループの連結総資産の２％を超える者

99.4%
取締役会の平均出席率

（2014年度）

(社外取締役 97.2%)

97.8%
監査役会の平均出席率

（2014年度）

(社外監査役 96.3%)

2014年度取締役会・監査役会の出席状況

取締役会

平均出席率 99.4%

社外取締役の平均出席率 97.2%

小谷　和朗 代表取締役社長	
CEO 100.0%

三代　洋右 代表取締役 100.0%

坂本　勉 代表取締役 100.0%

青井　博之 取締役 100.0%

長田　信隆 取締役 100.0%

中村　賢一 取締役 100.0%

坂井　宏彰 取締役 100.0%

吉川　敏夫 取締役 100.0%

山中　信義 社外取締役 94.4%

藤原　裕 社外取締役 100.0%

監査役会

平均出席率 97.8%

社外監査役の平均出席率 96.3%

髙橋　信彦 監査役 100.0%

今村　正夫 監査役 100.0%

石丸　哲也 社外監査役 100.0%

山田　正彦 社外監査役 100.0%

三谷　紘 社外監査役 88.9%

WEB

社外役員の活動状況 
第12回株主総会 
招集ご通知（P.30）
http://www.nabtesco.
com/library/pdf/
shareholders_meeting/
shoushuu_12.pdf
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取締役の報酬等については、取締役1名と
社外役員2名で構成された報酬委員会によ
る審議・答申を受け、取締役会にて決定して
います。
　取締役の報酬体系は、経営方針に従い株
主の皆さまの期待に応えるよう、取締役が
継続的かつ中長期的な業績の向上に対す

るインセンティブとして機能することを基本
方針とし、当社グループ全体の企業価値の
増大に資するものとしています。報酬委員会
はこの趣旨に基づき、取締役が受ける個人
別の報酬等に関する方針を定め、報酬等の
額を審議・答申しています。

取締役・監査役の報酬

報酬委員会

取締役の報酬は、固定報酬と短期業績を反
映した業績連動報酬からなる「月次報酬」お
よび中長期的業績が反映できる「株式報酬
型ストックオプション」で構成しています。な
お、報酬水準、報酬の構成等については、経
営環境の変化に対応して適時・適切に見直
しを行っています。「業績連動報酬」は、年
度業績および年度業績目標の達成度に応
じて支給額を決定いたします。なお、主要な
業績管理指標としては、売上高、営業利益、

ROA、ROEを採用しています。
　「株式報酬型ストックオプション」は、株主
視点に立った株価連動報酬として、取締役
に新株予約権を付与するものであり、権利
付与数は役位に応じて個人別に決定してい
ます。
　取締役に対する懲戒については取締役会
決定事項（ナブテスコグループ責任・権限規
程）としており、懲戒等に関する事項につい
てもそこで審議・決定いたします。

取締役の報酬体系

コーポレート・ガバナンス

区分 対象人員 報酬等の総額
報酬等の内訳

月次報酬等 株式報酬型	
ストックオプション

取締役 
（うち社外取締役）

12名	
（3名）

296	
（18）

231	
（18） 65

監査役 
（うち社外監査役）

5名	
（3名）

71	
（19）

71	
（19） —

計 17名 367 302 65

取締役および監査役の報酬等の総額（2014年度） （単位：百万円）

（注）	1.	 	当社の役員報酬は、取締役については、月次報酬（固定報酬と業績連動報酬により構成）および株式報酬型ストックオプション
で構成されており、監査役（社外監査役を含む）については固定報酬のみとなっています。

	 2.	上記対象人員には、当期中の退任取締役2名を含んでいます。
	 3.	取締役の報酬等の限度額は次のとおりです。
	 	 ①月次報酬等	 年額350百万円（うち社外取締役30百万円）
	 	 ②株式報酬型ストックオプション	 年額100百万円
	 	 （①は2012年6月26日開催の第9回定時株主総会、②は2009年6月24日開催の第6回定時株主総会決議）
	 4.	監査役の報酬等の限度額は次のとおりです。
	 	 年額80百万円（2009年6月24日開催の第６回定時株主総会決議）
	 5.	 	上記報酬等の額のほか、社外監査役1名が当社連結子会社であるナブコドア株式会社の社外監査役として受けた報酬は2百万

円です。
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ナブテスコグループは、「内部統制システム
構築の基本方針」に基づき、経営の効率化、
コンプライアンス、情報管理、リスクマネジ
メント、監査役会との連携など、内部統制に

係る全てのテーマを一貫した理念に基づい
て整備し、一連の内部統制システムとして
構築していくことを目指しています。

内部統制システムの整備の状況

内部統制においては、企業理念、企業倫理
綱領およびグループ行動基準を適正かつ
公正な事業活動の拠り所とし、取締役、監
査役および全てのグループ社員はこれらを
順守することを基本としています。
　内部統制推進の最高責任者はCEOと
し、その推進においてCEOを補佐するため、

コンプライアンス本部を設置するとともに、
取締役会は事業環境や社会的要請の変
化、法規制の改正、リスクの多様化等に応
じて内部統制システムの整備に関し、継続
的に検討を重ね、毎年1回その他必要に応
じて見直しを行います。

内部統制システム構築の基本方針の概要

中長期の業績目標の達成を強く志向させる
とともに、取締役が株価上昇によるメリット
のみならず株価下落によるリスクまでも株
主の皆さまと共有することで、中長期に継
続した業績向上と企業価値増大への貢献
意欲を一層高めることを目的に、中長期業
績に連動した「株式報酬型ストックオプショ
ン」を導入しています。
　長期業績連動の「株式報酬型ストックオ

プション」は、2009年度に退職慰労金制度
を廃止し、導入しました（2009年６月24日
開催の第６回定時株主総会決議）。中期業
績連動の「株式報酬型ストックオプション」
は、2014年５月９日公表の「ナブテスコグ
ループ中期経営計画」の業績目標の達成度
に応じた株式報酬型ストックオプションとし
て導入しました（2014年６月24日開催の
第11回定時株主総会決議）。

株式報酬型ストックオプションについて
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