
環境監査・訓練の実施
環境汚染や環境事故を防止し、環境保全活動の更なるレベルアップを図るために、事業所ごとで環境監査を実施しています。また、

環境関連法や、環境保全協会などで定められた規制値を守るとともに、指摘事項には迅速に対処し是正を図ることで、法令の遵守を徹
底しています。

緊急時の対応策として、汚水や重油、薬品の漏えいなど、環境汚染を引き起こすような突発的な事故を想定し、その影響の拡散を
防ぎ汚染を最小限にするとともに、早期に修復するため、事業所ごとに定期訓練も実施しています。

万一事故が発生したときには、社内の連絡と必要に応じて行政機関や地域住民への連絡を円滑に行うように規程を定め運用して
います。

環境保全活動の効果を高め、持続可能な社会の構築に貢献していくために、主要な生産拠点において、環境マネジメントシステム
を構築・運用し、環境保全活動を推進しています。

環境理念

伊藤ハム米久グループの環境理念・行動指針

私たちは地球環境の保全が全世界共通の最重要課題のひとつであることを認識し、事業活動を通じて地球環境に配慮し、
持続可能な社会を実現するために積極的に行動してまいります。

環境行動指針

1. 法令遵守
国内外の環境関連法・規制・条例・協定を遵守し、自主管
理基準を定め環境保全活動に努めます。

2. 環境負荷の低減
省エネルギー、省資源、及び廃棄物・温暖化物質・オゾ
ン層破壊物質の排出削減を図るとともに、廃棄物の資
源リサイクルを推進し、循環型社会形成の対応と地球環
境負荷低減に努めます。

3. 生物多様性の保全
森林や河川などの自然環境保護活動を推進し、生物多
様性の保全に努めます。

4. 環境保全活動の継続的改善
環境に及ぼす影響を考慮し、環境目標を定め、定期的な
見直しによる環境保全の継続的改善を図ります。

5. 自主管理の徹底
外部・内部監査を定期的に実施し、自主管理の徹底を
図ります。

6. 環境教育及び意識醸成
社内外の環境教育及び社内広報活動を通じて、従業員
に伊藤ハム米久グループ環境方針の理解と環境保全
意識の向上を図ります。

7. 社会との共生
社会との対話、環境保全活動への参画により、社会との
共生を図ります。

8. 環境情報の開示
伊藤ハム米久グループの環境に関する情報を適切に開
示します。

伊藤ハム米久グループは、伊藤ハム米久グループ理念及び伊藤ハム米久グループ環境理念を実現するために、次の環境
行動指針に従って事業活動を展開します。

環境マネジメント　 環 境

鉄道・船舶輸送へシフト― 脱炭素への取り組み
当社グループでは、深刻化する物流業界の高齢化

や人材不足への対応並びに、輸送に伴うCO2排出量
削減を目的として、レトルトと冷蔵・冷凍食品で従来
のトラック輸送から鉄道・船舶輸送へのモーダルシフト

（右下の図を参照）を進めています。
2018 年度からキユーピーとの共同運送を開始さ

せ、九州から関東ヘの鉄道輸送便を活用し、商品輸
送を行っています。長距離便のトラック運行を解消し、
ドライバーの労働時間を減らすとともに、年間で45
トンのCO2 が削減されています。

また、九州・関東間に新たに就航した横須賀・新門
司間のフェリー輸送の検討も開始しています。

配送センターでの荷物の積み込み 積み込んだ荷物をトレーラーと鉄道で輸送

環境負荷低減の取り組み 環 境

強固な組織基盤

■ モーダルシフト

モーダルシフト

転換後

納品先など工場など

転
換
拠
点

転
換
拠
点

転換前

納品先など工場など

トラックなどの自動車で行われている貨物輸送を 
環境負荷の小さい鉄道や船舶の輸送へ転換すること

食品廃棄物のリサイクル
米久エコ・プロジェクトセン

ターでは、自社工場や協力会
社から排出される食品廃棄物
をリサイクルし、良質な肥料を
年間約 500ｔ生産しています。
作られた肥料はさまざまな用
途で使用され、環境負荷低減
に貢献しています。

自社工場

協力会社
関連施設

食品廃棄物等

減容処理

一次処理
エコ・プロジェクトセンター

スクリーニング
異物除去堆積発酵

スポーツ施設及び
天然芝利用施設

契約農家
での利用

二次処理 製品化

出荷・還元

堆肥をうね状に
積み上げて撹拌バイオマス

● 牛糞
● ビールかす
● コーヒーかす

■ 米久エコ・プロジェクトセンター堆肥化工程

ハイブリッド車導入でCO2 排出量削減に貢献
当社グループでは、CO2 排出量削減を目的として、社用車をガソリン車からハイブリッド車に切り替えを進めています。
2021年２月現在、社用車の約42％の切り替えが完了し、今後、車両本体からCO2、汚染物質を排出しない電気自動車への切り替

えも視野に入れながら、取り組んでいく予定です。
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用水使用量の改善と最適化
ANZCOでは、工場での用水使用量の改善と最適化に重点を置いています。ランギティキ工場では、工場全体の使用プロセスを

見直すことで、前年と比較し用水使用量が 40％削減しました。この大幅な用水使用量の削減は、工場全体で多くのメリットをもたら
し、特に廃水処理システムへの負荷が減少しています。

水資源　 環 境

■ 品質保証体制図

伊藤ハム／米久 伊藤ハム米久ホールディングス

社長社長

各事業本部長

監査

お客様の声

お客様相談室
品質保証部

品質管理部門

強固な組織基盤

生物多様性再生プロジェクト
生態系の繁栄には生物多様性が重要な要素です。ANZCOが所有する

FIVE STAR 牧場地域には、希少で絶滅の危機に瀕している植物が数多く
あります。ANZCOでは森林・鳥類保護協会およびクイーンエリザベスⅡト
ラストと協力し、20エーカー※の敷地でこれらの希少な植物を保護していま
す。この敷地の所在地であるアシュバートン地域では、希少種であるkowhai

（ニュージーランド原産のマメ科の木）の群生が残っており、樹齢約100年と
推定されています。今後も地元の保護団体と協力しながら、既存の生態系の
保護、植樹活動を進めていきます。

FIVE STAR 牧場地域の植物群生の様子

希少種の種を集め、繁殖を目的に保護しています

生物多様性保全 環 境

品質保証体制
当社グループでは、お客様に安全・安心

な商品やサービスを提供するために、原材料
から製造、加工、流通、販売までの各ポイン
ト、ならびに社外調達先も含めて法令はもと
より、伊藤ハム米久グループ独自の基準に適
合しているかどうかの点検、監査を実施して
います。これらの活動および、日常のコミュ
ニケーションを通じた助言や情報提供により、
各施設の品質管理レベルの向上に努めてい
ます。

分かりやすい表示への取り組み
食品表示は、お客様にとって非常に重要な情報です。お客様に安心して商品を選んでいただけるよう、関連する法令はもちろん、伊

藤ハム米久グループ独自の表示基準を設け、お客様に分かりやすい表示づくりに取り組んでいます。また、食品表示法や景品表示法
に関わる社内勉強会を開催し、従業員の知識向上に取り組んでいます。

品質向上への取り組み
お客様からいただいた貴重なご意見を商品に反映するため、生産部門や営業・商品企画部門、品質保証部門・お客様相談室が定期

的にミーティングを開催し、商品の改善に取り組んでいます。
また、品質関連の勉強会を開催し、従業員の知識や意識の向上を図り、安定した品質の商品供給に努めています。

※  1エーカー 4046.9m2

衛生管理
規格書・表示チェック

社外
協力工場

流通・
販売 自社工場

環境配慮製品（製品包材など）
当社グループでは、包装容器等の改善により、CO2 排出量削減や食品ロス削減等、環境に配慮

した製品開発に取り組んでいます。

具体的な取り組み CO2 排出量
削減

プラスチック 
使用量削減

食品ロス 
削減 エコマーク※ 商品例

●  バイオマスプラスチック 
（PE/PET）を使用

●  バイオマスインキ（一部の色）
を使用

●  油性インキから水性インキへ
の変更

〇 ー ー

● フィルムの薄膜化
● 商品パッケージの縮小

〇 〇 ー

● 紙のトレイに再生紙を利用 〇 ー ー

●  バリア性の高いフィルムを使
用（賞味期限延長）

● 使い切りサイズの小パック
●  再封可能なジッパーを採用

し、密閉状態での保管が可能
（最後まで使い切る）

ー ー 〇

※  　　　　  　当社グループでは、環境に配慮した商品にオリジナルのマークを表示しています。

安全・安心への取り組み お客様

111商品

対応商品数

（2021 年８月現在）
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健康志向商品の拡充
当社グループでは、世界的な人口増加による食糧不足や健康意識の高まりなどに対応すべく、ノンミート（植物肉等）や、減塩・糖質

オフなどの健康に配慮した商品の拡充に取り組んでいます。
ノンミート（植物肉等）は、肉・魚に次ぐ、第３のたんぱく質として注目されており、長年培ってきた食肉加工技術のノウハウを活かし、

まるでお肉のような食感・味・香りを限りなく再現したラインアップを揃えています。
また、減塩・糖質オフ商品は、健康・栄養を気遣う方へ「おいしさはそのまま」に提供できる商品を開発しました。
今後も、「健康意識」と「満足感・おいしさ」を両立させた健康志向商品の拡充に取り組んでいきます。

傾聴・共有・商品改善
商品の特徴、食べ方、調理法、商品の保存に関すること、 商品の栄養成分やアレルギー物質に関することなど、日々さまざまなご質

問がお客様相談室に寄せられます。お寄せいただいたご質問・ご意見を大切な資産として受け止め、真摯に耳を傾けるとともに分かり
やすい情報提供を心がけています。

お客様からどのような声をいただいているか、どのような対応に満足していただけるかなどの情報を社内で共有するとともに、「誠実
かつ迅速な対応」を念頭に、お客様にいつも「安心」を感じていただけるサービスの向上に努めています。

また、商品について、改善のご要望に関するお客様の声を抽出・検討し、より良い商品づくりにつなげています。

応対品質の向上
お客様相談室やお客様対応部門での応対に関し、アンケートを通じてお客様からの評価を定期的に確認しています。課題の抽出

とその改善に取り組み、お客様に寄り添った応対品質の向上に取り組んでいます。

お客様満足を目指して お客様

肉だんごお客様の声 お客様の声

添付タレに賞味期限を 
記載しました。

米久

両サイドから開封できるように
しました。

伊藤
ハム

お鍋に肉だんごを入れて食べました。添付
のタレをほかの料理に使用したいので、添付
タレに賞味期限を記載してほしいです。

ラ・ピッツァ

開封場所が左側１か所だと、自分の利き手
では開けづらいです。左右どちら側からで
も開封できるようにしてほしいです。

強固な組織基盤

国内の協力農場
良好な信頼関係にある国内の協力農場では、品種をはじめ、飼料や肥育方法などにこだわり、牛・豚・鶏が衛生的な環境で健康に

育つよう飼育しています。農場で使用される薬剤は、その薬剤ごとに定められた休薬期間を守り、記録の管理をしています。

海外
日本より現地の生産施設を適宜訪問し、商品規格や生産体制などが現地の法令を守り、当社グループと合意した事項が管理され

ているかどうかを確認しています。
また海外駐在員が駐在国にある生産施設のほか、主要生産国の生産施設を訪問し、迅速な対応ができるようコミュニケーションを深

め信頼関係を構築しています。日本で商品に不具合が判明した場合は、現地に速やかにフィードバックし、改善を要請し、改善されたこと
の確認をしています。 医薬品等の残留検査は、通関時の行政のモニタリング検査のほか、日本国内においても自主検査をしています。

サプライチェーンマネジメント　 取引先

社外協力工場
当社グループはお客様のさまざまな商品ニーズにお応えするため、食肉製品をはじめ乳製品や麺類、ドレッシング等の商品を国内

および海外の協力工場から調達しています。このような調達商品においても自社生産の商品と同様、社外協力工場と協働して品質
管理を徹底し、安全・安心な商品をお客様にご提供しています。

社外協力工場の商品を担当する品質管理部門では、商品の設計が生産する上で問題のない規格になっているか、また製品の表示
や製造工程に問題がないかなど、社内規程に従い、厳しくチェックをしています。また社外協力工場へは、伊藤ハム米久グループの品
質管理基準に基づいて定期的に工場監査・点検を実施しています。海外の工場においては、駐在員を配置または指導員を派遣するな
ど、品質管理を徹底しています。さらに品質保証部門による定期的なチェックも行っています。

物流
工場から出荷された商品の保管や配送業務は商品の品質を保持したまま、お客様へ確実にお届けするという重要な役割を担っています。
伊藤ハム米久グループ独自の基準で管理を行い、適切な温度を守り、お客様においしい商品をお届けしています。

地域とともに成長し続ける企業になる 地域社会

「食品・メニュー開発実習」の実施
伊藤ハムでは、食品の製造現場を考えながらメニュー開発

をするための実習を行うことにより、メニュー提案や食品の開
発に関する知識の習得をする目的で、女子栄養大学４年生を
対象に、学外カリキュラムとして「食品・メニュー開発実習」を
実施しました。

ハムソーセージの製造方法や、製造現場に関する説明とと
もに、商品開発とマーケティングに関する講義、テーマに基づ
いてレシピを考案しプレゼンテーションを行うなどの、講義・
実習を行いました。 商品開発講義の様子

テーマに基づいてレシピ
を考案し、プレゼンテー
ションを行う

朝のフレッシュ®　
糖質 0＆塩分 25％
カットシリーズ

TANPACT 
サラダチキンスティック

（プレーン）
大豆のお肉で作った　
キーマカリー

■ 商品の改善例

48 商品

健康志向に対応した商品

（2021 年７月現在）
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※ 富士山基金とは
世界遺産「富士山」を美しい状態で未
来に引き継ぐため、「認定NPO法人 富
士山世界遺産国民会議」などが運営し
ています。この基金は、富士山の環境
保全・保護活動、訪問者への案内・啓
発活動などに使用されています。

強固な組織基盤

富士山保全活動の応援
米久は、富士山の麓である静岡県沼津市に本社を置く企業とし

て、2009 年より、富士山の世界文化遺産登録を支援する目的で
「富士山基金」への寄付を実施してきました。2013年に世界文化
遺産に登録された後も、寄付活動を通じて引き続き富士山の保全
活動に協力しています。

神戸市との包括連携協定
伊藤ハムは、2013年から兵庫県神戸市と

包括連携協定を締結しています。神戸市灘区
が本店所在地であることに加え、「神戸の皆
様に貢献したい」との思いから始まりました。

災害発生時における支援物資提供について、神戸市の要請に
基づき、100,000パック（1日10,000パック×10日）のレト
ルト商品などを速やかに供給できる体制を整備しています。

防災

2002年に緑化100周年を迎えた六甲山系で、次の100年の森林
保全と育成を目指して神戸市が進める「六甲山これからの百年の森づ
くり」。この森づくりを市民の手で行っている「こうべ森の学校」に対し、

「神戸」シリーズの売上の一部を寄付したり、社員ボランティアを派遣
するなどして支援しています。

六甲山自然環境保全活動

お中元・お歳暮などの贈り物として高い評価をいただいている「神戸」
シリーズが、「KOBEスペシャルPRパートナー」に認定されました。お中
元・お歳暮ギフトに、六甲山の自然環境保全活動の取り組みや六甲山・
摩耶山の魅力を掲載した“しおり”を封入し、全国に発信しています。

KOBEスペシャルPR パートナー ・情報発信

中国国内の主要都市における定期的な食育活動の実施
伊藤食品商貿（上海）有限公司では、新型コロナウイルス感染症対策を十分

に実施しながら、子どもが通う保育園や塾、小売店の特設コーナー等にて、定
期的な食育活動を実施しています。

ハムやソーセージなどを使ったメニューを親子で作りながら、食べる楽しみ
を体験し、そのおいしさと健康価値の認知拡大を進める活動として、地域社会
に貢献しています。 食育活動の様子

人材育成について（当社グループの研修制度等）
当社グループでは、「企業価値の拡大と挑戦し称賛する企業風土の醸成」と「仕事を通じた個人の成

長」の実現に向けて、『自律的に考え挑戦心を持って行動できる人』を育成しています。
また、Off-JTとOJTの連携、オンラインを利用した知識習得、公募や自己啓発により、教育体系の

構築も行っています。

オンライン研修
2020年度の研修は新型コロナウイルス感染リスク対策から、集合型ではなくオンライン型のプログラムに変更し実施しました。
当社グループの研修は、職場での行動変容と定着を目的とし、Off-JTとOJTの連携を狙った研修設計に注力しています。2020年度

の研修をオンライン型に変更する際には、一人ひとりが双方向のコミュニケーションがとれるようにカメラ付きのパソコンを一人一台整備
し、パソコン画面を介してでも対話による自己理解が促進されるようにオンライン機能を活用しました（小集団の班分け機能、チャット機
能、画面・動画共有機能など）。それによって、集合研修と同等の研修効果を得ることができました。オンライン型の研修は、遠方の社員
が移動負担なく研修に参加しやすかった、研修内容に集中しやすかったという参加者からの声もあり、次年度に向けては、研修目的や対
象者によって、集合型とオンライン型のプログラムを使い分けていくことで、経営理念実現に向けた人材育成をより進めていきます。

人材マネジメント 従業員

■ 2020年度伊藤ハム米久グループ　教育体系図
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在宅勤務体制の確立
昨年より新型コロナウイルス感染症対策の一環として、在宅勤務が可能な部署ではこれを実践するために、在宅勤務環境と運用

ルールの整備を図りました。
さらに、オフィスの共有スペースを一部撤去し、オンラインで

商談や会議などが行えるリモートオフィススペースをつくるな
ど、新しい働き方に合わせた執務環境の整備も進めています。

当社グループでは、在宅勤務体制を確立させることにより、
業務の効率化、生産性の向上を図るとともに、育児や介護と
仕事を両立させるなど、従業員一人ひとりが柔軟な働き方が
できる環境づくりに取り組んでいきます。

86 回

2020年度
人事部主催の研修実施回数

（自己啓発や部門別研修を除く）

リモートオフィススペース オンラインミーティングの様子

オンライン研修は対面よりも闊達な
議論が難しいようにも感じたが、ビ
ジネスでも手段の一つになりつつ
あり順応する訓練になった。

慣れないオンラインだったが、久しぶりに同期の顔を見
ながら話せたので、すごくいい研修になった。オンライ
ンだと対面より相手に伝えるのが難しく、成長すべき項
目である「論理的」の部分も少し鍛えられたと思う。

若手社員フォロー
研修受講者より

管理職昇格時研修 
受講者より

職業講話の実施
米久では、毎年、沼津市内の小中学校の児童・生徒を対象に、男女の平等

意識や人権を尊重することの大切さを学ぶとともに、性別にかかわりなく一人
ひとりがその個性と能力を伸ばし、将来の夢や進路について幅広く選択できる
よう学習の機会を提供しています。子どもの頃から男女共同参画意識を浸透
させることを目的に実施しており、米久は沼津市の男女共同参画推進事業所と
して毎年参加しています。 職業講話の様子

25 伊藤ハム米久グループ 統合報告書 2021 26伊藤ハム米久グループ 統合報告書 2021



コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 
当社におけるコーポレート・ガバナンスとは、「グループ理念」、「ビジョン」、「行動指針」に基づき、企業として社会的責任（ＣＳＲ）を
十分に果たすために、また、すべてのステークホルダーから信頼を得るために、当社グループ全体に監督・監視など内部統制機能を
充実させた経営組織体制を整備し、的確な経営の意思決定とスピーディーな業務執行を行うことと位置づけています。

当社は、この基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンス基本方針を制定し、中長期的な企業価値向上のために、コーポレー
ト・ガバナンスを確実に実現し、透明性の高い経営を目指しています。

取締役会
当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営と執行の分離推進によるガバナンスの強化、および独立性・

中立性のある社外取締役の比率引き上げによる活発な議論の促進、外部知見・経験の更なる活用を図るべく、2021年6月23日より、
取締役の員数をそれまでの9名から6名に減員しました。

月1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しています。
経営上の重要な事項に関する意思決定や方針決定および業務執行状況の監督を行っています。

2016
年

持株会社体制
伊藤ハム（株）と米久（株）の経営統合に
より、持株会社である当社を設立

「グループ理念」、「ビジョン」、
「行動指針」の制定

独立社外取締役2名体制

女性取締役1名

指名諮問委員会の設置

報酬諮問委員会の設置

業績連動報酬の導入

2017
年

コーポレート・ガバナンス基本方針の
制定

政策保有株式管理ガイドラインの制定

2020
年

役員報酬制度に関する 
基本方針の制定

2021
年

サステナビリティ委員会の設置

取締役会の独立社外取締役 
構成割合1/3

サステナビリティに関する基本的な 
考え方

2018
年

執行役員制度の導入

コンプライアンス委員会の設置

女性取締役2名

ガバナンス委員会の設置

経営人材育成方針の制定

取締役会実効性評価の開始

コーポレート・ガバナンス 
基本方針の改定

政策保有株式管理ガイドラインの改定

出席状況（2020年度）

指名諮問委員会 報酬諮問委員会 ガバナンス委員会

委員長（議長） 伊藤 勝弘 取締役常務執行役員 ― ― ―

委員 伊藤 綾 独立社外取締役 2回／ 2回（100％） 3回／ 3回（100％） 2回／ 2回（100％）

委員 大坂 祐希枝 独立社外取締役 ― ― ―

※  伊藤勝弘は、2021年６月23日より各委員会の委員長（議長）に就任しています。大坂祐希枝は、2021年６月23日より各委員会の委員に就任しています。 
なお、2020年度の各委員会の委員の出席率は100％でした。

1   当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社（以下、本項目において当社グループという。）の取締役、監査役、執行役員の選任および
解任に関する事項

2  当社グループの取締役、監査役、執行役員の選任および解任に関する基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止に関す
る事項

3  その他、取締役候補者、監査役候補者の選任および取締役、監査役の解任に関して指名諮問委員会が必要と認めた事項

1  当社、伊藤ハム株式会社、米久株式会社（以下、本項目において当社グループという。）の取締役および執行役員の報酬制度
（基本報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式等）に関する事項

2  当社グループの取締役および執行役員の業績連動（経営指標、目標値、変動幅等）に関する事項
3  当社グループの取締役および執行役員の報酬水準（競合他社との比較）に関する事項

強固な組織基盤

■ コーポレート・ガバナンス体制図（2021年9月30日現在）

■ コーポレート・ガバナンス体制強化の取り組み

指名諮問委員会・報酬諮問委員会・ガバナンス委員会の構成
 
（2021年8月31日現在）

ガバナンス委員会
取締役会の実効性を高めることによりコーポレート・ガバナンス体制とその運用を強化することに資するため設置しています。
取締役会の諮問機関として、取締役会の実効性評価について審議し、取締役会に対して助言・提言を行っています。

コーポレート・ガバナンス

報酬諮問委員会
取締役および執行役員の報酬決定プロセスの透明性および客観性を確保するために設置しています。
取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っています。

指名諮問委員会
取締役、監査役、執行役員候補者決定プロセスの透明性および客観性を確保するために設置しています。
取締役会の諮問機関として、次の事項について審議し、取締役会に助言・提言を行っています。

 

 

選解任 選解任

助言・提言

監査
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報告
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選任・再任方針決定
会計監査
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サステナビリティ委員会

指名諮問委員会

コンプライアンス委員会

各子会社・関連会社
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経営会議
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監督 法務・コンプライアンス部

品質保証部

監査室
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会
計
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執行役員

取締役会６名
　社内取締役４名
　社外取締役２名

監査役会４名
　社内監査役２名
　社外監査役２名
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役員報酬制度の概要
常勤取締役の報酬は、「基本報酬」、短期インセンティブとしての「業績連動報酬」、および中長期インセンティブとしての「株式報酬」

（譲渡制限付株式）により構成されています。
「基本報酬」「業績連動報酬」「株式報酬」の報酬構成割合、および役位ごとの基準総報酬額については、その客観性・妥当性を担保

するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合および役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当
社の財務状況等も踏まえた上で設定しており、基準総報酬における支給割合は「基本報酬」「業績連動報酬」「株式報酬」の比率を概ね
60：25：15としています。

社外取締役の報酬は、独立かつ客観的な立場からの経営の監督・助言という主たる役割から、業績との連動は行わず、基本報酬の
み支給することとしています。

監査役の報酬は、監査役の協議にて決定しており、高い独立性確保の観点から、業績との連動は行わず、基本報酬のみ支給すること
としています。

1  サステナビリティに関する基本的な考え方および推進活動の基本計画、戦略の立案
2  サステナビリティ経営推進のためのマテリアリティ（重要課題）の策定
3  マテリアリティに対するKPI（主要取り組み指標）の設定と進捗モニタリング

強固な組織基盤

政策保有株式
投資株式の区分の基準および考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資以外の目的である投資株式の区分について、純投資目的である投資株式
とは専ら株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資株式と考えており、それ以外を純投資以
外の目的である投資株式（以下「政策保有株式」といいます）と考えています。

当社が保有する株式はすべて子会社関連会社株式であり、純投資目的である投資株式もしくは政策保有株式は保有していません。

政策保有株式の基本的な考え方
当社の連結子会社では政策保有株式を保有していますが、一定の基準を満たし、かつ「取引の維持・発展」に資すると認められる場

合を除いて、政策保有株式を保有しないことを基本方針としています。
事業年度終了後、速やかに個別銘柄ごとに基準を満たしているかを確認し、その結果を当社グループ経営会議にて検証し、当社取

締役会に報告しています。

コンプライアンス

グループ経営会議
取締役会に次ぐ審議・討議機関として設置しています。
社外取締役を除く取締役、監査役、その他グループ経営会議の議長が指名する者から構成されており、月２回の定例開催のほか、

必要に応じて適時開催しており、当社グループの経営戦略および重要事案に関する決定・報告・審議等を行っています。

独立社外役員会議
独立役員4名で構成され、定期的に開催されています。
当社の経営戦略、経営課題、取締役会の議題をはじめとしたさまざまな意見交換が行われています。

企業倫理規範
当社グループは「コンプライアンスを最優先とした、公明正大で透明性のある行動」をコンプライアンス方

針として掲げています。
従業員として遵守すべき判断基準を示したコンプライアンス行動基準を「企業倫理規範」として冊子にまと

め、全従業員に配布し、教育・研修などを通じて周知徹底を図っています。また、その内容をより分かりやす
く解説するための「コンプライアンスQ&A事例集」を社内ポータルサイトに掲載し、従業員のコンプライアン
ス意識の醸成に努めています。

監査役会
毎月定期的に開催され、監査に関する重要事項の決定のほか、監査実施状況の報告、意見交換などを行っています。
監査役は、取締役会や社内の重要会議に出席するほか、取締役および使用人から業務執行について直接聴取を実施するなど、十分

な監査を行っています。また、会計監査人からも監査計画および結果について、適宜報告を受け、意見交換をするなど緊密な連携のも
と監査を進めています。

サステナビリティ委員会
サステナビリティ活動を推進していくにあたり、その目標、計画を立案し、進捗状況をモニタリングするため、サステナビリティ委員会を

設置しています。サステナビリティ委員会は、取締役会の諮問機関として、次の事項について審議しています。

取締役会実効性評価
当社は、当社取締役会が当初設計されたよう正常に機能しているかについて自己評価し、取締役会の実効性を高め、当社にとって

最適なガバナンス体制を構築することを目的として、2020年10月に全取締役と全監査役を対象に自己評価アンケートを実施し、その
結果について当社のガバナンス委員会と取締役会にて議論を重ね、当社取締役会の実効性評価を行いました。

アンケートは、①取締役会の構成、②取締役会の運営、③取締役会における審議、④取締役会による監督、⑤経営陣の選解任、⑥
株主との対話、⑦自由筆記の7項目・13設問について行い、2019年に実施した実効性評価からの改善が進み、取締役会の実効性
は概ね確保されていると判断しました。

今後は今回の評価結果を踏まえ、継続的に取締役会の実効性向上に努めていきます。

役員報酬
役員報酬制度に関する基本方針を次のとおり決定しています。

1  株主や従業員をはじめとするステークホルダーとの価値共有を図り、持続的な業績拡大・企業価値向上への健全なインセンティブ
として機能するものとする。

2  優秀な人材を登用・維持するため、当社の事業領域、事業規模に応じた適正な報酬水準、役位ごとの責任、役割および成果に
応える報酬体系とする。

3  ステークホルダーに対する説明責任を果たせるよう、客観性・合理性を担保する適切なプロセスを経て決定する。
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事業等のリスク
業績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクを、発生可能性と影響度を勘案の上、以下のとおり認識し、影響を

最小化する仕組みの構築を図っています。
しかしながら、これらはすべてのリスクを網羅したものではなく、現時点では予見できない、もしくは重要とみなしていないリスクの影

響を将来的に受ける可能性や、対策の不足による損害が発生する可能性があります。
なお、詳細につきましては、有価証券報告書をご覧ください。  
  https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/ir/securities_report.html

リスクマネジメント体制
経営企画室、コーポレート部門等は、当社グループの事業運営に想定されるリスクの把握・分析を行い、取締役会に対して必要な報

告をしています。
経営企画室、監査室および危機管理室は、密接に連携することでリスク顕在化の未然防止、発生時の迅速な対応と損害のミニマイ

ズにあたるとともに、リスクマネジメントにおける知見の蓄積を担っています。
大規模な事故、災害等による従業員の生命の安全および事業継続に深刻な支障をきたすおそれのある事象が発生した場合、危機管

理委員会を設置し、情報の収集・分析、および損害の発生または損害拡大の防止のために必要かつ適切な対応を行います。
2020年度は、新型コロナウイルス感染症対策として危機管理委員会を設置しました。危機管理委員会では、従業員の感染予防、感

染拡大防止、および商品の安定供給の責務を全うするため、政府、地方自治体の対応方針を踏まえて、適時適切に当社グループの対
応方針、ガイドライン等を策定、実施しました。　

リスクの分類 小分類

市況変動

● 畜産物相場の想定を超える変動
● セーフガードの発動
● 食糧需給の逼迫
● 調達コストの大幅な上昇

● 労働力単価の上昇
● 副原料・包装資材のコスト上昇
● 電力、物流費等のコスト上昇
● 飼料価格の大幅な上昇

食品の安全性 ● 消費者への健康被害

感染症、疫病等 ● 感染症の拡大

家畜の疾病 ● 家畜の疾病の拡大

災害・紛争等による事業継続 ● 地震その他の自然災害、戦争、紛争、テロ等の発生

国内外の公的・法的規制の変化、権利侵害 ● 予期しない法的規制 ● 権利侵害・被侵害の防止の遅れ・不能

金融市場の変化 ● 為替変動発生 ● 金利上昇

事業投資・設備投資 ● 固定資産・のれんの減損処理発生

物流・流通 ● 物流の増加、ドライバー不足、インフラ不足等による適正なサプライチェーンの構築不備

人材確保 ● 若年労働者の確保不足　　　　● 想定外の人材流出　　　　● 人材育成の遅れ

コンプライアンス ● 法令違反を含む重大なコンプライアンス上の問題の発生

内部統制システムの整備・運用 ● 内部統制システムの機能不備

環境への対応 ● 環境規制

情報セキュリティ
●  地震その他の自然災害、サイバーテロ、システムの欠陥・障害、新種のコンピュータウイルス感染、 

不正アクセス等による情報漏えい・消失、システムの不具合

ＳＮＳ上の風評被害
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伊藤ハム米久ホールディングス

社内相談窓口（コンプライアンス統括室）
コンプライアンス相談窓口

03-5723-8662
soudan@itoham.co.jp
yonekyuhotline@yonekyu.co.jp

社外相談窓口（今村弁護士）

・困ったり、疑問に思ったりしたときは上司に相談しましょう
・誰にも相談できないときは相談窓口へ
・プライバシーは厳重に取り扱い、保護します

コンプライアンス カード
行
動
の
セ
ル
フ
チ
ェッ
ク

胸に手を当てて考えよう  企業人として、社会人として

あなたのその行動は、職場のメンバーの行動は、
法律に触れていませんか？
胸を張って話せますか？
「会社のため」「忙しさ」を言い訳にしていませんか？
コンプライアンス違反に目をつぶっていませんか？
良心に従った行動ですか？

T E L
メール

03-3470-0271
ih-hotline@greenhill-law.jp

T E L
メール

コンプライアンスカード　表

コンプライアンスカード　裏

B

リスクマネジメント

強固な組織基盤

伊藤ハム米久ホールディングス株式会社

伊藤ハム株式会社 米久株式会社
コンプライアンス 
責任者会議全体会

コンプライアンス 
責任者会議全体会

報告

運営
報告
共有

運営
報告
共有

事務局
法務・コンプライアンス部

コンプライアンス委員会

報告 評価

コンプライアンス管理体制

コンプライアンス委員会
コンプライアンス担当役員を委員長としたコンプライアンス委員会を毎月1回開催しています。本委員会は、コンプライアンス担当

役員、監査役、品質・コンプライアンスリスクに関わる責任者、社外有識者で構成されており、食品安全、コンプライアンスに係る管理
状況の確認とその運用状況について独立的に評価しています。

コンプライアンス責任者会議
当社グループのコンプライアンスを推進するため、両事業会社社

長を議長としたコンプライアンス責任者会議を年2回開催していま
す。本会議では、コンプライアンス推進活動の方針・計画の策定、
コンプライアンス委員会から改善を求められた事項、コンプライア
ンスに係る事案などをモニタリングし、それを踏まえた実効性の高
い施策にうつしていくための審議を行っています。

コンプライアンス推進委員制度
各社、各部門に所属する従業員に対しコンプライアンス施策を周知徹底、推進するため、各職場にコンプライアンス推進委員を配置

し、年に３回のミーティングを開催しています。そのミーティングでは、実際に職場で抱えている課題やコンプライアンスに係る知識の
習得、コンプライアンス違反事例などをケーススタディとして取り上げることで、「自分事」として捉えやすくし、主体性を持ってコンプラ
イアンス推進活動が行えるよう、教育・研修プログラムの一環として制度運営を行っています。

教育・研修
グループ全従業員のコンプライアンスの意識を高め、またコンプライアンスの重要性を理解するために、年1回のコンプライアンス

講習を実施しています。また、経営幹部には社外有識者によるコンプライアンス講習を、社内役職者に対しては、業法やハラスメント防
止など、役割に応じて必要なコンプライアンス講習を行っています。

内部通報制度
グループ内部通報規程に基づき、コンプライアンスに関する相談や内部通報を受け付ける「社

内相談窓口（当社法務・コンプライアンス部）」と「社外相談窓口（社外弁護士）」を設置しています。
各相談窓口は、コンプライアンスカードの配布、社内ポータルサイトへ連絡先を掲載するなど、

誰でも分かるように周知しています。なお、相談内容の秘密厳守はもちろん、通報・相談したこと
による相談者への不利益な取り扱いの禁止についても定め、相談者の保護を図っています。

コンプライアンス浸透度調査
各職場のコンプライアンスの浸透度合いを把握するため、また、従業員からコンプライアンスに関する率直な意見を聞くため、年１回、

全従業員を対象にコンプライアンス浸透度調査を実施しています。回答結果や従業員の意見などは、経営層を含む全従業員にフィード
バックし、問題点があれば改善し、次年度のコンプライアンス活動にも反映させるなど、職場の改善活動につなげています。
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