
INDEX 関連する理念・方針類

● グローバルガバナンスポリシーの導入 

コーポレートガバナンスの強化を目指し、
2016年4月、味の素グループ全体にグロー
バルに適用するグローバルガバナンスポリ
シー（GGP）を導入しました。 ➡P2

● グローバル・ポリシー・マトリクスの制定
グローバルガバナンスを強化するため、グロー
バル・ポリシー・マトリクスを制定しました。
 ➡P3

責任ある経営で企業価値を高める

P1 コーポレートガバナンス
● 企業統治の体制
● リスクマネジメントの体制

P4 コンプライアンス体制
● 「味の素グループ行動規範」 
（Ajinomoto Group Principles【AGP】）
● 従業員へのコンプライアンス教育
● 企業行動委員会によるコンプライアンス活動
● 情報セキュリティの徹底

P8 CSRマネジメント

● 味の素グループ行動規範 理念・方針集 P2 
http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/group/

● 味の素グループセキュリティポリシー 理念・方針集 P15 
http://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/vision/securitypolicy/

● 継続的なコンプライアンス教育や「AGP（行動規範）を考える会」の実施
「味の素グループ行動規範」やコンプライアンス意識の浸透・周知徹底のために、従業員に向け
た教育や「AGP（行動規範）を考える会」による課題提起の場づくりを行っています。

組織統治

2015年度の主な活動

味の素グループ サステナビリティデータブック 2016

➡P5-6
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味の素（株）は、創業時のうま味を通じて国民の栄養改善を目指した志を受け継ぎ、「21世紀の人類社会の課題」である

「地球持続性」「食資源」「健康な生活」の解決に事業を通じて貢献し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることにより、

株主をはじめ顧客・従業員・地域社会等のステークホルダーとの良好な関係を築き、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上、

「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」の実現を目指します。

コーポレート・ガバナンス

Web
「コーポレート・ガバナンス報告書」
http://www.ajinomoto.com/jp/ir/pdf/
Governance_J.pdf

「味の素グループ 統合報告書2016」
https://www.ajinomoto.com/jp/aboutus/pdf/
integrated_report.pdf

　味の素（株）の取締役会は、社外取締役3名を含む13名の取締役により、経営の最高意思

決定機関として、法令および定款に定める事項その他の重要事項を決定し、取締役および執

行役員の業務を監督しています。取締役の員数は、定款の定めにより15名以内としています。

　取締役会は、社外取締役3名を含む4名の取締役により構成される役員等指名諮問委員

会の答申を受け、取締役、執行役員等の候補者を決定し、3名の社外取締役を含む5名の取

締役により構成される役員等報酬諮問委員会の答申を受け、取締役、執行役員等の報酬を

決定しています。

　監査役は、社外監査役3名を含む5名の監査役により監査を実施しています。監査役会は、

取締役会の議題についての事前審査、各監査役の活動状況・活動結果の共有、意見交換

を行っています。監査部は、内部監査規程および監査計画に従い、業務運営組織に対して

業務監査を、関係会社に対して経営監査・業務監査を実施しています。

■ 経営・監査・監督

■ コーポレート・ガバナンス体制

企業統治の体制

味の素（株）は、取締役会が重要な業

務執行の意思決定と取締役および執

行役員の業務執行の監督を行い、監査

役が取締役の業務執行監査を行う、二

重のチェック体制により業務の適正が

確保されると考え、現在の監査役設置

会社の体制を選択しています。

企業統治の体制を採用する理由

監査役室

株主総会 

選解任議案の決定

選解任

【監査】 【経営・監督】

【業務執行】

監査

内部統制

リスク管理

経営の意思決定
権限委譲

監督

監査役の選解任

連携

権限委譲・統括

監督 監督

補助

常勤監査役（2名）

社外監査役（3名）

監査役会

社外取締役（3名）

社内取締役（10名）

取締役会

最高経営責任者（取締役社長）

執行役員

企画・事業支援部門

関係会社 関係会社 関係会社

監査部

企業行動委員会

リスクマネジメント委員会

投融資・事業審査委員会

企業提携等審議会 執行役員

事業部門

会計監査人

連携

報告

報告・事前審査

取締役の選解任

役員等指名諮問委員会
役員等報酬諮問委員会

答申

取締役副社長執行役員

取締役専務執行役員

取締役常務執行役員

経営会議
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味の素（株）
各事業所／支社

（窓口）総務人事担当部門

 味の素
グループ会社

（窓口）リスクマネジメント
委員会事務局

経営リスク検討小委員会

（連携・報告）
（答申）

（
指
示
・
報
告
）

（
情
報
共
有
・
支
援
）

味
の
素（
株
）経
営
会
議

リスクマネジメント委員会

委員 ：監査部長、総務・リスク管理部長、経営企画部長、人事部長、財務・経理部長、法務部長、品質保証部長、
グローバルコミュニケーション部長、広報部長、研究開発企画部長、情報企画部長、生産戦略部長

オブザーバー ：常勤監査役（1名）

事務局 ：総務・リスク管理部

委員長 ：最高経営責任者の指名する取締役たる役付執行役員（現在：取締役副社長執行役員）

副委員長  ：委員長が指名する役付執行役員（現在：取締役専務執行役員および取締役常務執行役員から、各1名）

コーポレート・ガバナンス

TOPICS

グローバルガバナンスポリシーの導入

■ リスクマネジメント委員会の役割

リスクマネジメントの体制

2014-2016中期経営計画で目標として掲げる「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を目指していく中で、味の素グループ

はグローバルトップクラスにふさわしいコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。

 2016年4月に味の素グループ全体にグローバルに適用するグローバルガバナンスポリシー（GGP）を導入し、本社機能を「統率するHQ

（Headquarters）」、現場機能を「任される現場」として明確に位置づけることでグループガバナンスを強化し、現場の機動力と効率

性を高め、海外での飛躍的成長を図っています。

グローバルガバナンスポリシー

「統率するHQ」のプラットフォームづくりと
して、味の素（株）本社のグローバル機能を
再編し、グループ・グローバル経営の視点に
立った役割を明確化するため、2016年4月に

「グローバルコーポレート」を設置
（2017年4月にも第二期再編予定）

海外での飛躍的成長を実現するための現場での意思決定のスピード向上

「機動力」と「効率性」を目指したマネジメントへの転換

経営／コーポレート（統率するHQ）

地域本部／事業／個社（任される現場）

・権限委譲の拡大
－対象：アセアン・ラテンアメリカ等の重要法人・地域
－権限：新商品発売・固定資産取得　等

・任せるためのレポーティングシステム導入

　味の素（株）は、取締役が経営の意思決定を、執行役員が業務執行を担うことにより、経営と執行を分離する執行役員制を採用しています。

　取締役社長は、最高経営責任者として、取締役会の決議を執行し、会社の業務を統括しています。他の常勤の取締役も、取締役会長および

執行役員による業務執行の監督を主たる任務とする取締役を除き、執行役員を兼任しています。執行役員は、取締役会の授権に基づき、分担し

て会社の業務を執行しています。

　経営会議は、取締役たる役付執行役員により構成され、会社の経営に関する基本的方針について協議し、会社の業務執行に関する重要事

項を決定しています。

　業務運営組織は、企画・事業支援部門および事業部門に区分し、各業務運営組織は、担当執行役員の指揮監督を受け、所管する業務を処

理しています。取締役たる役付執行役員は、担当する組織の業務の執行に関して、経営会議主務者としてすべての業務執行を統括しています。

■ 業務執行
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TOPICS

グローバル・ポリシー・マトリクス

　味の素グループは2002年にリスクマネジメント委員会を設置し、「戦略的なリスクマネジメ

ントの推進により、味の素グループをリスクに強い体質にし、企業価値の向上を図る」という、

味の素グループ・リスクマネジメント基本方針のもと、リスクの事前予防を基本に、事故や事

件などの危機が発生した際の対応力強化に取り組んでいます。

　各単位組織にリスク責任者（単位組織長）とリスク担当者を置き、自律的にPDCAを回し

たリスクマネジメントを徹底し、ボトムアップ方式で積み上げたリスクを集計・分析することで、グ

ループ全体のリスクの傾向を捉えています。2015年度は、①意図的異物混入などの品質トラ

ブルを中心とした「製品・生産・物流リスク」、②各国の法令対応などの「リーガル・リスク」、③

営業秘密漏洩等の「情報管理リスク」の3項目が、味の素グループの3大リスクとなりました。

　一方、大きくかつ急速に変化しつつある、グローバルな政治・経済・社会情勢などビジネス

を取り巻くマクロ環境を考慮し、ボトムアップ方式では捕捉しきれない、組織横断的に管理

すべきリスク・テーマを集約した「全社重要リスク」を策定しています。①「地政学的マクロ環

境リスク」、②「グローバル競争リスク」、③「グローバル気候変動リスク」、④「レピュテーショ

ン・リスク」、⑤「ICT等技術革新リスク」などが、「全社重要リスク」として挙げられ、全社的

な対応を進めています。

　また、昨今の世界情勢を受け、グローバルな危機管理の強化も重要な課題となっていま

す。リスクマネジメント委員会から、グループ全体へ注意喚起文書を発信しリスク情報を共有

するとともに、必要に応じた出張規制等の通達文によりグループ従業員の安全確保を心が

けています。

コーポレート・ガバナンス

■ リスクマネジメント委員会

味の素グループでは、グローバルガバナンスを強化するため、グローバル・ポリシー・マトリクスを制定し、重要なポリシー＆プロシージャー

（P&P）を整備して、グローバルガバナンスポリシーのもとで運営しています。

味の素グループ贈賄防止ポリシー
味の素グループでは、外国公務員贈賄禁⽌関連法への違反をグローバル・ビジネスにおける主要なリ
スクの一つと認識し、2013年度から対応策を検討してきました。
従来から、いかなる贈賄も行わないことを「味の素グループ行動規範」において明言していますが、
2016年7月に、「味の素グループ贈賄防⽌ポリシー」を作成し、あらためて社内外に宣言しました。

行動規範 法務 税務・貿易・購買 総務 会計・資金 人事その他

独占禁⽌法
その他の法律遵守

贈賄防⽌ポリシー

内部取引防⽌規程

営業秘密管理基準

グループ知的財産
活用ポリシー

ブランドロゴ使用規程

グローバル・
タックス・ポリシー

購買基本方針

リスクマネジメント

事業継続計画

経理規程

財務取引規程

外国為替リスク管理
基本方針

グループ会社資金調達
基本方針

情報取扱規程

環境規程

品質保証規程

防災及び労働安全衛生
基本理念

内部監査規程

投資採算性評価基準

グローバル・タックス・ポリシー
味の素グループは、税法を遵守し、OECD等の国際機関が公表している租税に関するガイドライン等にも準拠して、事業
活動を行っています。株主価値最大化のために、税務リスクを極小化し、連結フリー・キャッシュ・フローを最大化すべく、グ
ローバル・タックス・ポリシーを制定しています。なお、味の素グループでは、事業目的や実態の伴わない組織形態により税
金を回避することは行わず、国内法や国際法の精神に則り、例えばタックス・ヘイブンは活用しません。

• 税法の遵守
• 税務リスクの極小化
• 連結フリー・キャッシュ・フローの最大化
• 事業活動の一環
• 株主に対する説明責任

 理念・方針集 P11参照
味の素グローバル・タックス・ポリシー

 理念・方針集 P13参照
味の素グループ贈賄防⽌ポリシー
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  「味の素グループ行動規範」（以下、AGP）は、味の素グループ各社の役員および従業員

一人ひとりが日々理解し実践すべき行動の在り方を示したもので、同時に、誠実に遵守する

ことをすべてのステークホルダーに約束するものです。2014年にグローバルガバナンスの強

化を目的に全グループで統一されたAGPは、日本語・英語を基本言語に味の素グループが

事業展開する地域／国の全21言語※に翻訳され、Webサイトでも公開しています。

　今後も、企業行動委員会による各種活動、グループ各社での様々な取り組みを通じ、全役

員・従業員への浸透を図っていきます。

　ASVを味の素グループの成長を支える顧客価値創造の中核に置き、ASVを通じてビジョ

ンを具体的に実現することを示すため、従来、理念・味の素グループWay（以下、Way）・行動

規範のすべてを含んで定義されていたAGPは、今後「行動規範」として定義します。

　従来の理念で掲げていた体系は、グローバル標準であるMission、Vision、Valueに再

編した上で、ミッション・ビジョン・ASV・Way・行動規範を包含した新たな理念体系は「Our 

Philosophy」として設定され、再編後の新しい体系においてWayと行動規範はミッション・ビ

ジョン・ASVを支える重要な基盤として、一体的に運営されていきます。

1.　安全性の高い高品質な商品・サービスの提供

　1.1　安全性の高い高品質な商品・サービスの開発・提供

　1.2　品質保証活動

　1.3　適切な情報提供とコミュニケーション

　1.4　広告やマーケティング活動

2.　地球環境とサステナビリティ（持続可能性）への貢献

　2.1　事業活動を通じての環境貢献

　2.2　社会との環境コミュニケーション

3.　公正で透明な取引

　3.1　独占禁⽌法等の遵守

　3.2　公正な購買取引

　3.3　購買取引における社会的責任

　3.4　適正な交際・儀礼

　3.5　贈賄の禁⽌

　3.6　反社会的勢力と関係を持たない

　3.7　輸出入管理

4.　人権の取り組み

　4.1　人権の尊重

　4.2　労働における基本的原則・権利

5.　従業員の人財育成と安全確保

　5.1　均等な雇用機会と公正な人事・処遇

　5.2　企業の発展と個人の成長

　5.3　差別、ハラスメントの禁⽌

　5.4　安全で働きやすい職場づくり

6.　コミュニティとともに

　6.1　事業活動を通した社会への貢献

　6.2　地域文化の尊重

　6.3　NGO・NPOとの連携

　6.4　寄付、賛助活動、財団運営

7.　株主・投資家をはじめとしたステークホルダーへの責任

　7.1　適切な情報開示

　7.2　財務報告の信頼性の確保

　7.3　インサイダー取引の禁⽌

8.　会社資産・情報の保護・管理

　8.1　会社資産の管理

　8.2　情報管理

　8.3　知的財産権保護

9.　公私のけじめ

　9.1　利害の対立の回避

　9.2　会社に帰属する取引関係

　9.3　個人の主張と政治活動

味の素グループは、味の素グループの全役員（これに準ずるものを含む）および従業員（嘱託、パート従業員、臨時従業員等、期間を定めて

雇用される従業員を含む）に対して、法令等の遵守だけにとどまらず、「味の素グループ行動規範」に基づく行動と実践を求めています。

「確かなグローバル・スペシャリティ・カンパニー」を目指し、その基盤となるコンプライアンス体制をさらに確固たるものにしていきます。

■ AGPの位置づけ

コンプライアンス体制

※　21言語に翻訳され、Webサイトに掲載
アラビア語、ベンガル語、中国語（簡体字）、中国語（繁体
字）、英語、オランダ（フラマン）語、フランス語、ドイツ語、イ
ンドネシア語、日本語、クメール語、韓国語、マレーシア語、
フィリピノ語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイ
ン語、タイ語、トルコ語、ベトナム語

（英語表記アルファベット順）

Our Philosophy

コーポレートメッセージ

味の素グループWay

味の素グループ行動規範（AGP）

味の素
グループミッション
（Mission）

味の素
グループビジョン
（Vision）

ASV
（Value）

「味の素グループ行動規範」（Ajinomoto Group Principles【AGP】）

■ 味の素グループの目指す姿

AGPの概要

 理念・方針集 P2参照
味の素グループ行動規範
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味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 組織統治 5

　味の素グループでは、「行動規範」の周知徹底のために、教育・研修の実施、ポスターの

掲示、社内イントラネットを使ったメッセージ発信などを行っています。

　味の素（株）企業行動委員会は、「味の素グループ行動規範」（以下、行動規範）の周知

徹底と、「行動規範」に則った企業活動が行われているかをチェックする組織として、1997

年5月に設立され、コンプライアンス活動推進の中核として活動しています。また、主要なグ

ループ各社独自の企業行動委員会を設置し、取り組みを推進しています。

　海外のグループ会社についても主要な法人を中心に独自の企業行動委員会を設置し、

「行動規範」を周知徹底する活動を推進しています。

コンプライアンス体制

「行動規範」啓発ポスター（英語版）

パソコン起動時に立ち上がる「行動規範」啓発画面

従業員へのコンプライアンス教育

企業行動委員会によるコンプライアンス活動

■ 企業行動委員会の役割
事務局（総務・リスク管理部）　※リスクマネジメント委員会事務局と兼務

ホットライン

（
報
告
・
指
示
）

味
の
素
（
株
）
経
営
会
議

味の素
グループ各社
（窓口：企業行動
委員会事務局）

味の素（株）
各事業所

（窓口：総務人事
担当部門）

企業行動委員会

1997年5月設立

ミッション　❶ 「行動規範」の周知徹底　❷ 問題のある事案への対応　❸ 経営活動のチェック　❹ 法律改正の動向把握と対応

構成　委員長：最高経営責任者または最高経営責任者の指名する取締役たる役付執行役員（現在：取締役副社長執行役員）
　　　 委員　：● 監査部長　総務・リスク管理部長　経営企画部長　人事部長　法務部長　グローバルコミュニケーション部長
　　　 　　　 ● 委員長が指名する
　　　　　　　　 ● 食品事業本部およびアミノサイエンス事業本部の単位組織の長各1名 （現在：甘味料部長、化成品部長）
　　　　　　　　 ● 販売に関する事項を行う単位組織の長1名 （現在：東京支社長）
　　　　　　　　 ● 生産に関する事項を行う単位組織の長1名 （現在：川崎事業所長）
　　　　　　　　 ● 研究・開発に関する事項を行う単位組織の長1名 （現在：バイオ・ファイン研究所長）
　　　　　　  ● 労働組合の代表1名
　　　　　　　● その他委員長が指名する者若干名（現在：2名、食品統括部スタッフグループ長、アミノサイエンス統括部スタッフグループ長）

　　　開催 ：3カ月に一度

（計16名）
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味の素グループ サステナビリティデータブック 2016 組織統治 6

　味の素（株）および主要国内グループ会社では、「ホットライン」を内部通報制度の柱とし

て設け、電話、eメール、FAX、手紙など複数の経路で、グループ会社の社員を含め幅広く通

報や相談を受け付けています。通報や相談を行った人のプライバシーを遵守し、通報などを

行ったことにより不利益を被ることがないよう社内規程で定めるとともに、イントラネットやポ

スターにおいても周知を図っています。2015年度よりグループ全体の通報件数を把握し公

表することにしました。2015年度のホットラインへの通報件数は、国内グループ全体で56件

でした（味の素（株）本体への件数は、2014年度28件に対し2015年度も28件）。

　また、味の素（株）および一部の国内グループ会社では、ハラスメントの相談窓口として社

内に担当者を配置するとともに、社外にも専用の窓口を設置しています。これらは、イントラ

ネットおよび利用方法を記載したカードを配布することで周知を図っています。

　味の素（株）では1998年より、企業行動委員会の委員が各職場に出向き、職場でのコン

プライアンスに関する課題提起を直接従業員から聞く場として「味の素グループ行動規範 

職場検討会」を開催してきました。2015年度は計30回開催し、298名が参加しました。「AGP

（行動規範）を考える会」（以下「考える会」）で問題提起されたテーマのうち、全社レベルで取

り組むべきものについては、企業行動委員会で議論し具体的な活動に反映しています。「考え

る会」の内容はイントラネットに掲載し、全従業員が確認できるようになっています。

　国内グループ会社においても、従業員の声を直接聞くための職場検討会が開催されています。

　味の素（株）および国内グループ会社では、毎年11月に無記名方式の「AGPアンケート」

を実施し、「AGP」に関する理解度・実践度のモニタリングおよび職場でのコンプライアンス

上の課題についての確認を行っています。この内容は企業行動委員会にて報告するととも

にイントラネットにおいて全従業員が閲覧できるようになっています。

　2015年度の、AGPの認知率は「味の素グループ理念」92%、「味の素グループWay」

92%、「味の素グループ行動規範」83%でした。

コンプライアンス体制

■内部通報制度「ホットライン」および
　ハラスメントに関する相談窓口の設置

■ 「AGP（行動規範）を考える会」の開催

■ 「Ajinomoto Group Principles（AGP）」に関する意識調査
　  アンケート（「AGPアンケート」）

ラインマネジメント
による「AGP」推進
活動

次年度活動計画策定
「考える会」の内容お
よび「AGPアンケート」
結果を踏まえた全体の
「AGP」浸透活動計画を
策定

A

各人事総務部門と
の打合せを実施。
単位組織ごとに活
動計画策定

P

「AGP（行動規範）を
考える会」
「AGPアンケート」
各職場での「AGP」活
動の状況や課題につ
いて確認

C

D

■ 「考える会」「AGPアンケート」の
  AGP推進活動における位置づけ

味の素（株）四国支店での「AGP（行動規範）を考える会」
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　味の素グループでは、情報の取り扱いを適正に行うため、ルールを定めてこれを周知し、取

扱状況を点検し、業務改善につなげる情報セキュリティのPDCAサイクルを運用しています。

　味の素（株）では毎年定期的に全職場セキュリティ点検を実施しています。主な点検項

目はIT機器や機密情報、個人情報の管理状況など、情報取り扱いの基本的事項です。

2015年9月には、通常のセキュリティ点検に加え、外部クラウド・サービスの利用および管

理状況について総点検しました。

　味の素グループのセキュリティルールとして2004年4月に「味の素グループ情報セキュリ

ティポリシー」「情報取扱規程」を制定しましたが、昨今、急速に進化するIT技術に対応し、

2014年7月には「外部クラウド利用ガイドライン」および「スマートデバイスガイドライン」を制

定し、国内外の味の素グループ各社へ周知しました。また、2015年9月には技術情報等の

高い機密性を要求される情報の管理強化のために、「情報取扱規程」の改定を完了し、国

内外の味の素グループ各社へ周知しました。

　セキュリティ教育として新人、管理者向けに集合教育を実施しています。また、2016年5

月には、「情報取扱ガイドブック（改訂：電子版）」を公開し、味の素（株）全従業員に対するセ

キュリティ教育の一環として周知徹底しています。

　IT技術の進化に伴い想定される新たなリスクへの対応に着手しています。昨今各種報

道機関で報じられているような標的型メール攻撃によるウイルス感染が原因の情報漏洩へ

の対応としては、従来から進めてきた外部から社内のPCやサーバへのウイルス感染の防御

施策やネットへの不正侵入検知施策の強化に加えて、社内ユーザへの教育、ウイルス感染

を誘引するような不正なWebサイトへの通信の遮断、外部攻撃者によるPCの乗っ取りを

検知する仕組みの運用を実施中です。

コンプライアンス体制

■ セキュリティ点検

■ 新たなガイドラインの策定

■ 新たなリスクへの対応

■ セキュリティ教育

 消費者課題 P8参照
お客様情報・個人情報取り扱いの徹底

❶ 味の素グループ：事業・営業部門のラインマネージャー対象
　 　2015年7月17日、11月6日、2016年1月15日の3回実施 計220名受講
❷ 味の素グループ：生産・研究開発部門のラインマネージャー対象
　 　2015年5月15日、9月11日、2016年3月11日の3回実施 計190名受講
❸ 味の素（株）新入社員向け集合教育  2015年4月8日実施 計 55名受講

2015年度実績

情報セキュリティの徹底

 理念・方針集 P15参照
味の素グループセキュリティポリシー
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　味の素グループは、CSRの推進にあたって、社外の声を大切にしています。「味の素グルー

プミッション」の実現に向け、2005年から2010年まで、社外有識者の方々にCSR戦略に関

する全般的なご意見をいただきながら、具体的な取り組みテーマを「21世紀の人類社会の課

題」（地球持続性・食資源・健康な生活）に絞り込み、事業活動を通じて社会へ貢献する戦略

的CSRとして取り組みを進めてきました。2011年以降は、海外の有識者も含め、個別テーマ

ごとの対話を通じてグローバル視点を入れるとともに、課題の掘り下げを行ってきました。さらに

2015年9月に国連で採択された持続可能な開発目標（SDGs）を活用しながら国内外の有識

者にアンケートやヒアリングを実施し、マテリアリティや活動内容の見直しを行っています。

　定期的に社外有識者のご意見をいただく仕組みとしては、創業90周年の1999年に創設し

た「味の素『食と健康』国際協力ネットワーク（AIN）プログラム」の外部有識者委員会を設け

ています。メンバーは、国際機関、開発援助機関、NGO、大学教授など国際協力や栄養問題

の専門家の方々で、NGO・NPO支援公募プログラムの選考や、栄養課題への取り組み、社

会貢献活動全般に関するアドバイスをいただいています。

　味の素グループでは2008年より、事業活動を通じた社会・環境課題への貢献を戦略的CSR

として推進してきましたが、2014-2016中期経営計画ではそれを発展させ、Ajinomoto Group 

Shared Value（ASV）として各事業部門の社会・環境貢献を目標化し、2017-2019中期経営

計画では非財務目標を設定し、数値化を目指しながらPDCA化の準備を進めています。

　また、事業を通じてサステナビリティに貢献するにあたって、「行動規範」やISO9001、

ISO14001などのマネジメントシステムを活用してそのプロセスの適正化を確保してきましたが、

現在のグローバル社会が求めるレベルに対応できているかを確認するために、2012年度に

はISO26000を活用して、私たちの取り組み状況の把握と課題の整理を行いました。さらに次

期中期経営計画に向けては、GRI（Global Reporting Initiative）、SASB（米国サステナ

ビリティ会計基準審議会）など投資家が求める非財務情報の開示項目を参考にしながら取り

組み項目を明確にし、既存のマネジメントシステムを通じて強化を図っていきます。

　こうした取り組みを支える実務組織として、グループ全体のCSR活動を推進する専任組織

のCSR部を2005年に設置し、CSR主要部門である総務・リスク管理部、グローバル人財マネ

ジメント部、品質保証部、生産戦略部、グループ調達センターと連携をとりながら各機能部門

の活動の中で推進しています。

　2016年4月からは、グローバルガバナンスの強化と非財務情報を通じた企業価値向上を目

的にグローバルコミュニケーション部を設置し、PR・CSRグループにCSRマネジメントとコミュニ

ケーション機能を移管しました。CSR部は、従来からのAINプログラムと東北支援などの社会

貢献活動を専門的に担当します。国内主要グループ会社のCSR担当者とは連絡会を定期

的に開催し、東日本大震災の復興支援活動でのグループ連携をはじめとして、よりグループ一

体となってCSR活動を推進できるように取り組んでいます。さらに海外地域本部のCSR担当

者とも適宜連携し、取り組みを進めています。

味の素グループのCSRは、企業活動を通じて「味の素グループミッション」を実現することだと考えています。

新しいグループ理念の体系で中核的な考え方となったAjinomoto Group Shared Value（ASV）に基づいて、

この理念実現に向けてグループ一丸となって取り組みを進めています。

CSRマネジメント

■ 社外有識者の声を活動に活かす仕組み

■ グループ一丸となってCSR活動を推進

経営会議 CSR兼務者組織

海外地域本部 国内関係会社

グローバル
コミュニケーション部

PR・CSRグループ

総務・リスク管理部

グローバル人財マネジメント部

品質保証部

生産戦略部

グループ調達センター

CSR部

■ CSR活動体制図
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