
味の素グループポリシー

組織統治

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

　「味の素グループポリシー」（AGP）は、Our Philosophyを支える基盤であり、味の素グルー

プ各社およびそこで働く役員・従業員一人ひとりが順守すべき考え方と行動の在り方を示すと

同時に、誠実に順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。

　AGPは、11項からなる基本原則と、これに紐づく一連のグループポリシーで構成されます。

AGPは日・英でWeb公開（https://www.ajinomoto.com/jp/activity/policy/）しており、順

次、味の素グループが事業を展開する国・地域の全22言語※1に翻訳される予定です。

AGPは、2018年7月1日現在の味の素（株）および連結子会社（国内34社、海外88社）を対象に適用しています。

■ AGP適用対象組織

※1 アラビア語、ベンガル語、ミャンマー語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、英語、フィリピノ語、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、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）
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Our Philosophy
コーポレートメッセージ

Eat Well, Live Well.

■ グループポリシーインデックス

基本原則（項目） 関連するグループポリシー

1. 栄養改善の取り組み ● 栄養
● 製品アクセシビリティ

2. 安全で高品質な
商品・サービスの提供

● 品質
● 食の安全・安心
● 製品表示
● マーケティングコミュニケーション

3. 地球環境とサステナビリティ
（持続可能性）への貢献 ● 環境

4. 公正で透明な取引 ● 調達
● サプライヤー取引
● 贈賄防止
● 政治的活動および政治献金

5. 人権の取り組み ● 人権尊重

基本原則（項目） 関連するグループポリシー

6. 人財育成と従業員の安全確保 ● 人財
● 労働安全衛生

7. コミュニティとともに ● 地域活性化

8. ステークホルダーへの責任 ● グローバル・タックス
● ステークホルダーとの情報共有

9. 会社資産・情報の保護・管理 ● 情報セキュリティ
● プライバシー
● 知的財産

10. 公私のけじめ －

11. 適切なガバナンスの構築と運用 ● ガバナンス
● リスクマネジメント
● 不正および流用防止
● 内部通報

　味の素グループは、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図り、株主をはじめ顧客・従業

員・地域社会などのステークホルダーとの良好な関係を築くことで、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」の実現を目指しています。

　2016年より、グローバルガバナンスの強化を目的に「グローバル・ポリシー・インデックス」を

作成し各種ポリシー類を整備してきましたが、2018年7月にこれまでの「味の素グループ行動

規範」と統合した「味の素グループポリシー」（AGP）を制定しました。AGPは、（一社）日本経

済団体連合会（経団連）の「企業行動憲章」（2017年11月改定）の内容を反映しています。

味の素グループのアプローチ
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企業統治の体制

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

※1 社外取締役および監査役は①のみ

参照
コーポレート・ガバナンス報告書 
https://www.ajinomoto.com/jp/ir/strategy/ 
corp_gov.html
統合報告書2018 コーポレート・ガバナンス P41-49

■ コーポレート・ガバナンス体制

■ コーポレート・ガバナンス体制早見表

監査役会
会計監査人および内部監査部門と連携して取締
役の職務執行を監査

役員等指名諮問委員会
3名の社外取締役を含む4名の取締役で構成され、
取締役会の諮問を受け、取締役候補者と役付取
締役・代表取締役の選定案を審議し、結果を取締
役会に答申

取締役会
重 要 な 業 務 執 行を決 定し、取 締 役 および 

執行役員の職務執行を監督

役員等報酬諮問委員会
3名の社外取締役を含む4名の取締役および1名
の役付執行役員で構成され、取締役会の諮問を受
け、取締役・執行役員などの報酬案を審議し、結果
を取締役会に答申

経営会議
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

コーポレート・ガバナンス委員会
3名の社外取締役を含む5名の取締役および1名
の社外監査役で構成され、取締役会の諮問を受
け、ガバナンスに関する事項を審議し、結果を取締
役会に答申

主な項目 内容

機関設計の形態 監査役会設置会社

取締役の人数（うち社外取締役） 9名（3名）

監査役の人数（うち社外監査役） 5名（3名）

取締役会の開催回数（2017年度） 
（社外取締役の平均出席率）
（社外監査役の平均出席率）

17回 
（96%）
（98%）

監査役会の開催回数（2017年度） 
（社外監査役の平均出席率）

14回 
（100%）

取締役の任期 2年

執行役員制度の採用 有

取締役会の任意委員会
役員等指名諮問委員会
役員等報酬諮問委員会
コーポレート・ガバナンス委員会

役員などの報酬制度※1 ①月額報酬、②短期業績連動報酬、
③中期業績連動型株式報酬

監査法人 EY新日本有限責任監査法人

マネジメントアプローチ

【業務執行】

【監査】 【経営・監督】

株主総会

監査

監督

報告・事前審査

報告

リスク管理

内部統制

答申

連携

会計監査人

監査部

経営リスク委員会
企業行動委員会

投融資・事業審査委員会
企業提携等審議会

監査役会

監査役室

取締役会

役員等報酬諮問委員会

役員等指名諮問委員会

コーポレート・ガバナンス委員会

最高経営責任者 

（取締役社長）

グローバルコーポレート本部

地域本部 関係会社

食品事業本部

経営会議

関係会社

アミノサイエンス事業本部

コーポレートサービス本部

関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社 関係会社
監督 監督 監督

　　　権限委譲・統括
（任される現場）

（統率するHQ）

　　　権限委譲・統括

経営の意思決定
権限委譲

取締役の選解任監査役の選解任会計監査人の選解任

選解任議
案の決定

連携
補助
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　味の素グループは、従来、内部通報制度として「ホットライン」を設け、電話、E-メール、FAX、

手紙などの手段で役員・従業員（パート社員、派遣社員を含む）からの通報や相談を受け付け

てきました。

　2016年12月に日本の消費者庁が公表した「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度

の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」および現行ホットラインの活用実態を踏

まえ、窓口の整備と通報ルートの複線化を行い、2018年5月より運用を開始しました。

概要 レビュー

1. 通報ラインの拡充（複線化）

　下記（1）～（3）の設置により、通報件数の増加を図ります。

（1）自社内の窓口に加え、グループで共有する社外窓口を設置

（2） 役員の直接関与する内容の通報窓口として監査役ホットラインを設置

（3） 海外のグループ会社従業員から直接現地語でWeb通報が可能な仕

組みを順次開設

2. サプライヤーホットラインの設置

取引先からの通報窓口を開設し、味の素グループ役員・従業員の法令違

反やAGP逸脱の疑いのある行為の早期発見と是正を図ります。将来的に

はサプライチェーンにおける人権・環境問題などを発見する手段の一つとし

て活用します。

ホットラインの内容は、匿名化した情報として四半期に1度、企業行動委

員会より経営会議および取締役会に報告しています。

味の素（株）従業員 グループ会社
従業員など

各社ホットライン担当総務・リスク管理部ホットライン担当 総務・リスク管理部
ホットライン担当監査役

各社ホットライン

味の素グループホットライン

社内窓口
社外窓口

（国内／海外※1）
※1 現地語でWeb通報

サプライヤー
ホットライン

取引先

事業活動の基盤健康なこころとからだ 食資源・地球持続性

ホットライン（内部通報制度）の拡充と運営強化

■ 内部通報窓口の整備と通報ルートの複線化

監査役ホットライン
経営が関与する問題に限定

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

に担当者を配置するとともに、社外窓口を設置しています。

■ ハラスメントに関する相談窓口の設置

33
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1
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内側：2016年度
（計69件）
外側：2017年度
（計71件）

※2 通報1件当たり、複数の
　   案件に関するケースあり
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5
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2
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■ 人権・ハラスメント

■ 雇用・就労

■ 品質・環境

■ 不正

■ マナー・モラル

■ 適正な業務遂行

■ その他

■ ホットラインへの通報件数※2

新設のホットライン（外部委託）

マネジメントアプローチ
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