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CSRマネジメントでは、推進すべき重点テーマを定めています。経営戦略、事業分野等のDNPとしての重要・優

先テーマを抽出するとともに、国連グローバル・コンパクトの 10原則、持続可能な開発目標（SDGs）などを中心

とした、国際社会が重要視し、優先しているテーマを取り入れ、総合的な分析を行っています。

法令および社会倫理にもとづいて、常に公正
かつ公平な態度で、秩序ある自由な競争市場
の維持発展に寄与する。

人類の尊厳を何よりも大切なものと考え、あらゆる人
が固有に持つ文化、国籍、人種、民族、言語、宗教、
価値観、性別、年齢、性自認、性的指向、障がいの
有無などの多様性を尊重し、規律ある行動をとるとい
う前提に立ち、社員の多様性に配慮した働き方を尊
重し、健康で安全な活力ある職場の実現をめざす。

持続可能な社会の実現に向け、 P& Iイノベー
ションによる新たな価値の創出により「脱炭素
社会」「循環型社会」「自然共生社会」をめざす。
（P62-67参照）

製品・サービスを通じて、SDGsの達成に貢献
する新しい価値を創造し、持続的な社会の発
展に貢献する。

高い価値創造と高いコンプライアンス意識の
両立をめざし、サプライチェーンにおけるス
テークホルダーとともに、人権や環境などに配
慮した調達を行う。

製品・サービスを社会に供給する企業の責任
として、安全性や品質の確保を最優先すること
で、社会の信頼を獲得する。

個人情報をはじめ、多くの情報資産を取り扱う
企業の社会的責務として、情報資産の管理と
保護のため、万全なセキュリティを確保する。

社会とともに生きる良き企業市民として積極的
に社会との関わりを深め、社会課題の解決や
ボランティア活動、文化活動を通じて、社会に
貢献する。

SDGs達成に
貢献するビジネス

公正な事業慣行

人権・労働

環境

責任ある調達

製品の
安全性・品質

情報セキュリティ

企業市民

価
値
創
造

価
値
創
造
を
支
え
る
基
盤

① 5,781億円
② 871億円（6.5%）

① 毎月1回、年14回実施
② 98.1%（105拠点）
※ 海外の2拠点は、コロナ禍の
 ロックダウンの影響により未実施

＊ 目標年度のないものは毎年度の目標値

① 6.6%
② 2.0倍（873名）
③ 2.5%
④ 55.4%
⑤ 0.29

① 国内86点、海外84点
② 92％

① 0件
② 100%（350件）

① 100％（87部門・会社）

② 100％（82回）

③ 100％（受講者数約41,000名）

④ 100％（実施数425システム）

① 1,293名
② 674名
③ 39,190点
④ 4,516点

① 2020年度までに売上高6,000億円
② 2025年に10%

① 毎月1回、年12回実施
② 対象部門に対して100%の実施

① 2022年3月末時点までに管理職（課長クラス以上）
 に占める女性の割合を7%以上
② 2022年3月末時点までに女性管理職層・リーダー
クラスの人数を2016年2月（430名）より2倍

③ 2.2%以上
④ 前年度（54.7%）より増加
⑤ 0.2以下

① 2030年度までに90点
② 2030年度までに100%

① 0件
② 100％

① 事業部門・グループ会社に対して
 実施率100％
② 対象部門に対して実施率100％
③ 対象部門に対して受講率100％
④ 対象サイトに対して実施率100％

2020年度から2024年度までの累計
① 10,000名（年間2,000名）
② 6,000名（年間1,200名）
③ 250,000点（年間50,000点）
④ 70,000点（年間14,000点）

① 環境配慮製品・サービスの売上高
 （DNPは企業活動すべてを通じてSDGsの達成に貢献していきますが、
それを測る明確な指標のひとつとして、当項目を設定しています。）

② スーパーエコプロダクツ※の売上構成比
 ※ DNP独自の評価により特定した環境配慮に優れた製品・サービス

① 企業倫理行動委員会の開催回数
② 自律的企業倫理研修の実施拠点数

  P62-63 環境ビジョン／自然資本　P64-67 気候変動への取り組みへ 
  「DNPグループ環境報告書2021」P16 環境活動目標・実績一覧へ 

① 主要サプライヤーにおける
 CSR調達ガイドライン調査の平均スコア
② 印刷・加工用紙調達ガイドライン適合証明書取得率

① 製品における重大な事故※ 発生件数
 ※ 重大な事故：当社製品の欠陥によって、製品使用者の生命、身体

に重大な被害を及ぼした場合、製品以外の財産に重大な影響を
及ぼした場合が対象

② 新規開発品の製品安全リスクアセスメント実施率

① 情報セキュリティコンプライアンス評価実施数
② 担当役員による個人情報等重点対策実施部門の
 検査・指導数
③ 情報セキュリティ教育・研修の受講率
④ インターネット公開サイトのセキュリティ脆弱性テスト実施数

① 社会貢献活動プログラムの社外参加者数
② 社会貢献活動プログラムの社員参加者数
③ フェアトレード関連商品の社内消費数
④ 食堂応援メニューの提供数

①女性管理職比率
②女性管理職層・リーダークラスの人数
③障がい者雇用率
④年次有給休暇取得率
⑤休業災害度数率

重点テーマ 中長期ビジョン 中長期的な目標値＊ 2020年度実績中長期ビジョン達成に向け優先的に取り組む指標

CSRマネジメント
サステナビリティへの取り組み
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DNPは、”2050年のありたい姿”を示すものとして、2020年3月に「DNPグループ環境ビジョン2050」を策定しました。

「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」の実現に向けた価値創出の取り組みを一段と強化していきます。

DNPグループ環境ビジョン2050

脱炭素社会
（気候変動の緩和と適応）

• 自社拠点での事業活動
に伴うG H G排出量実質
ゼロを目指します。

• 製品・サービスを通じて
脱炭素社会の構築に貢
献していきます。

循環型社会
（資源の効率的利用）

• バリューチェーン全体
で資源を効率的に利
用し循環させること
で、最大限の価値を
提供します。

自然共生社会
（生物多様性の保全）

• バリューチェーン全体
での生物多様性への
影響の最小化と、地
域生態系との調和を
目指します。

対応するSDGs

中期経営計画（2020-2022年度）
での取り組み DNPがめざす社会「環境中期目標」 「DNPグループ環境ビジョン2050」

中期目標

※1 GHG排出量削減の中長期目標について、2018年7月に「2030年までに2015年度比25％削減」でSBT（Science Based Targets）イニシアチブの認定を取得しましたが、
 2050年実質ゼロに向けて同目標を見直し、改めてSBT認定を取得しました。
※2 スーパーエコプロダクツ：DNP独自の評価により特定した環境配慮に優れた製品・サービス

2050年目標

GHG排出量の削減※1

2030年までに2015年度比

40％削減

2025年に
スーパーエコプロダクツ※2

売上構成比10％

自社事業活動による
GHG排出量の削減
2050年までに
実質ゼロ
脱炭素社会の構築
製品・サービスで
貢献

バリューチェーン
全体で
資源の効率的
循環利用

2025年に2015年度比
資源循環率
5ポイント改善

2025年に2015年度比
水使用量35%削減

「印刷・加工用紙調達
ガイドライン」
適合品調達率100%

バリューチェーン
全体で
生物多様性の
影響最小化

循環型社会

資源の効率的利用

自然共生社会

生物多様性の保全

脱炭素社会

気候変動への対応

事業の推進
（価値創造）

 環境負荷と付加価値を考慮した
 事業ポートフォリオの転換

 新規環境テーマの抽出

 低炭素原材料・素材の技術開発

 リサイクルスキームの構築

経営基盤の強化
 環境負荷の見える化

 再生可能エネルギーの導入

 環境負荷を考慮した省エネ設備
 投資、生産拠点の最適化

 森林認証紙の活用・
 トレーサビリティの確保

価値創造・
基盤強化の
両輪で
環境課題に
取り組む

オール
DNP

　私たちDNPは、これまでと同様に、この先も常に事業活動と

地球環境との共生を前提として、人々や社会が望む価値の創

出に取り組んでいきます。しかし近年は、暴風雨や洪水等の異

常気象が頻発し、新たな感染症の拡大も懸念されるなど、どの

ような価値をどんな優先順位で提供すれば良いのか、熟慮して

いく必要性が高まっています。

　国内外でカーボンニュートラルへの取り組みが加速し、気候

変動を抑え生態系を保全しながらコロナ禍からの経済復興を

めざすグリーンリカバリーが求められています。そうしたなかで

DNPは、「脱炭素社会」「循環型社会」「自然共生社会」を実現

する具体的な活動の加速に向けて、2020年3月に「DNPグルー

プ環境ビジョン2050」を策定しました。脱炭素社会の構築に向

けては、2050年に自社拠点の事業活動にともなう温室効果ガス

（GHG）排出量を実質ゼロにする計画です。

　中期経営計画では、注力事業のひとつに「環境関連事業」を

設定し、独自の「P&I」（印刷と情報）の強みと多様なパートナー

シップを活かして、環境負荷が低く、付加価値が高い製品・サー

ビスを開発していきます。DNPが世界トップシェアを獲得している

リチウムイオン電池用バッテリーパウチを電気自動車や次世代の

全固体電池向けなどに広げるほか、再生可能エネルギー関連の

太陽電池用部材や、原料の一部を石油由来から植物由来に置

き替えた包材なども展開します。また、トレーサビリティの向上、

資源の循環利用や輸送時の温度管理の徹底につながる情報

サービス等も展開し、バリューチェーン全体における環境負荷の

低減を進めます。

　私たちは、全社員を対象とする行動規範のひとつに「環境保全

と持続可能な社会の実現」を掲げ、「DNPグループ環境方針」を

定めて、法規の遵守はもちろん、環境を強く意識した企業活動を

推進しています。持続可能なより良い社会、より快適な暮らしの

実現に向けて、多様な価値の提供にさらに注力していきます。

持続可能な未来のために、
環境ビジョンの実現に向けて
新たな価値の創出に挑みます。
常務取締役　井上  覚

ENVIRONMENTAL VISION/ 
NATURAL CAPITAL
環境ビジョン / 自然資本
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気候変動への取り組み
　気候変動の影響は年々深刻さを増し、環境・社会・経済に大きな影響を及ぼしています。また、ウィズコロナ／

アフターコロナの政策と併せて環境問題にも取り組む「グリーンリカバリー」に向けた動きが加速しており、日本に

おいても、2050年に温室効果ガス（GHG）排出量を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」が掲げられ、そのな

かで、一層企業の果たすべき役割の重要性が増しています。

　DNPは、気候変動をはじめとするさまざまな環境課題の解決に取り組むことで、生活の基盤を持続可能で 

安全・安心なものにするだけでなく、人々の期待に応える「DNPならではの価値」を提供していきます。また、こ

れらの取り組みについて、「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD：Task Force on C l imate- re la ted 

Financial Disclosures）」が提言するフレームワークを活用した情報開示を通じて、ステークホルダーとの対話を

積極的に進め、サプライチェーン全体でGHG排出量の削減に取り組みます。

　気候変動に関するリスクと機会には、脱炭素社会の構

築に向けた規制強化や低炭素技術に対する需要、市場の

要請の高まりなど移行に関連するものと、気温上昇の結果

生じる物理的影響に関連するものが考えられます。

　DNPは、事業の推進にあたって気候変動によるリスクの

抽出と、長期リスクに対する戦略を検討するため、シナリオ

分析による財務影響および影響を受ける期間について評

価を実施しています（使用シナリオ：I PCC第5次評価報告

書によるRCP8.5シナリオおよび IEAのWEOによる持続可能

な開発シナリオ、ネット・ゼロ・エミッション2050）。

　シナリオ分析の結果、脱炭素社会の構築に向けて、GHG

排出量の規制強化や炭素税の導入の可能性が高く、運用

コストの増加が見込まれると認識しており、環境負荷の見え

る化による経営基盤の強化や、環境負荷と付加価値を考

慮した事業ポートフォリオの転換を進めています。また、

2050年までに自社拠点での事業活動にともなうGHG排出

量実質ゼロに向けて、2030年までの目標を定め、省エネ活

動のさらなる強化や再生可能エネルギーの導入を進めてい

ます。一方、低炭素製品・サービスへの需要や市場はさら

に拡大し、技術開発やM&Aの加速がますます求められると

考えています。このような変化に対しDNPは、「P&I」（印刷と

情報）の強みを掛け合わせ、社外のパートナーと連携を深

めることで、価値の創出に取り組んでいます。

　また、中期経営計画において、成長領域のひとつに「環境

とエネルギー」を設定し、収益性と市場成長性の視点から、

環境関連事業やモビリティ関連事業などを注力事業として

捉えています。今後、再生可能エネルギー関連やリチウムイ

オン電池用バッテリーパウチなどの低炭素に貢献する製品、

シェアリングエコノミーに向けたセキュリティソリューションなど

において、事業の拡大を見込んでいます。さらに、環境配慮

と利便性を両立した包装材の「GREEN PACKAGING」の拡大

を進めているほか、サプライチェーン全体で連携したリサイク

ルスキームの構築や新規リサイクル技術の開発などを進め

ています。これらの注力事業における価値の創出に向けて、

経営資源の投入や戦略的な投資を推進しています。

　一方、短期的な物理的リスクの影響に関しては、事業継

続のためのマネジメント体制を整備し、気候変動にともなう

災害対応やサプライチェーンマネジメントを強化しています。

戦略

IPCC第5次報告書（2014年発
表）で示された代表的濃度経路
に関する将来シナリオ。最も気温
上昇が高いRCP8.5シナリオで
は、 2100年に2.6℃から4.8℃の
気温上昇が予測されている。

IPCC RCPシナリオ IEA WEOシナリオ

ネット・ゼロ・エミッション2050
(Net Zero Emissions by 2050, NZE2050)

持続可能な開発シナリオの分析を拡大し、世界のGHG排出量を2050年ま
でにネット・ゼロにする軌道に乗せるため、今後10年間に必要とされる施
策を明示したもの。再生可能エネルギーによる貢献のほか、電化、エネル
ギー効率の大幅改善、行動変容などの迅速な実現に言及している。

持続可能な開発シナリオ
(Sustainable Development Scenario, SDS)

クリーンエネルギー政策と投資が増加し、持続可能なエネ
ルギー目標が2070年の達成に向けて軌道に乗るというシ
ナリオ。電力需要の増加に対して、太陽光、風力等の再
生可能エネルギーが大きく貢献すると予測している。

　DNPは、気候変動を含む環境課題への対応を重要な経

営課題のひとつに位置づけており、取締役会の管理監督

のもと、内部統制の統括組織である「企業倫理行動委員

会」と、サステナビリティに関する専門委員会として「サステ

ナビリティ委員会」を設置し、環境に関する事項を取りまと

める役割を担っています。　

　サステナビリティ委員会は、環境担当の取締役を委員長

とし、本社の各担当取締役および執行役員によって構成さ

れています。本委員会は、グループ全体のサステナビリティ

に関する方針や目標・計画などの審議・決定、計画推進・

目標達成状況の監督などを目的に年2回開催しているほか、

必要に応じて随時開催しています。委員会で審議された重

要事項については、取締役会において経営方針や経営戦

略および他の重要案件とともに審議・決定しています。

経営会議

サステナビリティ委員会 ＊2

事務局

各事業部・グループ会社環境委員会

事業部・グループ会社各サイト

推進室

技術・生産
グループ

各環境目標
推進グループ

企業倫理行動委員会

取締役会 ＊1

ガバナンス

各組織の役割

＊1 取締役会：気候変動対応の重要事項の審議・決定
＊2 サステナビリティ委員会：気候変動関連のリスクおよび機会の評価、
 基本方針や目標・計画の審議・決定、推進状況の監督など

TO
PI
CS

「資源循環率※」を用いた産業廃棄物削減目標を設定

　気候変動と並ぶ喫緊の課題として、循環型社会の構築が挙げられています。DNPは「DNPグループ環境ビジョン2050」に掲げた資源の
効率的利用による循環型社会の実現に向けて、このたび中期目標を改定しました。
　新たな目標では、既に100％リサイクルされている紙の有価物を除く全ての不要物（廃棄物および有価物）のうち、マテリアルリサイクル、
ケミカルリサイクルによる資源循環率を2025年までに2015年度に比べて5ポイント改善することを掲げています。また、エネルギーリカバ
リーによる利用は対象外としており、資源がより有効に活用される取り組みに注力していきます。 ※資源循環率＝資源循環量／紙を除く不要物の量

　DNPは、社会の課題や変動要素（リスク）によるマイナスの

影響を最小限に抑えるため、統合的なリスクマネジメントの取

り組みを推進しています。特に気候変動などの環境に関する

リスクは、事業計画を踏まえ、ステークホルダーの関心や影

響の大きさ、影響を及ぼす可能性の観点からサステナビリ

ティ委員会が年に1回以上特定し、評価・管理しています。

　評価結果において特に重要と認識されたリスクと機会に

ついては、サステナビリティ委員会での議論を経たのち、

取締役会にて審議し、活動の優先順位づけおよび目標の

設定を行って経営に反映させています。

リスク管理

脱炭素社会 循環型社会 自然共生社会持続可能な社会

エネルギー／水

原材料
IN OUT

社会への価値の提供
環境配慮製品・サービス

再利用

廃棄

製造部門 物流部門

研究開発部門 営業企画部門

リサイクル不要物

大気／水質／土壌

DNP環境マネジメントシステム
 環境マネジメント活動の目
標と実績は、「DNPグルー
プ環境報告書2021」P16

サステナビリティへの取り組み
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　DNPは、気候変動にともなう機会の最大化とリスクの最小

化に向けて、以下の目標を設定しています。リスクの最小化

については、DNPグループ全体におけるScope1、2、3のモ

ニタリングを実施し、実績に基づく戦略策定を進めています。

自社拠点での事業活動にともなうGHG排出量（Scope1、2）

については、2050年カーボンニュートラルの実現に向けた

2030年までの中期目標を掲げて削減活動を進めています。

また、当社のGHG排出量の8割を占めるScope3について

は、サプライヤーにおける排出量の管理状況の調査などを

進めています。

指標／目標

中期経営計画に基づいて注力事業の拡大を図り、
製品・サービスを通じた脱炭素社会の構築に貢献する。

価値の創造

2020年度実績

1,145億円
2024年度計画

1,750億円

環境関連事業（P48-49参照）の売上高

2020年度実績

395億円
2024年度計画

1,000億円

モビリティ関連事業（P46-47参照）の売上高

事業活動にともなう自社拠点での
GHG排出量を削減する。

事業活動の基盤

2050年までに実質ゼロとする
長期環境ビジョン

2030年までに2015年度比

40%削減とする（SBT取得目標）

中期削減目標

TO
PI
CS

GHG排出量削減の新たな中期目標が「Science Based Targets（SBT）イニシアチブ」の更新認定を取得

　DNPは、グループ全体のGHG排出量について、従来設定していた2030年度までの目標を15ポイント引き上
げ、2015年度比で40％削減する新たな目標を設定しました。従来の目標については、パリ協定の「2℃目標」
を達成するうえで科学的な根拠のある水準として、「Science Based Targets（SBT）イニシアチブ」の認定を取
得しています。今回新たに設定した目標は、より厳格化された基準である「Well-below2℃目標（2℃を十分に
下回る水準の目標）」に適合することが認められ、同イニシアチブより更新認定を取得しました。

2015 2020 2030 2040 2050

GHG排出量削減イメージ

「DNPグループ環境ビジョン2050」
2020年3月策定

2050年までに自社拠点での事業活動に
ともなうGHG排出量実質ゼロをめざす

2030年目標
2030年までに2015年度比40%削減

GHG排出量実績

2020年度実績

30%削減

気候変動に関する主なリスクとそれに対する取り組み・機会

1  脱炭素社会への移行が進むシナリオ（平均気温の上昇を2℃または1.5℃未満に抑えたシナリオ）

政
策
・
法
規
制

市
場

評
判

移行シナリオ 期間 DNPのリスク DNPの取り組みと機会

中期
プラスチックに
係る規制

• 化石由来原材料を使用した
 製品に対する課税
• 代替原料への転換コストの発生

• ｢DNP植物由来包材 バイオマテック®」の拡販
• リサイクル性の高い製品開発・拡販 
(単一素材化、紙などへの切り替え)
• リサイクルスキームの構築

中期取水制限の導入 • 製造拠点の操業停止

• 使用量削減や循環利用のほか、
 工程の見直し、可視化によるロス削減
• 海外拠点を含む全拠点を対象とした
 水リスク調査の実施

中長期
市場の価値観・
消費行動の変化

• 低炭素や環境に配慮していない
 製品・サービスの淘汰

• 脱炭素社会の実現に向けた
 製品の開発促進および市場拡大 
(リチウムイオン電池用バッテリーパウチ、 
｢DNP環境配慮パッケージング GREEN PACKAGING」など)
• 循環資源（紙など)への切替促進に向けた製品展開
• 認証材料の積極的な利用 (森林認証紙など)

中期エネルギー価格の上昇
• 操業コストの上昇
• 競争力の低下

•節電、設備の高効率化などの省エネ活動の推進

中期原材料価格の上昇
• 印刷用紙の調達価格の上昇
• 化石由来原材料の調達価格の上昇

• ゼロエミッションの推進 
(原材料使用量削減、製品仕様・製造工程改善による

 資源の有効利用)

中期
気候変動問題に対する
取り組み姿勢の評価

• 取り組みが十分でないと
 判断された場合の影響
 (自社イメージの悪化、株価の下落、投資
対象からの除外による資本の減少など）

• 情報開示の拡充とエンゲージメント
• 市場動向のモニタリング
• 長期環境ビジョン達成に向けた
 GHG排出量削減への取り組み

中長期
カーボンプライシングに
係る規制

• 炭素税や排出量取引制度などの施行
• 再生可能エネルギーなどの導入による
 運用コストの増加
• 省エネルギー設備への投資拡大

• 事業ポートフォリオの転換(事業の選択と集中)
• 高効率機器への設備更新、生産拠点の最適化
• LCA（ライフサイクルアセスメント)に配慮した
 製品・サービス設計の促進
• 脱炭素・低炭素エネルギーの利用促進

2  気候変動による物理的影響が顕在化するシナリオ（平均気温が4℃上昇するシナリオ）

急
性

慢
性

物理的シナリオ 期間 DNPのリスク DNPの取り組みと機会

中期気温の上昇
• 熱中症発症の増加による操業阻害
• 冷房コストの増加

• 生産拠点における熱中症リスクの見える化と
 注意喚起の実施
• 高効率設備の導入による省エネ対策

中期水需給の変化 •水使用料、原材料価格の上昇
• 水の使用量削減や循環利用のほか、
 工程の見直し、可視化によるロス削減

短期
大雨・洪水・台風など
風水害の増加

• 災害による操業停止や
 サプライチェーンの寸断

• 生産拠点における災害リスク対策
• 複数拠点での生産バックアップ体制の強化
• 調達先の多様化
• 従業員に対する補償・支援制度の強化

中期沿岸地域における水リスク •沿岸に立地している拠点の操業停止
• 海外拠点を含む全拠点を対象とした
 水リスク調査の実施
• 水害リスクの高い地域での洪水対策実施

サステナビリティへの取り組み
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価値創出を加速させるための人事諸制度の再構築を中心に、

経営戦略としてのDNPのダイバーシティ＆インクルージョン（多様性と包摂）についてお伝えします。

　DNPは、2019年度から集中的に人事諸制度の再構築に

取り組んでおり、2021年４月から、第3弾の施策を展開してい

ます。常に人々の身近にあたりまえに存在する欠かせない価

値を生み出すためには、グローバルかつこれまでにない視点

に立って、新たな事業アイデアを創出できる人材と、そうした

人材を活かすためのより柔軟な組織が必要です。昨今、社

会の変化は急激であり、また雇用が流動化するなか、従来の

制度を一部改定するだけでは十分に対応できません。DNP

は、現在と将来の社会課題や自社を取り巻く経営環境を踏ま

え、ゼロベースで人事諸制度の再構築を進めてきました。

　例えば、事業ポートフォリオと連動させた人材のポートフォ

リオを策定し、ジョブ型とメンバーシップ型の両方の長所を掛

け合わせたハイブリッドな人事諸制度を設けました。また、メ

ガトレンドのひとつであるデジタルトランスフォーメーションを

活かして価値を創出していくため、ICT人材の強化に向けた

制度も新設しました（詳細はP.41参照）。

　また、社員が自ら積極的に行動し、主体的に「未来のあた

りまえ」をつくるために、チームの「心理的安全性」を構築し、

職場を働きやすいものにしていくことが重要だと考えています。

チーム内での自由な発言や行動をポジティブに評価すること

で、一人ひとりの多様な強みの発揮につなげ、その掛け合わ

せによる新しい価値の創出を進めていきます。

　DNPは、人事諸制度の再構築などを通じて大きな変革に

取り組んでおり、時代の変化に対応するだけでなく、自らが

変化を起こしていくために、社員全員が力を発揮できる組織

を構築していきます。私たちはこれからも、「常に変革に挑戦

する企業風土」を醸成し、社会や生活者に新しい価値を提供

し続けていきます。

「未来のあたりまえ」の
創出に向け、多様な人材が
融合する組織を構築します。

代表取締役専務　宮  健司

　早い時期から女性の活躍推進に力を入れてきたDNPは、

2018年にダイバーシティ推進室を開設し、多様性を活かした

価値創出の取り組みを加速させています。特に2019年以降は

これまで以上に、女性に限らず、障がいのある社員、LGBTQ+

の社員、多様な国籍の社員、シニアの社員など、多様な人材

の一層の活躍を支援し、社員一人ひとりの強みを掛け合わ

せていく取り組みに注力してきました。

　2020年7月には、代表取締役社長が「DNPダイバーシティ

宣言」を行い、重要な経営課題として「ダイバーシティ＆インク

ルージョン（多様性と包摂：D&I）」に取り組むことを社内外に

発信しています。「当事者意識の醸成」が欠かせないという考

えのもと、多様な強みを持つ社員一人ひとりが、まさにDNPの

D&Iを構成する一員であり、当事者にほかならないことなどを

宣言しています。

　その具体的な活動の一環として、2021年2月には社内イベン

ト「ダイバーシティウィーク」を初めて開催しました。一人ひとり

の違いを実感し、自分自身が「D＆Iの当事者」であるという意識

の醸成につなげる18種のプログラムを実施しています。7,000

名を超える社員が参加し、アンケートでは約7割の社員が「新

たな意識の変化や気づきが生まれた」と回答しており、多くの

社員が違いを強みにすることを知識としてだけでなく心から理

解し、受け入れたという手ごたえにつながっています。当事者と

しての社員自身が課題を設定し、D&Iの推進について考え、実

際の行動につなげていくよう、引き続き努めていきます。

　DNPはこれからも、新しい価値の創出に向けて、社員一人

ひとりの違いを尊重し、互いに受け入れ、多様性を組織の力

として活かす取り組みを推進、強化していきます。

ダイバーシティの推進は
重要な経営課題。キーワードは
「当事者意識の醸成」です。

取締役　宮間  三奈子

サステナビリティへの取り組み

HUMAN RESOURCES 
STRATEGY 人財戦略
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人財・人権への取り組み
DNPが「未来のあたりまえ」の創出を加速するには、社員全員が一人ひとりの違いを尊重し、互いに受け入れ、そ

の多様性を活かすことができる組織風土が欠かせません。そのため、社員の心身の健康と安全を基盤とし、人材

育成の強化、人事諸制度の再構築などのさまざまな施策を推し進めています。また、DNPの価値創造プロセスに

関わる全ての人々の権利を保つことが、社会の一員としての企業が果たすべき責任であると認識し、多くのステー

クホルダーとの対話を通して、人権への取り組みを強化しています。

2020年度の主な施策

　DNPは、D＆Iの推進に向けたマネジメント強化の効果を高めていくため、以下のような目標（KPI）を策定し、その実現に

取り組んでいます。

KPI ／目標

人財への取り組み

DNPは3つの基本方針のもと、以下の施策に注力しました。

ダイバーシティ基本方針 2020年度の主な施策

• 現在の「MBO（Management By Objectives）制度」に「OKR（Objectives & Key 

Results）」の要素を組み入れたDNP独自の価値目標制度「DVO（DNP Value 

Objectives）制度」の導入※

• 中堅幹部層が自律的に管理職または専門職のコースを選択できる複線型キャリア制

度の導入※と、この制度に連動した中堅社員対象の専門職制度の拡充※

• 社員の自発的意志に基づきグループ内の他部門を兼務できる社内複業制度の導入※

• 海外駐在員の労働条件の見直し※

多様な人材の育成

• 社内イベント「ダイバーシティウィーク」の開催

• 障がい者の活躍推進に取り組む経営者ネットワーク

 ｢The Valuable 500」への賛同

• LGBTQ+に関するオンライン動画研修を実施

多様な人材が

活躍できる

風土醸成

• テレワーク(在宅勤務／リモートワーク)の常態化･定着への仕組みを導入※

• 株式会社ワーク･ライフバランスが推進する「男性育休100%宣言」への賛同

• プレパパ･プレママに対象を広げて、仕事と育児の両立支援セミナー

 ｢カンガルーの会」をオンラインで開催

• 同性や事実婚のパートナーに対し、配偶者関連の制度の一部を新たに適用するなど、

 LGBTQ+の社員への対応の充実※

• キャリアとライフの両立をサポートする制度の拡充※

 通院･治療(不妊治療･がん治療など)や進学･通学(スキルアップを目的とするもの)との両立支援

多様な働き方の実現

※印の施策は、人事諸制度再構築のなかで2021年度から導入

TO
PI
CS

「DNPグループ健康宣言」（2021年4月制定）

　DNPは常に、社員の健康と安全を最優先と考えて企業活動を推進しています。2019年には「DNPグループ安全衛生憲章」を策定し、安
全の確保に向けた取り組みを加速させています。2020年からはコロナ禍をきっかけのひとつとして、あらためて「社員とその家族の心と身
体の健康の大切さ」を再認識し、DNP独自の健康経営・健康施策を目指すため「DNPグループ健康宣言」を社内外に発しました。この宣
言に従い「心身の健康の保持・増進」だけでなく、社員一人ひとりが前向きな心を持つ「こころの資本」の醸成や、職場やチームでの信頼
関係に基づく「心理的安全性」の構築に向けた取り組みを強化し、社員の幸福度を高めることで、企業価値の向上につなげていきます。

　2020年7月、D&Iの一層の推進に向けたトップコミットメ

ントとして「DNPダイバーシティ宣言」を行いました。代表取

締役社長が先頭に立ってD&Iを推進し、管理職の意識変

革を促し、社員一人ひとりが能動的に挑戦できる会社、新

しい価値を創出する会社にしていくことを宣言しました。

　また、2019年度より集中的に人事諸制度の再構築を進

めるなかで、主に多彩なキャリアを持つ社内外の人材や若

手社員、ICT人材を対象にした制度の改定を行っています。

そのほか、シニア層が多様な働き方を選べる選択定年制

の導入、同一労働・同一賃金に対応した制度の改定、オ

ンラインとオフラインを融合した新しい働き方やマネジメント

の推進などに取り組んでいます。ダイバーシティ関連の制

度としては、配偶者に関連する制度の一部の対象を同性

や事実婚のパートナーに拡大したほか、キャリアとライフの

両立をサポートする制度、介護や育児関連をはじめとした

短時間勤務等の制度などを拡充しました。

戦略と施策

1. ダイバーシティ＆インクルージョンの推進を

 先頭に立って取り組みます。

2. 管理職の意識を一人ひとりの違いを強みとして活かす

 ｢対話型スタイル」に変えます。

3. 社員一人ひとりが能動的に挑戦できる会社、

 新しい価値を創出する会社にします。

DNPダイバーシティ宣言

2020年7月17日
代表取締役社長 北島義斉

マネジメント

　DNPは、新しい価値の創出には「ダイバーシティ＆インク

ルージョン（多様性と包摂：D&I）」が重要であると考え、グ

ループ全体にD&Iを浸透・定着させる体制として、担当専務

取締役のもと、本社直轄の「ダイバーシティ推進室」を設置

しています。各事業部門やグループ会社等に設置したダイ

バーシティ推進委員会と連携し、活動を加速させています。

ダイバーシティ推進室本社部門 連携

結果共有方針共有

事業部・本社開発部門／グループ会社

ダイバーシティ推進委員会

実行部門

事務局

管理部門

女性管理職比率

5.6%
（2018年度実績）

7.0%以上
（2021年度目標）

女性管理職層・リーダークラスの人数
2022年3月末時点までに

2016年2月（430名）の2倍とする

男性育休取得率

54.3%
（2020年度実績）

100%

ダイバーシティウィークの社内向けトップページ
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人権への取り組み

　サプライチェーンのグローバル化・複雑化によって、企業

には人権に対する一層の配慮が強く要請されています。

DNPは2020年に、「国際人権章典」「労働における基本的

原則および権利に関する国際労働機関（ I LO）宣言」等の

国際規範に基づき、取締役会の審議を経て、 「DNPグルー

方針と体制／ガバナンス

プ人権方針」を策定しました。人事・労務のほか、ダイバー

シティ推進、サステナビリティ推進、購買、事業推進、 法

務・コンプライアンス関連など、各部門が連携を深めて、

人権尊重の取り組みを強化しています。

　DNPは、自社の事業活動が国際社会や地域社会に及

ぼす影響を評価・改善していくため、2006年より「責任あ

る調達」の取り組みを行っています。2017年と2020年に

は、国際情勢を踏まえて「DNPグループCSR調達ガイドライ

ン」を改定し、マネジメントの適用範囲を、①国内からグ

ローバル全体へ、②サプライヤーから業務委託先・人材

エージェントへ、③1次サプライヤーから２次・3次サプライ

ヤーへと拡大しました。年1回実施しているサプライヤーの

人権デュー・ディリジェンス

取り組み状況の調査や面談指導を通じて、人権をはじめ

とする重要リスクの把握・低減に取り組んでいます。また、

自社の事業部門における人権リスク評価も進めており、

2019年には、東南アジアや欧米などで事業を展開するグ

ループ 9社に対し、デンマーク人権研究所の「H U M A N 

RIGHTS COMPLIANCE ASSESSMENT QUICK CHECK」を

用いた調査・評価を実施しています。

2
0
2
0
年
度

ト
ピ
ッ
ク
ス

社内への取り組み サプライチェーンへの取り組み

 海外グループ9社において喫緊に対処すべき
 重大な問題は認められなかったが、
 潜在リスクの把握に向けた準備を実施

 社内情報サイトを見直し、
 社員の相談窓口へのアクセスを改善

 全社員を対象とする「ビジネスと人権」に関する
 研修を準備(2021年度開講)

社内向け窓口

• オープンドア・ルーム
• グローバル内部通報制度
• 相談室

• 全社員を対象に、ハラスメントに関する
 研修やダイバーシティ研修を実施

• マネジメントに関わるスタッフ向けの
 専門的な研修を実施

• 調達業務に携わるスタッフ向けの社内勉強会を実施

• 主要サプライヤーを対象とした勉強会を実施

• ｢DNPグループCSR調達ガイドライン」に基づく取り組みの状況調査、
「評価シート」のフィードバックと面談指導を実施

サプライヤー向け窓口

• サプライヤー・ホットライン

社員やサプライヤーがコンプライアンス上の問題を通報･相談しやすく、
会社としても権利侵害等を把握･特定できるよう、苦情処理の仕組みを構築するなど、環境整備をグローバルに推進。
通報者が不利益を被らないよう、情報の機密性や通報者の匿名性を保護しながら運用している。

「DNPグループ人権方針」に基づく啓発活動や研修を講義およびe-ラーニング等で実施
社員だけでなく、サプライヤーに向けた人権教育も、CSR調達活動の一環として実施

 ｢DNPグループCSR調達ガイドライン」を全面改定。
 人権･労働、安全衛生等の内容を見直すとともに、
 2次･3次サプライヤーへマネジメントを拡大

 サプライヤーの理解促進に向け、
 ｢DNPグループCSR調達ガイドライン解説書」(日英版)を整備

救
済
制
度

教
育
と
浸
透

　DNPグループは、「人と社会をつなぎ、新しい価値を提供

する」という企業理念を掲げています。この理念のもと、中

長期にわたり事業を安定的に拡大していくには、企業とし

ての社会的責任を常に認識することが大切と考えており、

「価値の創造」「誠実な行動」「高い透明性（説明責任）」

の3つを企業が果たすべき責任と捉え、その実践に努めて

います。

　健全な起業家精神に基づくさまざまなビジネスチャンス

に果敢に挑戦するとともに、さまざまなステークホルダーか

ら信頼されることが、今後の事業競争力の向上に不可欠

であるため、内部統制システムを含めたコーポレート・ガバ

ナンスの充実は、経営上の重要課題と考えています。的確

な経営の意思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執

行、ならびにそれらの監督・監査を可能とする体制を構

築・運用するとともに、個々人のコンプライアンス意識を高

めるための研修・教育を徹底しています。

　このような基本的な考え方に基づき、当社では、監査役

会設置会社の機関設計を採用しつつ、社外取締役や執行

役員制度の導入に加えて、任意の委員会を設置・運営す

ることで、取締役会の適正性・機動性・柔軟性および多様

性を確保し、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の

向上に資することができると考えています。

コーポレート・ガバナンスおよび内部統制の体制模式図

コーポレート・ガバナンス
DNPは、社会の持続可能な発展に貢献し、自身の企業価値を向上させて、あらゆるステークホルダーから信頼

される企業となるために、コーポレート・ガバナンスの充実が経営上の重要課題であると考え、的確な経営の意

思決定、それに基づく適正かつ迅速な業務執行、それらを監督・監査する体制の構築・運用に努めています。

諮問委員会 経営会議

取締役会

会
計
監
査
人

監
査
役（
会
）

本
社
部
門

業
務
執
行
部
門

業務執行取締役

企業倫理行動委員会

BCM推進委員会

情報開示委員会

サステナビリティ委員会

情報セキュリティ委員会

品質保証・製品安全委員会

その他法令等の主管部門
（サステナビリティ推進部、人事本部、
技術・研究開発本部、経理本部、

事業推進本部、知的財産本部、IR・広報本部、
コーポレートコミュニケーション本部、法務部…）

オープンドア・ルーム

中央防災会議

監査

監査

監査

監査

報告

報告

（自律的に実施、
点検、評価、改善）

（
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
体
制
の
統
括
）

担当執行役員

事業部門

グループ会社

監査

指導

検査

指導
教育

報告

連携
報告

監
査
役
室

補助

監
査
室

監査

指導

株主総会

DNPのコーポレート・ガバナンスの概要

サステナビリティへの取り組み
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当社取締役会の構成

北島　義俊

北島　義斉

宮　　健司

山口　正登

井上　　覚

橋本　博文

黒柳　雅文

宮間三奈子

宮島　　司

冨澤　龍一

笹島　和幸

森田　育男

星野　尚樹

佐野　敏夫

森ヶ山和久

松浦　　恂

石井　妙子

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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ESG
ダイバーシティ

企業経営
事業戦略

財務・管理会計
資本政策

人事・労務
人材開発

法務
コンプライアンス
リスク管理

海外事業
IT
DX

R&D
新規事業

当社取締役および監査役の専門性（スキル）・経験

取
締
役

監
査
役

社
外

社
外

監査役

5名

社外監査役

3名

社内監査役

2名

うち女性監査役

1名

取締役

12名

社外取締役

4名

社内取締役

8名
うち女性取締役

1名

● 当社の取締役会は、多岐にわたる事業分野に関して、

それぞれの専門的知識や経験を備えた取締役が、企業

理念の実現に向けた経営の意思決定に参加し、責任と

権限をもって職務を遂行するとともに、他の取締役の職

務執行の監督を行うことのできる体制としています。

 　原則として月１回開催され、必要に応じて執行役員が

報告者として出席し、重要な経営課題について審議・

決定しています。取締役会に付議する議案の基準につ

いては、法令および定款に準拠して制定された取締役

会規則で明確にしています。なお、その他の意思決定

や業務執行については、組織規則等に基づき、業務執

行取締役から各基本組織を担当する執行役員または組

織長へ適切な権限委譲を実施することで、効率化を

図っています。

● 当社は監査役会設置会社であり、財務および会計に関

する相当程度の知見を有する監査役１名を含む５名か

ら構成されます。各監査役は、取締役の職務執行につ

いて、監査役会の定める監査基準および分担に従い監

査を実施し、必要に応じて取締役および執行役員等に

対して、業務執行に関する報告を求めます。各監査役

は、全ての取締役会に出席し、付議議案について必要

な発言を行います。

● 当社には、社外取締役が４名、社外監査役が３名おり、

全員が東京証券取引所および当社の定める「独立性基

準」を満たした独立役員です。独立役員は、それぞれが

有するさまざまな専門的知識や経験に基づき、経営陣

から独立した立場で、取締役会の付議議案に関して発

言することを通じて、経営の透明性が確保できるととも

に、一般株主の利益を保護することになるものと考えて

います。

経営会議

　当社は、経営活動の迅速性および効率性を高めるた

め、業務執行取締役で構成する経営会議を設置し、経営

方針、経営戦略および経営上の重要な案件等について検

討・審議します。

諮問委員会

　当社は、取締役会の監督機能強化の一環として、当社の

取締役や執行役員の指名および報酬等の決定に関する手

続きの透明性および客観性を確保するため、独立性を有す

る社外役員で構成される諮問委員会を設置しています。諮

問委員会の委員は、社外取締役の宮島司氏、笹島和幸氏

および社外監査役の石井妙子氏の3名です。

取締役会の役割・責務

　当社では、2015年6月のコーポレートガバナンス・コード

適用開始以降、毎年4月頃、取締役会全体の実効性を評

価しています。取締役・監査役にアンケートを実施し、その

結果抽出された問題点の改善や強みの強化等の適切な

措置を講じていく継続的なプロセスにより、取締役会全体

の機能向上を図ることを目的としています。

　昨年（2020年）3月に実施したアンケートでは、第三者

機関のアドバイスを踏まえ、社会情勢を考慮したテーマへ

の取り組みなども評価対象とした結果、取締役会の実効性

に問題はないとの評価を得ましたが、課題として、取締役

会議案の準備段階における「グループ会社全体の視点」で

の社内議論の深耕などについて、引き続き改善を図ってい

くこととなりました。

　この昨年の取締役会評価の結果を受け、当事業年度

（2021年3月期）は、中期経営計画や事業投資議案におけ

る「グループ会社全体の視点」での社内議論の概要報告

を充実させるといった取り組みを実施し、その上で、昨年

の改善課題における進捗度を測る項目に絞ったアンケート

調査を実施したところ、全般的に改善が図られたことが分

析結果より確認できました。

　一方で、ニューノーマルの構築やグローバルレベルでの

環境意識の高まりを受けた社会変化などにともない、グ

ループ会社全体の事業リスク等について、取締役会での

議論の一層の充実を図っていくことが求められていることか

ら、2021年5月の取締役会において、このような課題への

さらなる取り組みに注力していくことについて、全役員で認

識を共有しました。

取締役会全体の実効性評価

（2021年6月29日現在）

サステナビリティへの取り組み
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黒
くろやなぎ

柳　雅
ま さ ふ み

文
常務取締役

1960年5月4日生

決算・税務をはじめとした財務会計全般の知識やDNPグループでの経営者としての豊
富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向けた財務戦略・資本政策等の実現
を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

橋
は し も と

本　博
ひ ろ ふ み

文
常務取締役

1957年7月8日生

DNPグループにおける豊富な経営経験や、当社事業企画部門での実績に基づき、事
業成長と企業業績向上に向けた経営戦略・資本政策等の実現を図るとともに、グルー
プ全体の監督を適切に行うことができる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

宮
み や ま

間　三
み な こ

奈子
取締役

1962年1月15日生

研究・企画開発部門での経験に加え、当社初の女性執行役員に就任して人材育成や
多様性確保の旗振り役としての実績を有しており、事業成長と企業業績向上に向けた
人財開発戦略等の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができる
資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

宮
み や じ ま

島　司
つかさ

取締役

1950年8月23日生

法律の専門家としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から
独立した客観的な視点からの当社経営に対する助言や監督が期待されます。

社外取締役として期待される役割の概要

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

冨
と み ざ わ

澤　龍
りゅういち

一
取締役

1941年8月21日生

企業経営者としての長年の経験と幅広い知見を有していることから、業務執行を行う経
営陣から独立した客観的な視点からの当社経営に対する助言や監督が期待されます。

社外取締役として期待される役割の概要

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1981年4月 当社入社
2015年6月 役員
 事業企画推進室長
2016年4月 丸善CHIホールディングス(株)　
 取締役兼任（2020年4月まで）

2018年6月 常務執行役員　
 事業推進本部担当
 日本ユニシス(株)　監査役（現任）
2020年6月 常務取締役　
 事業推進本部、価値創造推進本部担当

1983年4月 当社入社
2004年4月 経理本部経理第1部長
2010年6月 (株)DNPトータルプロセス蕨　
 代表取締役社長

2015年6月 役員　
 経理本部長
2019年4月 常務執行役員　
 経理本部担当
2021年6月 常務取締役

1986年4月 当社入社
2005年4月 C&I事業部DB本部
 VR企画開発室長
2014年7月 人財開発部長

2018年6月 執行役員　
 人財開発部長、ダイバーシティ推進室長
2019年10月 執行役員　
 人財開発部、ダイバーシティ推進室担当
2021年6月 取締役

1990年4月 慶應義塾大学法学部教授
2003年4月 弁護士登録（現任）
2014年6月 当社取締役
2016年4月 慶應義塾大学名誉教授、
 朝日大学法学部・大学院法学研究科教授（現任）

1965年4月 三菱化成工業（株)入社
2002年6月 三菱化学（株)　代表取締役社長
2004年6月 三菱ウェルファーマ（株)　代表取締役会長
2005年10月 (株)三菱ケミカルホールディングス　
 代表取締役社長
2007年4月 同社代表取締役会長

2011年6月 東京瓦斯（株)　社外取締役
2012年6月 (株)三菱ケミカルホールディングス　
 特別顧問（現任）
2019年6月 当社取締役

役員一覧

宮
み や

　健
け ん じ

司
代表取締役専務

1954年6月11日生

DNPグループでの経営者としての豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向
けた人事・労務戦略等の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことが
できる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

北
き た じ ま

島　義
よ し な り

斉
代表取締役社長

1964年9月18日生

DNPグループでの経営者としての豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向
けたグループ戦略の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができ
る資質を有しています。

取締役としての資質

山
や ま ぐ ち

口　正
ま さ と

登
代表取締役専務

1952年9月10日生

技術、研究開発やディスプレイ製品等の製造責任者およびICTを利用した新規事業開発の責任者として
の経験に基づき、DNPグループにおける豊富な経営経験を有しており、事業成長と企業業績向上に向け
た事業開発等の実現を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

井
い の う え

上　覚
さとる

常務取締役

1955年1月14日生

DNPグループでの経営者としての豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向
けた技術開発戦略等の実現やデジタルトランスフォーメーション（DX）技術の積極的な活
用を図るとともに、グループ全体の監督を適切に行うことができる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

北
き た じ ま

島　義
よ し と し

俊
代表取締役会長

1933年8月25日生

1979年から当社代表取締役社長としてDNPグループの業績向上を牽引してきたことか
ら、経営全般に関する幅広い知見や豊富な経験・実績を有しており、グループ全体の
監督を適切に行うことができる資質を有しています。

取締役としての資質

略歴、地位および担当

1963年5月 当社入社
1967年7月 取締役
1970年7月 常務取締役
1972年1月 専務取締役

1975年8月 取締役副社長
1979年12月 代表取締役社長
2018年6月 代表取締役会長

略歴、地位および担当

1987年4月 (株)富士銀行入行
1995年3月 当社入社
2001年6月 取締役
2003年6月 常務取締役

2005年6月 専務取締役
2009年6月 代表取締役副社長
2018年6月 代表取締役社長

1978年4月 当社入社
2003年7月 人事部長
2010年6月 役員
2014年6月 常務役員
2018年6月 常務取締役

2020年6月 専務取締役
 人事本部、IR・広報本部、人財開発部、
 ダイバーシティ推進室、総務部担当 

BCM推進委員会委員長
2021年6月 代表取締役専務

1975年4月 当社入社
1994年12月 生産総合研究所研究開発第1部長
2008年6月 役員
 ディスプレイ製品事業部副事業部長
2012年6月 常務役員　
 ファインエレクトロニクス事業部長

2017年6月 専務執行役員　
 生活空間事業部、モビリティ事業部、
 高機能マテリアル事業部担当
2021年4月 専務執行役員　
 技術研究開発部門、生活・産業部門、
 エレクトロニクス部門統括
2021年6月 代表取締役専務

1978年4月 当社入社
2008年10月 技術開発センター長
2013年6月 取締役　
 技術本部、技術開発センター、

環境安全部担当

2015年6月 常務取締役
2021年4月 技術・研究開発本部、技術開発センター、
 サステナビリティ推進部担当

サステナビリティへの取り組み
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森
も り た

田　育
い く お

男
取締役

1950年3月18日生

長年の薬理学分野での研究実績や、全国ダイバーシティネットワーク組織東京ブロック
の幹事である大学の理事経験者としての高い見識に基づき、当社の業務執行を行う経
営陣から独立した客観的な視点からの当社経営に対する助言や監督が期待されます。

社外取締役として期待される役割の概要

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

笹
さ さ じ ま

島　和
か ず ゆ き

幸
取締役

1953年8月8日生

企業での研究者としての経験に加え、情報理工学およびシステム制御系の学識経験
者としての高い見識と幅広い経験等に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客
観的な視点からの当社経営に対する助言や監督が期待されます。

社外取締役として期待される役割の概要

略歴、地位および担当ならびに重要な兼職の状況

1982年4月 東京芝浦電気（株)入社
 (生産技術研究所）
1989年4月 埼玉大学工学部助教授
1999年12月 東京工業大学大学院　
 情報理工学研究科教授

2016年4月 東京工業大学工学院システム制御系教授
2019年3月 東京工業大学名誉教授
2020年6月 当社取締役

1975年4月 東京都老人総合研究所薬理学部
 (現地方独立行政法人東京都健康

長寿医療センター）入所
2009年4月 東京医科歯科大学理事・副学長

2015年4月 東京医科歯科大学名誉教授
2017年4月 お茶の水女子大学理事・副学長（現任）
2021年6月 当社取締役

監査役・執行役員

※1.常勤監査役 森ヶ山和久、監査役 松浦恂および石井妙子は、「社外監査役」です。

専務執行役員

蟇
ひ き た

田　栄

北島元治

峯村隆二

村本守弘

常務執行役員

杉本登志樹　

杉本尚彦

中川清貴

浅羽信行

土屋　充

杉田一彦

沼野芳樹

中村　治

三宅　徹

飯田　満

執行役員

千葉亮太 

小林和久

金沢貴人

宮崎　剛

西澤尚浩

村上和郎

松村弘之

後藤琢哉

中西　稔

曽根博幸

常勤監査役

星野尚樹

常勤監査役

佐野敏夫

常勤監査役

森ヶ山和久※1

監査役

松浦　恂
まこと

※1

監査役

石井妙子※1

役員の報酬等

  当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりです。

  当社取締役および監査役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額内で算定しています。

  　当社取締役会は、取締役の個人別の報酬等の内

容に係る決定方針やその額の決定にあたり、客観的

な報酬市場データを参考に水準を設定し、独立社外

役員（社外取締役2名、社外監査役1名）で構成する

諮問委員会の審議・検討を経ています。なお、当事

業年度における報酬等の決定方針は、その検討内容

を尊重して、2020年４月20日開催の取締役会で決議

しています。

  　当事業年度（2 0 2 1年3月期）においては、取締役

会で各人別の報酬額の具体的内容の決定を代表取

締役社長北島義斉に委任する旨の決議をし、受任し

た同氏がこれを決定しています。これらの権限を取締

役会が委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつ

つ各取締役の担当職務の評価を行うには、代表取締

役社長が最も適しているからです。

  　当社は、代表取締役社長が委任を受けた権限を

適切に行使するよう、諮問委員会において決定方針

との整合性を含めた多角的な検討を行った上で、代

表取締役社長がその検討内容を踏まえ、取締役の個

人別の報酬等の内容を決定しています。

  　当社取締役会は、上記のとおり、諮問委員会にお

ける決定方針との整合性を含めた多角的な検討を経

て取締役の個人別の報酬額を決定していることから、

当事業年度（2021年3月期）に係る取締役の個人別

の報酬等の内容は、決定方針に沿うものであると判

断しています。

  [業務執行取締役の報酬〕
　業務執行取締役の報酬は、固定報酬と業績連動

報酬から構成されています。

  　固定報酬は、基本的には役位を基準として、担当

する職務、責任等の要素を勘案し、また業績連動報

酬は、主として当事業年度の貢献度等を勘案して、そ

れぞれ決定します。固定報酬と業績連動報酬の構成

比率はおよそ「固定報酬70」：「業績連動報酬30」と

なります。なお、中長期的な企業成長と株主価値の

向上に連動する報酬制度の性格を持たせるべく、固

定報酬の一部（原則として10％）を当社役員持株会に

毎月拠出し自社株購入に充てるものとし、当該株式は

在任期間中保有することとしています。これらを勘案

すると、当事業年度（2021年3月期）における報酬構

成比は、実質的にはおよそ「固定報酬65」：「業績連

動報酬35」程度となります。今後は、業績連動報酬

の割合を高めていきます。

  　業績連動報酬に係る指標は、「連結営業利益」、

「親会社株主に帰属する当期純利益」および「ROE」

としています。当該指標を選択した理由は、業績連動

報酬に事業年度の連結業績を明確に反映させるた

めです。当事業年度（2 0 2 1年3月期）における業績

連動報酬に係る指標の目標は、連結営業利益4 0 0

億円、親会社株主に帰属する当期純利益210億円、

ROE2 . 3％であり、実績はそれぞれ4 9 5億円、2 5 0億

円、2.6％となりました。

  [社外取締役および監査役の報酬〕
　社外取締役および監査役については、業務執行か

ら独立した立場を確保する観点から、業績との連動

は行わず、固定報酬のみとしています。なお、監査役

の報酬の額については、株主総会で決議された報酬

限度額内で、監査役の協議により決定します。

決議年月日 決議内容 員数

2016年 6月29日 取締役報酬年額 14億円以内（社外取締役年額 8,000万円以内） 12

2007年 6月28日 監査役報酬年額１億 8,000万円以内 5

1  役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

サステナビリティへの取り組み

役員一覧
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2  監査公認会計士等と同一のネットワーク  
 (KRESTON International）に対する報酬（ 1を除く）
  　該当事項はありません。

3  その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
  　該当事項はありません。

4  監査公認会計士等の提出会社に対する
 非監査業務の内容
  　当社における非監査業務の内容は、合意された手

続業務等です。

5  監査報酬の決定方針
  　当社の監査報酬の決定方針は、監査予定日数、会

社規模等を総合的に勘案の上、決定しています。

6  監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
  　当社監査役会は、取締役、社内関係部署および会

計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を

通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業

年度における職務執行状況や報酬見積の算出根拠

などを検討した結果、会計監査人の報酬等について

会社から提出された報酬案に同意しました。

区分

提出会社

連結子会社

計

122 122

130 146

252 268

3 0

－ 0

3 0

前連結会計年度 当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

監査証明業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

非監査業務に
基づく報酬（百万円）

1  監査公認会計士等に対する報酬の内容

監査報酬の内容等

非上場株式

非上場株式以外の株式

銘柄数
（銘柄）

113

150

貸借対照表計上額の合計額
（百万円）

5,127

351,850

 2. 銘柄数および貸借対照表計上額

非上場株式

非上場株式
以外の株式

銘柄数
（銘柄）

7

11

株式数の増加に
係る取得価額の
合計額（百万円）

454

75

株式数の
増加の理由

事業の連携
強化のため

営業取引の
関係強化および
事業の連携
強化のため

    （当事業年度において株式数が増加した銘柄）

非上場株式

非上場株式以外の株式

銘柄数
（銘柄）

7

54

株式数の減少に係る
売却価額の合計額（百万円）

505

4,854

    （当事業年度において株式数が減少した銘柄）

1  投資株式の区分の基準および考え方
 　当社は、株式価値の変動や配当金の受領により、

利益を得ることを目的とする純投資目的の投資株式

は保有していません。当社が取得する投資株式は、

営業政策上の得意先との関係強化や、新技術・新製

品の共同開発先との連携強化を目的としており、純投

資目的以外の目的である投資株式に区分して保有し

ています。

2  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
 1.  保有方針および保有の合理性を検証する方法な

らびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等

における検証の内容

 　保有する個々の株式については、保有先との取引

状況の推移、保有先の業績動向、当社の事業の状

況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえ

て具体的に精査し、保有の意義・目的について、定

期的に検証を行っています。その結果、保有の意義

が薄れたと判断した株式については、売却を進めて

います。

 　当事業年度（2021年3月期）においては、右に記載

のとおり、61銘柄の株式数が減少しました。

株式の保有状況

3  役員ごとの連結報酬等の総額等

（注） 1.連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しています。　

氏名

北島  義俊 356

195北島  義斉

連結報酬等の総額
（百万円）

連結報酬等の種類別の額（百万円）

固定報酬 業績連動報酬

276取締役 大日本印刷株式会社

取締役 大日本印刷株式会社

役員区分 会社区分

80

57

－

－138

非金銭報酬等

2  役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

（注） 1.業績連動報酬は、当事業年度における役員賞与引当金繰入額です。
 2.当事業年度末現在の人員は、取締役（社外取締役を除く）6名、監査役（社外監査役を除く）2名、社外役員7名です。

役員区分

取締役（社外取締役を除く）

監査役（社外監査役を除く）

社外役員

報酬等の総額
（百万円）

対象となる役員の員数
（名）

772

57

146

562

57

146

7

2

7

報酬等の種類別の総額（百万円）

固定報酬

210

－

－

業績連動報酬

－

－

－

非金銭報酬等

　 　2021年3月期において、政策保有株式の縮減を進めた結果、保有上場株式については41銘柄の減少となり、資

産の効率性を向上・推進させました。

政策保有株式の縮減

上場株式の保有状況

2017年
3月期

237

2018年
3月期

222

2019年
3月期

204

2020年
3月期

191

2021年
3月期

150

2016年
3月期

250
銘柄数

－41銘柄
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 みなし保有株式

（注） 1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
 2. 定量的な保有効果の記載については、取引契約書上の問題等があり差し控えさせていただきます。保有の合理性は、保有先との取引状況の推移、保有先の業績動向、
  当社の事業の状況や中長期的な経済合理性・将来の見通しを踏まえて具体的に精査し、保有の意義・目的について、定期的に検証しています。
 3. 当社株式の保有の有無において、当該銘柄が持株会社の場合には、持株会社および主要な子会社の当社株式の保有状況を確認しています。
 4. 株式会社みずほフィナンシャルグループは、2020年10月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合しています。
 5. 株式会社学研ホールディングスは、2020年４月１日付で普通株式１株につき４株の割合で株式分割しています。
 6. 保有する特定投資株式のうち、貸借対照表計上額の上位30位までの銘柄を掲載しています。

（注） 1. 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
 2. 当社株式の保有の有無において、当該銘柄が持株会社の場合には、持株会社および主要な子会社の当社株式の保有状況を確認しています。

3  保有目的が純投資目的である投資株式
  該当事項はありません。

銘柄

2021年 3月期 2020年 3月期

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

当社の
株式の
保有の
有無

保有目的、定量的な保有効果
および株式数が増加した理由

㈱テレビ朝日
ホールディングス 無

アステラス製薬㈱ 無

日本たばこ産業㈱ 無

退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。

テルモ㈱ 有 退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。

4,030,000
8,386

2,284,000

3,887

1,000,000

2,125

7,722,000

30,880

4,030,000
6,576

2,284,000

3,816

1,000,000

1,996

7,722,000

28,725

退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。

退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。

㈱KADOKAWA 有
266,304

1,143
266,304

362
退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。

 3. 特定投資株式およびみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 　特定投資株式 銘柄

2021年 3月期 2020年 3月期

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

当社の
株式の
保有の
有無

保有目的、定量的な保有効果
および株式数が増加した理由

味の素㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等
を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

630,931

1,429

630,931

1,268
無

東京応化工業㈱
事業の連携強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的な
記載はできませんが、保有先との連携状況や将来の見通し等を具体的
に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

206,000

1,425

206,000

853
有

㈱三菱UFJ
フィナンシャル・グループ

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等
を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

2,399,760

1,419

2,399,760

967
有

㈱学研
ホールディングス

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等
を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

947,500

1,382

236,875

1,749
有

ヒューリック㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等
を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

1,040,000

1,357

1,040,000

1,141
有

ユニ・チャーム㈱
事業の連携強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的な
記載はできませんが、保有先との連携状況や将来の見通し等を具体的
に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

290,700

1,350

290,700

1,177
無

王子ホールディングス㈱
事業の連携強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的な記
載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を具体
的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

1,840,800

1,318

1,840,800

1,065
有

㈱KADOKAWA
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等
を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

292,000

1,254

292,000

397
有

銘柄

2021年 3月期 2020年 3月期

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

当社の
株式の
保有の
有無

保有目的、定量的な保有効果
および株式数が増加した理由

㈱リクルート
ホールディングス

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

40,100,000

216,580

40,100,000

112,119
有

第一生命
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

6,606,600

12,565

6,606,600

8,558
有

東洋水産㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

794,980

3,696

794,980

4,149
有

江崎グリコ㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的
な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を
具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。なお当事業年度に
おいては、営業取引の関係強化のため、保有株式数が増加しています。

1,617,783

7,191

1,617,062

7,341
有

AI inside㈱
事業の連携強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的な
記載はできませんが、保有先との連携状況や将来の見通し等を具体的
に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

100,000

3,555

100,000

1,610
無

ライオン㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

3,140,665

6,780

3,140,665

7,264
有

小林製薬㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的
な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し等を
具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。なお当事業年度に
おいては、営業取引の関係強化のため、保有株式数が増加しています。

318,272

3,287

317,645

3,176
有

アイカ工業㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

1,293,743

5,162

1,293,743

4,004
有

ヤマト
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

830,300

2,519

830,300

1,409
有

富士フイルム
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

685,965

4,507

685,965

3,730
有

アサヒグループ
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

480,029

2,239

480,029

1,684
無

デクセリアルズ㈱
事業の連携強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体的な
記載はできませんが、保有先との連携状況や将来の見通し等を具体的
に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

3,125,000

5,912

3,125,000

2,181
無

㈱博報堂DY
ホールディングス

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

1,720,000

3,173

1,720,000

1,874
有

大正製薬
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

692,700

4,945

692,700

4,599
有

キッコーマン㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

350,940

2,312

350,940

1,616
有

㈱みずほ
フィナンシャルグループ

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

2,713,431

4,338

27,134,319

3,353
有

㈱ヤクルト本社
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

350,500

1,962

350,500

2,239
有

サッポロ
ホールディングス㈱

営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

759,277

1,741

759,277

1,513
有

明治ホールディングス㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

564,400

4,018

564,400

4,334
有

宝ホールディングス㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

1,200,000

1,808

1,200,000

972
有

ヱスビー食品㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

344,400

1,673

344,400

1,413
有

森永製菓㈱
営業取引の関係強化を目的に株式を保有しています。保有効果の具体
的な記載はできませんが、保有先との取引状況の推移や将来の見通し
等を具体的に精査し、保有の意義・目的を検証しています。

393,000

1,554

393,000

1,737
無

宝ホールディングス㈱ 有
500,000

753
500,000

405
退職給付信託設定株式であり、議決権行使を指図する権限を保有
しています。
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うな経験によって、一つの専門分野の枠に固執することな

く、「何でも屋」として好奇心の赴くままに、「走りながら考

える」研究の習慣が身につきました。また、製造業の現場

を知りたいとの思いから、生産革新コンサルタントの長屋

稔氏にお願いして、2～3カ月に1回のペースで日立製作所

やソニーなどの工場における生産革新活動の指導会に参

加しました。約10年間続きました。毎回、指導会終了後に

講評しなければならないのが私には酷でしたが、いい勉強

になりました。DNPでは、生産総合研究所（現技術開発セ

ンター）の所員らに請われて、生産技術の進め方や社外の

人脈の活用法など、技術に関する課題を議論することがあ

りました。その際、上述の生産革新活動に参加した経験が

役に立ち、技術開発には思いついたアイデアを即実行す

る｢首から下活動｣が大事であり、これが“serendip i ty（偶

然の幸運）”を呼び込むチャンスにもなり得ること、この推

進には柔らかい頭が必要であることなどを披露し、直面す

る技術課題について議論しました。とはいっても、私の専

門はDNPとは違いすぎますので、「ばかにされないように」

と内外の学術誌や多くの技術・ビジネス書などに目を通しま

した。このようなことが、走り続ける原動力になり、取締役

会での私の発言の基になっていました。

――社外取締役の役割は、経営の意思決定の場で、社外
の視点で客観的な意見を経営陣に伝えることかと思い
ますが、当社取締役会はどうでしたでしょうか？

 2002年に、DNPの最初の社外取締役に就いたときの取

締役は35名でした。前年（2001年）に発表された「DNPグ

ループ21世紀ビジョン」の具現化に全社一丸となってとり

かかっていた頃です。このようなときに、経営の舵取りをす

る一員として、私のような工学研究者が取締役会で自由に

発言し続けることができたのは、懐の深いDNPの企業文化

がなせる業だと思っています。

　DNPの取締役会は、執行役員制度の導入（2005年）、

社外取締役の増員（2014年以降）などで、スリム化・効率

化が図られ、2020年6月に取締役は10名（社内取締役6

名：社外取締役4名）となり、自由闊達な議論をしながらも

一層緊張するようになりました。取締役会の議題も20～

30件を2時間前後で決議していましたが、今では10件足ら

ずを2時間程度で審議するようになり、また議案に関する

事前の情報提供・説明会もリモート会議システムを活用し

て行われるようになりました。このように、社外役員が取締

役会で経営戦略を議論するための環境も随分整備されま

した。コーポレートガバナンス・コードが導入された2015年

からは、社外役員で構成する諮問委員会の議長を任され、

取締役会の構成員等について会社に提言しました。私の

在任期間中、DNPの取締役会構成など環境は変わりまし

たが、私のような「何でも屋」の研究者が、自由に発言でき

るDNPの企業文化は失われることなく、多様性を受け入れ

る方向に進化しているように感じます。

――これからのDNPに向けて一言、お願いします。

 DNPの「P&I」による「未来のあたりまえ」を目指して、イノ

ベーションを起こし続けるには、学術的な専門性やこれま

での成功体験に拘泥しないことが肝要です。私は今まで学

校の成績がトップになったことはありません。それもあって、

プライドを気にすることなく、興味の赴くままに専門外のこと

も学び、発展を阻害する“scotoma（知ってるつもり）”に陥

らずに済んだと思います。会社の運営も「知ってるつもり」

にならないよう幅広い対話をする姿勢が望ましいと思いま

すし、これは取締役会における社外取締役の役割にも共

通することでしょう。私は、D N Pの取締役会において、

「知ってるつもり」にならないように気をつけて、今日まで自

由に発言し続けることができたと思っています。

　DNPには、多様な意見を尊重し合い、困難に真摯に立

ち向かう企業文化があります。これからの取締役会におい

ても「知ってるつもり」に陥らず、未知の可能性にチャレンジ

し続ける限り、「未来のあたりまえ」を創造していくことがで

きるだろうと私は信じています。

――今まで本当に、ありがとうございました。

――2021年6月開催の株主総会をもちまして社外取締役を
退任される塚田忠夫氏に、これまでの当社での活動を振
り返っていただきます。まずは大変お疲れ様でした。

 企業を取り巻く環境が著しく変貌するなか、私が、持続

可能な成長に向けた新たなチャレンジを決断してゆく取締

役会に参画して自由な発言ができたのは、DNPの株主・投

資家をはじめ、社内事情に疎くなりがちな「社外取締役」

を支えてくれた社員のおかげです。在任中、どれだけ会社

の成長に貢献できたかは後世の人たちが評価することです

が、恵まれた研究者人生を送れたことに感謝しています。

――ほぼ全ての取締役会に出席されたのでは？

 脳動脈瘤のクリップ手術を受けたとき、その数日後の取

締役会に出席する意向を事務局に伝えたところ、「安静に

していてください」と欠席を促されました。これ以外は出席

することができました。文化勲章を授与された末松安晴東

京工業大学名誉教授が、その記念パーティーの場で、｢塚

田君、なぜ僕が授与されたか分かるか？｣と聞かれ、理解

できないで答えに窮していると、｢健康で元気に長生きした

からだよ｣。末松先生のこの名言を拝借すれば、「DNPで

大役を全うできたのは、何より健康で元気に動けたから」

だと言えます。

――その元気の源といいますか、原動力はどんなところに
あるのですか？

 私は修士課程修了後、(株 )不二越の切削工具設計に従

事し、油まみれになって切削工具を使う工作機械のオペ

レーティングもしました。後に東京工業大学工学部に移り、

畑違いの「計測・情報」分野にチャレンジしました。このよ

DNPでの大役を終えて
―― 社外取締役を機能させる企業文化 ――

上福岡工場視察後の会議の様子（2018年12月）。右から3人目が塚田忠夫氏。

社外取締役
インタビュー

※2021年6月29日開催の第127期定時株主総会をもって任期満了により退任

塚田忠夫
（東京工業大学名誉教授）

社外取締役※
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