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04

コーポレート・ガバナンス
すべてのステークホルダーから更に信頼される会社となるため、グルー

プ全体でコーポレート・ガバナンスを強化し、経営効率の向上と企業
倫理の浸透、経営の健全性確保に努めています。株主や投資家の皆
さまに対しては、公正かつタイムリーな情報開示を進めるとともに、株
主説明会やIRミーティングなどの積極的なIR活動を通じて、一層の
経営の透明性向上を目指しています。
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04 コーポレート・ガバナンス

社外取締役インタビュー

Special Inter view

Special interview

コマツグループの中長期的な企業価値向上に向けて
社外取締役に就任されて2年が経ちます。
Q コマツの経営や取締役会の印象を教え
Q 昨年度の中期経営計画に関する議論で、
印象に残っている点を教えてください。
てください。

新中期経営計画については、策定のステップごとに議論を重

私は、企業経営で大事なことは、常に時代の一歩先を見据

ねました。マテリアリティ分析から抽出されたESG課題につい

えてプロアクティブな戦略を策定することと、戦略を遂行する

ても活発な議論ができました。特に、外部環境の変化が激しい

に当たり現場レベルの精緻な施策を策定することと考えてい

時代ですので、社外取締役として、環境変化への対応、競争

ます。また、企業理念のように変えてはいけない部分と、環境

軸・競争力などに関する指摘をしながら、戦略の策定に参画で

変化に適切に対応してビジネスモデルを進化させていく部分

きたと感じています。

を併せ持つことが必要です。

コマツの中期経営計画は、目指す姿を明確に描き、そこから

コマツは、
「品質と信頼性の追求」という経営の基本を堅持

バックキャスティングするプロセスで策定されています。先行き

しながら、スマートコンストラクションなどの先進的なソリュー

が不透明な時代にあって、これは、有効な手法です。戦略面では、

ションに取り組むとともに、2050年カーボンニュートラルに

モノ
（建設・鉱山機械の自動化・自律化）
とコト
（現場プロセス全

向けたロードマップを示すなど、企業経営に必要な事項を着

体の最適化）
の両面でイノベーションを推進していくことが示さ

実に実践されていると思います。

れており、方向性は明確です。

コマツの取締役会については、意見を言いやすい雰囲気で、
活発に双方向での議論もできていると感じます。毎回、社長ご
自身から、直近の経営課題や主要なトピックス等が報告され

今後は、成長戦略の3本柱を計画どおり進め、持続的な成長に

つなげていくことを期待しています。そのなかで、M&Aも重要な

要素になります。取締役会でも、今回の中期経営計画で示された

るので、社外取締役としてもタイムリーに経営者の課題認識が

事業ポートフォリオを更に深掘りし、企業価値の向上につなげて

把握でき、議論もできます。動画による事前説明を取り入れ、

いく議論をしていくことが重要と考えています。

当日の議論の時間を十分に確保する工夫も始めており、総じ
て実効性は高いと思います。

Q

リスク管理における課題をどのように
捉えているか、教えてください。

企業は常にリスクを抱えており、企業経営は、リスクをできる

だけ予測し、対応策を決めておくなど、リスクに対する感度を研
ぎ澄ませておくことが重要です。社外取締役として監督する立
場からは、執行側が環境変化に適切な対応がとれているか、各
種施策が着実・迅速に遂行されているか、また、イレギュラーな
事象が起こったときに真正面から議論し、適切な対応策を迅速
に講じているかを中心に見ています。
今後も、社外役員の専門性・知見などもうまく活用しながら、
経営にとって重要なテーマであるグローバルな外部環境の変化
や、地政学リスクの進展等について、将来、何が起こりうるかを
予測し、それが企業の成長性・競争力にどのように影響してくる
社外取締役

國部 毅
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のかという観点からの議論も、事業横断的に行っていくことが必
要になると考えています。

取締役会の実効性について
Q どのように感じていますか。

私はこれまでメーカーの経営に参画した経験がありません

でしたが、就任1年目の2021年度は議題の事前説明が行わ

れ、報告の前提となる商流・市場などに関する説明を受け、

コマツの各事業についての理解が進みました。
コマツの取締役会は、多様なバックグラウンドがあるメン
バーで構成され、議論も非常に活発です。私も、外国人の視
点、あるいは、国内外の弁護士としての経験・知見を踏まえて、
忌憚なく意見・コメントをしています。運営面でも、取締役会
で決議された案件の実行・進捗状況が四半期ごとに定期的に

社外取締役

アーサー M.ミッチェル

報告され、問題があれば、それも報告されるので、実効性に大
きな問題はないと思います。
一方で、取締役会での事業報告では、とても丁寧に細部にわ
たる詳細な説明を行ってくれますが、社外取締役として、社内と
全く同等な情報を持ちえるわけではありません。取締役会とし

ステナビリティを中心に据えた仕組みが徐々に整備されてきてい

て大きな方向性を議論する際には、社内での議論を踏まえつつ、

るので、今後は、これらが有機的に連動していくような取り組み

ポイントを絞ったテーマの設定や資料の構成などの面で、実効

にも期待しています。

性を更に改善していける部分があると思います。

・ガバナンスに
Q サステナビリティ
関するお考えをお聞かせください。

2021年度は、サステナビリティに関する議論も活発に行われ

Q サステナビリティ経営を
推進していくうえでの課題を
どのように捉えていますか?

気候変動に関わるTCFDのように、ESG関連活動の情報開示

ました。また、私自身も、執行役員の皆さんに、このテーマで講

の要請は、ますます強くなってくると思います。海外では、情報開

演する機会もいただきました。私は、サステナビリティ・ガバナン

示のやり方次第では、外部団体からGreenwashingとみなされ、

スとは、サステナビリティをすべての企業活動の中心に据えるた

訴訟の対象とされるリスクもあります。したがって、社外取締役

めの仕組みと捉えています。その仕組みとは、例えば明文化した

も社内と同じ責任を持って、サステナビリティ経営に関する議論

ビジョンやESGのようなフレームワークと企業活動を関連付け

を行っていく必要があります。

て、活動目標とKPIを設定し、取締役報酬に反映することです。

コマツは、2021年サステナビリティ基本方針を制定しました。

持続可能な社会の実現と事業の成長を目指す指針として、取締

役会で議論をしました。さらに、中期経営計画では、2030年に

CO2排出を2010年比50%減とする従来の経営目標に加え、

このような観点から、企業が開示するKPIは、“Meaningful,

Material, Measurable”である必要があります。取締役会でも、
ESGに関する活動に関し、目標と現状とのギャップを明確にし、
対策を確認する必要があります。また、イノベーションによる持

続的な成長に向けて、OKR（Objectives and Key Results）の

2050年にカーボンニュートラルを目指すチャレンジ目標が加わ

ような、チャレンジングな目標設定を促進する仕組みを研究して

りました。今回の中期経営計画においても、取締役報酬に経営

いくことや、環境変化の激しい時代にあってリスクを最小限に留

目標に関する達成状況に連動した部分が設定されています。サ

める戦略などの議論を取締役会で行う必要があると思います。
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コーポレート・ガバナンス
コーポレート・ガバナンス改革

基本的な考え方

コマツは、経営と執行の分離、取締役会による経営の意思

ローバル企業としてのあり方について、国内外の有識者から

経営効率の向上と企業倫理の浸透、経営の健全性確保に努めています。株主や投資家の皆さまに対しては、公正かつタ

決定の充実および業務執行の厳正な管理・監督ならびに社外

イムリーな情報開示を進めるとともに、株主説明会やIRミーティングなどの積極的なIR活動を通じて、一層の経営の透

取締役による経営の透明性・客観性の向上、監査役会による

客観的な助言・提言を取り入れることを目的に、1995年に

すべてのステークホルダーから更に信頼される会社となるため、グループ全体でコーポレート・ガバナンスを強化し、

明性向上を目指しています。

コーポレート・ガバナンスの仕組み
コマツでは、取締役会をコーポレート・ガバナンスの中核と

執行役員制度を導入し、法令の範囲内で経営の意思決定お

位置付け、取締役会の実効性を高めるべく、経営の重要事項

よび監督機能と業務執行機能を分離し、社外取締役および社

に対する討議の充実、迅速な意思決定ができる体制の整備や

外監査役を選任するとともに、取締役会の構成員数を少数化

運用面での改革を図っています。このため当社は、1999年に

しています。

取締役の職務執行の適正な監査等、意思決定および管理監

意見交換・議論を行っています。今後も取締役会の実効性を

督を有効かつ十分に機能させるために、ガバナンス体制の改

更に高めるとともに、社外取締役の参画による透明性・健全

革を行ってきました。業務執行を補完する手段としては、グ

性を確保しながら、
「経営の見える化」を目指していきます。

取締役会

28名

（社外取締役0名）

1999年：

2003年：

2005年：

2017年：

2021年：

（社外取締役1名）

（社外取締役2名）

（社外取締役3名）

（社外取締役3名）

（社外取締役4名）

8名

8名

10名

8名

9名

監査役・監査役会

コーポレート・ガバナンス体制図（2022年6月末日現在）

3名

株主総会

1994年：

2006年：

（社外監査役2名）

（社外監査役3名）

5名

4名

（社外1名）

選任・解任

インターナショナル・アドバイザリー・ボード
（IAB）
を設置し、

その他の組織・制度

選任・解任

選任・解任

組織・制度

開始年

概要

2015年

人事諮問委員会では、取締役、監査役候補者の指名および社長（CEO）
を含む執行役員等の選解任を
審議し、取締役会に答申します。
現在の構成：社外取締役4名（うち1名を委員長）、会長および社長

報酬諮問委員会

1999年

報酬諮問委員会では、取締役、監査役の報酬方針および報酬水準につき審議し、取締役会または監査役
会に答申します。
現在の構成：社外委員8名（委員長1名を含む社外取締役4名、社外監査役3名、社外有識者1名）、
社内委員1名

インターナショナル・
アドバイザリー・ボード

1995年

は、グローバル企業としての経営・企業活動のあり方に
インターナショナル・アドバイザリー・ボード
（IAB）
ついて、取締役会が社外の有識者から客観的な助言・提言を取り入れることを目的に実施しています。

執行役員制度

1999年

グローバルオフィサー

2016年

監査

監査役会
（社内2、社外3）

監査 連携

監査報告

監査役
スタッフ室

インターナショナル・
アドバイザリー・ボード

取締役会
（社内5、社外4）

会計監査人
（監査法人）

答申

人事諮問委員会

人事諮問委員会

助言・提言

報酬諮問委員会

答申
選任・解任・監督

報告・上程

業務執行機能
社長 兼 CEO
主な委員会

監査室

全社製品安全委員会

戦略検討会

コンプライアンス委員会
リスク管理委員会
内部監査

コマツグループのグローバルオペレーション

輸出管理委員会

執行役員・グローバルオフィサー 60

サステナビリティ推進委員会

・国内33
・海外27（うち外国籍社員 19）
連携

選解任等の議案の内容の決定・会計監査人の相当性および独立性確認
答申
監査報告
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1999年に監督と執行の分離を図るため、執行役員制度を導入しました。これにより、取締役会の少人
数体制を維持しています。

当社の主要現地法人のトップ層を「グローバルオフィサー」に任命し、コマツグループの連結経営を担っ
ています。

情報開示委員会

取締役・監査役の構成（2022年6月末日現在）

社外
4名

うち外国人
1名
うち女性
1名

取締役

社内
5名

社外
3名

うち女性
1名

監査役

社内
2名
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コーポレート・ガバナンス

社外役員の2021年度の活動状況

取締役会の活動
取締役会は、原則として月1回以上定期的に開催し、重要事

独立社外取締役

コマツの取締役会の特徴

• 社長月例報告（直近の重要事項およびトピックス）
• CFO月例報告（業績、受注状況、借入など）
• 年間の議題計画とフォロー
• 重要事項の複数回審議（討議→決議）
• 取締役会での業務報告は、売上げベースでほぼ100%カバー
• 監査役も、取締役と同様に活発に発言
• 取締役会でのフリーディスカッションの機会

項の審議・決議と当社グループの経営方針の決定を行うととも
に、代表取締役以下の経営執行部の業務執行を厳正に管理・
監督しています。取締役9名のうち4名を社外取締役が占め、

経営の透明性と客観性の確保に努めています。

また、社外取締役および社外監査役による「社外役員ミー

2021年度（4月〜3月）の出席状況、議案数等

ティング」を開催し、独立した客観的な立場から経営諸課題

出席状況

に関する意見交換を行いました。さらに社長を交えた議論も

議案数

行い、認識共有を図りました。

社外取締役

社外監査役
報告
討議・決議

フリーディスカッション

木川 眞
【主な経歴】

ヤマトホールディングス
（株）
代表取締役
ヤマト運輸（株）
代表取締役

國部 毅
100%
100%
37 件
42 件
3回

【主な経歴】

（株）三井住友フィナンシャルグループ
取締役 代表執行役
（株）三井住友銀行
代表取締役

アーサー M. ミッチェル

【主な経歴】
ホワイト&ケース外国法事務

取締役会の実効性評価

弁護士事務所
外国法事務弁護士

コマツでは、取締役会の実効性向上のための改善に努めており、取締役会の実効性についての評価・分析を毎年行っています。

齋木 尚子
【主な経歴】

評価プロセス

外務省経済局長、国際法局長

木川眞氏は、ヤマトホールディングス
（株）
およびヤマト運輸
（株）
の代表取締役を務めた経歴を有しています。主に当社

【出席の状況】

取締役会100%

の経営戦略に対する適切なモニタリングを行い、中長期的な企業価値を高めることに寄与する見地から、取締役会にお

いて積極的に多岐にわたる意見を述べており、2021年度は、特に、サプライチェーンの最適化、ソリューションビジネス、 （15回中15回）

リスク管理等につき、実業界における豊富な経験から発言を行いました。また、当社人事諮問委員会および報酬諮問委
員会において委員長を務めました。

國部毅氏は、
（株）
三井住友銀行の代表取締役頭取や
（株）
三井住友フィナンシャルグループの代表取締役社長、取締役

【出席の状況】

代表執行役社長を務めた経歴を有し、両社の取締役会長を務めています。主に経営の透明性と健全性の維持向上および 取締役会100%
コーポレート・ガバナンス強化に寄与する見地から、取締役会において積極的に多岐にわたる意見を述べており、2021 （15回中15回）
年度は、特に、気候変動対策、中期経営計画の運用、経済安全保障等につき、実業界における豊富な経験から発言を行い

ました。また、当社人事諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務めました。
アーサー M. ミッチェル氏は、米国ニューヨーク州弁護士、本邦外国法事務弁護士として長年にわたり活動してきた経 【出席の状況】

取締役会100%

歴を有しています。主に当社のグローバルな事業展開におけるリスクを軽減・回避し、中長期的な企業価値向上に寄与

する見地から、取締役会において積極的に多岐にわたる意見を述べており、2021年度は、特に、M&A戦略、グローバル （15回中15回）
な法規制対応、サステナビリティ課題への取り組み等につき、国際的視点および専門的な見地から発言を行いました。ま
た、当社人事諮問委員会および報酬諮問委員会の委員を務めました。

齋木尚子氏は、外務省で経済局長・国際法局長等を歴任するなど、国際情勢、国際法や経済分野における高い見識と 【出席の状況】

取締役会100%

豊富な経験を有しています。主に当社の中長期的な企業価値向上に寄与する見地から、取締役会において積極的に多岐

にわたる意見を述べており、2021年度は、特に、カントリーリスク、中期経営計画の評価指標、子会社の体制整備等につ （11回中11回）
き、国際的視点および専門的な見地からの発言を行いました。また、当社人事諮問委員会および報酬諮問委員会の委員
を務めました。

1 質問票への回答を依頼

質問票の内容：

3 集計・確認結果をもとに、

2 取締役と監査役の
評価結果の集計・確認

• 取締役会の規模・構成
• 議題設定

社外取締役および
社外監査役でディスカッション

• 報告・説明、情報提供、フォロー
• 議論

4 ディスカッションの結果を取

締役会で報告し、実効性の分析・
評価を行い、改善点について討議

• 取締役会の役割・機能
• 自己評価

2021年度実効性評価の結果の概要
当社の取締役会は、各評価項目において概ね高い水準にあ

取締役会の運営については、企業価値の向上に向けた戦略

た。また、2021年度において取締役会の運営改善として実施

監査、監督に資する業務執行報告のあり方、取締役会として

した、①全社的なテーマ設定、②論点を明確にした報告によ

のステークホルダーとの対話促進など幾つかの課題の指摘が

る質疑の充実、③事前動画説明の採用についても、改善され

あり、今後改善し更に実効性の高い取締役会の実現を目指し

ているとの評価を得ました。

ます。
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の議案について必要に応じて担当部門による個別の事前説明
を取締役会事務局同席のうえで実施しています。

決議事項のうち特に重要な案件については、決議を行う取締

過去に開催された取締役会および主な委員会等の資料や

役会より前の取締役会において、討議を行っています。これに

議事録等を格納したデータベースを構築し、社外取締役およ

より決議に至るまでに十分な検討時間を確保するとともに、

び社外監査役を含む取締役・監査役の全員がアクセスできる

討議において指摘のあった事項を、決議する際の提案内容の

環境を整備しました。監査役会についても、同様に過去開催

検討に活かしています。

分の資料や議事録等をデータベースで社外監査役を含む監
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日本銀行副総裁

山口廣秀氏は、日本銀行副総裁を務めた経歴を有しています。2021年度は、取締役会および監査役会において、

世界経済の状況、会計監査人との連携、コンプライアンス体制等につき、専門的見地から発言を行いました。また、当
社報酬諮問委員会の委員を務めました。

【出席の状況】

取締役会100%

（15回中15回）

監査役会100%

【主な経歴】

お茶の水女子大学名誉教授
人事院人事官
日本銀行政策委員会審議委員

大野 恒太郎
【主な経歴】

検事総長
森・濱田松本法律事務所
客員弁護士

篠塚英子氏は、経済・労働・法律等の分野における、幅広い知識と経験を有しています。2021年度は、取締役会

および監査役会において、安全管理体制、業務監査、人材の確保・多様性等につき、専門的見地から発言を行いまし
た。また、当社報酬諮問委員会の委員を務めました。

【出席の状況】

取締役会100%

（15回中15回）

監査役会100%

（15回中15回）
大野恒太郎氏は、法曹界での豊富な経験を有しています。2021年度は、取締役会および監査役会において、グロー

バルな監査体制、人材の育成・活用、内部統制等につき、専門的見地から発言を行いました。また、当社報酬諮問委
員会の委員およびコンプライアンス委員会のオブザーバーを務めました。

【出席の状況】

取締役会100%

（15回中15回）

監査役会100%

（15回中15回）

新任社外取締役・社外監査役の紹介

社外取締役・社外監査役のサポート体制

新任の社外取締役および社外監査役に対しては、取締役会

山口 廣秀
【主な経歴】

篠塚 英子
的な個別テーマの討議の拡大、取締役・監査役からの助言、

び社外監査役が十分に検討する時間を確保しています。また、

独立社外監査役

（15回中15回）

り、実効性についての重要な問題点の指摘はありませんでし

取締役会資料は、原則として事前配布し、社外取締役およ

（注）
社外取締役齋木尚子氏は、2021年6月開催の第152回定時株主総会において選任されたため、出席対象取締役会の回数がほかの社外取締役と異なります。

査役全員がアクセスできる環境を整備しました。

2022年6月の定時株主総会において、新たに選任されました。
独立社外取締役

澤田 道

【主な経歴】

花王（株）代表取締役

独立社外監査役

小坂 達朗
【主な経歴】

中外製薬（株）代表取締役

澤田道隆氏は、花王
（株）
の代表取締役社長、取締役会長を歴任し、グローバルなグループ会社経営やESG経営を実践するなど、実業界におけ

る高い見識と豊富な経験を有しています。

これらを活かし、経営全般について提言いただくことにより、当社の中長期的な企業価値向上に寄与することが期待できるため、社外取締役に
指名され、就任しました。

小坂達朗氏は、中外製薬
（株）
の代表取締役社長、代表取締役会長を歴任し、グローバルな企業経営を実践しており、実業界における高い見識
と豊富な経験を有しています。
これらを活かし、企業経営者の見地から経営の監督を実施することで、監査役としての役割を果たすことが期待できるため、社外監査役に指名
され、就任しました。
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コーポレート・ガバナンス

役員報酬制度

諮問委員会活動
委員会名

人事諮問委員会

委員長

報酬諮問委員会

社外取締役（國部取締役）

構成
（2022年6月末）

社外取締役（國部取締役）

社外取締役4名
（國部取締役、ミッチェル取締役、齋木取締役、澤田取締役）
会長
社長

目的

2021年度
開催回数

2021年度
審議内容

社外取締役4名
（國部取締役、ミッチェル取締役、齋木取締役、澤田取締役）
社外監査役3名
（篠塚監査役、大野監査役、小坂監査役）
外部有識者1名（青山学院大学名誉教授：八田進二 氏）
会長

の人選、育成方法、サクセッションプランおよび
次期社長
（CEO）
取締役の人事案等を審議、決議し、取締役会に答申するもの

取締役、監査役、執行役員の報酬制度の透明性、客観性確保
のため、報酬制度について審議、決議し、取締役会および監査
役会に答申するもの

5回

1回

• 次期社長（CEO）候補者と育成
• 社外取締役・社外監査役候補者の選任
• 会長職の他社取締役兼務
• 取締役会のスキルマトリックス
• 2022年度 取締役・監査役人事（案） など

• 2022年度 取締役、監査役の月次報酬水準
• 2021年度 取締役の業績連動報酬（見込）
• 2022年度 取締役の業績連動報酬の評価指標 など

当社の取締役および監査役の報酬は、客観的かつ透明性の
高い報酬制度とするため、取締役報酬については取締役会で、
監査役報酬については監査役の協議により、それぞれ決定して

プでは「常に後継者育成を考えること」を経営トップ／リー

問委員会において、グローバルに事業展開する国内の主要メー

のみとしています。

カーと役位別の水準比較を行い、答申に反映させています。
取締役
（社外取締役を除く）
の報酬は、業績との連動性を高
め、中長期的な企業価値向上により一層資するよう、固定報

ダーの重要な行動指針の一つとしています。

また、選定された後継候補者にはチャレンジングな課題や

コマツの経営に対する価値観を次の世代に確実に引き継い
でいくために、人事諮問委員会にて社長
（CEO）
候補の基本的

務の執行を監査する権限を有する独立の立場を考慮し、固定
報酬である基本報酬のみとしています。
なお、役員退職慰労金については、2007年6月をもって、制

度を廃止しました。

役員別の報酬構成

社外
取締役・
監査役

基本報酬（固定報酬）
月次報酬×12カ月

単年度業績連動報酬（月次報酬×0〜24カ月）
現金賞与（原則として2／3）*

基本報酬（固定報酬）

株式報酬A
（原則として1／3）
譲渡制限付株式

中期経営計画業績連動報酬
（月次報酬×0〜3カ月）
株式報酬B
譲渡制限付株式

会社業績を考慮しない

月次報酬×12カ月

* 現金賞与の上限は、月次報酬の12カ月分相当とし、残りについては株式報酬Aとして支給

より大きな役割を与え、互いに切磋琢磨できる環境のもと、計
画的な育成を図っています。

な人材要件を議論し明確にするとともに、毎年実施するサク

中期経営計画の業績連動報酬
当社の中期経営計画の期間を対象とし、社内取締役に対し、毎事業年度、月次報酬の3カ月相当分を株式報酬として、譲渡制限付

株式を付与する方法で支給します
（株式報酬B）
。株式報酬Bは、中期経営計画の期間の終了後に、中期経営計画の経営目標の達成

サクセッションプランの概要

状況に基づいて譲渡制限の解除を行う株式数
（0〜100%）
を決定し、原則として交付より3年後に株式の譲渡制限を解除します。

実施結果のフィードバック
サクセッションプラン

また、監査役の報酬も、企業業績に左右されず取締役の職

酬である基本報酬、単年度の連結業績の達成度によって変動

社内
取締役

主要な役職の後継候補者を選定しています。

社外取締役の報酬は、取締役会の一員として経営全般につ

いて提言するという役割を考慮し、固定報酬である基本報酬

する業績連動報酬
（現金賞与および株式報酬A）
、および中期

セッションプラン
（下図）
を通じて、社長
（CEO）
以下国内外の

式報酬B）
によって構成されます。

います。基本報酬としての月次報酬の水準については、報酬諮

サクセッションプランについて
2006年にコマツウェイが制定された時から、コマツグルー

経営計画に掲げる経営目標の達成度による業績連動報酬
（株

後継候補者の検討・選定

マルス・クローバック制度
人事異動・育成の実施

当社は、2022年4月開催の取締役会において、マルス
（減額・没収）
・クローバック
（返還）
の制度について決議しました。取締役の

業務執行に起因して、重大な財務諸表の修正や当社のレピュテーションに重大な影響を及ぼす事象等が発生した場合には、社内

取締役に支給する業績連動報酬につき減額・没収し、または返還を求めることがあります。返還請求等の内容は、個々の事象に応じ、

運用プロセスの監督
取締役会

原則として報酬諮問委員会の審議を経たうえで、取締役会にて決定します。

WEB

当社は、2021年6月の改訂後のコーポレートガバナンス・コードのすべての原則を実施しています。

https://www.komatsu.jp/ja/-/media/home/ir/corporate-governance/cgr_ja.pdf

人事諮問委員会
経営トップ／リーダー
後継者育成のポイント
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① 修羅場を経験することで、困難に立ち向かう強い意志力を身に付けさせること
② 利害の反する当事者をまとめる組織運営能力を養わせること
③ 不正をゆるさない、コンプライアンス意識を付けさせること
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ステークホルダーの皆さまとの対話

主な執行部門の委員会
委員会名 *は社長が委員長
全社製品安全委員会

目的

開催回数

製品安全の活動・技術に関する方針・体制の審議および決定、各事業部門の製品安全活動の点検と推進
上の課題の審議、重要事項の月例取締役会への報告

コンプライアンス委員会*

グループ全体のコンプライアンスに関する方針および重要な施策の審議・決定とその実施の促進

リスク管理委員会

グループ全体のリスク管理に関わる課題・対応策の協議および承認

輸出管理委員会

グループ全体の安全保障輸出管理上の重要事項および安全保障輸出管理体制の審議と決定

サステナビリティ

グループのESG活動のうちE
（環境）
・S
（社会）
に関わる活動の方針および重要な施策の審議・決定とそ

推進委員会*

の実施の促進

金融商品取引法等に則り公表する情報を的確に公表するための協議および審査、ならびに内部情報統括

情報開示委員会

責任者に重要事実等の判定を勧告

コマツウェイ推進委員会*

すべてのステークホルダーの皆さまから更に信頼される会
年2回

社となるため、コーポレート・ガバナンスの強化に加え、経営

年2回

ほか必要時開催

コマツグループの進むべき方向・課題を共有する
（社員、協力企業、販売代理店）

年1回

審議・決定とその実施の促進

年1回

ほか必要時開催

協力企業

社員

お客さま

株主

代理店会議

みどり会
経営者
懇談会

社員
ミーティング

トップ
訪問

株主総会
株主説明会

グローバル企業としての経営・企業活動のあり方について、取締役会が社外の有識者から客観的な助言・提言を取り入れることを
ました。2020年4月より第8次マネジメントIABアドバイザーと共に活動を開始しました。2021年度は、次期中期経営計画策定に際

したが、オンラインツールを活用して、バーチャルミーティング

情報開示を進めるとともに、株主説明会やIRミーティングな

やIRイベントの配信を実施し、コミュニケーションの継続に努

どの積極的なIR活動を通じて、一層の経営の透明性向上を目

めました。

また、近年のESGへの関心の高まりを受け、ESGエンゲー

2021年度も2020年度に引き続き、新型コロナウイルス感

ジメントの機会拡充にも努めています。

染拡大防止のため、対面でのコミュニケーションを中止しま

機関投資家向け

今後も経営の更なる改善およびコーポレート・ガバナンスの強化、企業価値の向上に努めていきます。

株主・個人投資家向け

決算説明会（4回）
*
スモールミーティング
（7回）
*
事業説明会およびESG説明会（1回）*
海外IR
（5回）*
個別取材対応（220件超）*

現職および略歴

R.David Hoover氏

2018年〜現在
2015年〜2021年2月
2009年〜2018年
2000年〜2015年
1996年〜2013年

Elanco Animal Health（動物用製薬会社）会長
Edgewell Personal Care（トイレタリー製品メーカー）取締役
Eli Lilly and Company（製薬会社）取締役
Energizer Holdings. Inc.（電池メーカー）取締役
Ball Corporation（容器・包装メーカー）取締役（2002年〜2013年 会長）

* バーチャルもしくはオンラインでの開催

Kusmayanto Kadiman氏

2015年〜現在
2010年〜現在
2004年〜2009年
2001年〜2004年

PT Adaro Power（発電開発会社）監査役
BFI Finance Indonesia（金融会社）監査役会長

対話のトピックス

Risto Siilasmaa氏

2022年〜現在
2022年〜現在
2006年〜2022年
2012年〜2020年

WithSecure（サイバーセキュリティ会社）会長
F-Secure Corporation（サイバーセキュリティ会社）取締役
F-Secure Corporation（サイバーセキュリティ会社）創始者・会長
Nokia Corporation（通信会社）会長

薮中 三十二氏

2018年〜現在
2014年〜2020年
2008年〜2010年

立命館大学 客員教授
当社社外取締役
外務省 事務次官

株主説明会（1回）
*
株主工場見学会
→新型コロナウイルス感染拡大防止のため
中止、100周年記念動画等をコマツの公
式YouTubeアカウントにて公開
個人投資家説明会（5回）
*
長期保有株主さま向け感謝品

ウェブサイト
財務情報
・決算説明会
・決算短信
・四半期報告書 など
社長インタビュー動画（4回）
コマツレポート など

コマツへの理解を深めていただくことを目的に、機関投資家、証券アナリストの皆さまを対象とした説明会を開催しています。

2021年度は下記の説明会をオンラインにて開催しました。

Web

開催日

説明会名

出席者数

2021年12月16日

コマツ IR-DAY 2021
<事業説明会およびESG説明会>

79名

説明会資料については、こちらからご覧いただけます。

https://www.komatsu.jp/ja/ir/library/results/2021
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知事、市長等
との面談

株主や投資家の皆さまに対しては、公正かつタイムリーな

業に求められるサステナビリティ経営について、取締役、監査役と議論し、アドバイザーから助言や提言を受けました。

インドネシア研究・技術担当国務大臣
バンドン工科大学学長

インタビュー

2021年度のコマツの主なIR活動

し、アドバイザーから取締役会に対して助言や提言を受けたほか、2021年12月に開催された「マネジメントIAB」では、グローバル企

第8次「マネジメントIAB」アドバイザー（任期：2020年〜2022年）

地域社会

直接のコミュニケーション

指しています。

目的として、1995年にインターナショナル・アドバイザリー・ボード
（IAB）
を設置し、これまでに通算37回のミーティングを行ってき

投資家訪問
アナリスト
ミーティング
決算説明会

マスメディア

経営トップによる

年4回

年2回

投資家
アナリスト

販売代理店

年2回

「マネジメントIAB」開催について
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対話の機会をできる限り設け、適切な情報開示で
当社への理解を深めていただく

ほか必要時開催

Topics

氏名

ケーションに努めています。

社会

ほか必要時開催

グループ全体の人事、労務、教育・人材育成、福利厚生、安全健康管理に関する方針および重要な施策の

トップによるステークホルダーの皆さまとの直接のコミュニ

内容
①建設機械事業電動化への対応
②持続的林業への貢献
Web

コマツ 公式YouTubeアカウント

https://www.youtube.com/c/komatsu/featured
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コマツのリスクマネジメント
リスク管理体制

めています。また、お客さまの現場の施工の最適化を図るス

に必要な銅などの需要が増加する可能性があります。これを

マートコンストラクションなどのソリューションの開発やコス

機会と捉え、ハードロックビジネスの拡大に力を入れていきま

コマツグループでは、事業の継続と安定的発展を確保して

の点検・フォロー、リスクが顕在化したときのコントロールを

トの上昇に備えて生産工程の省エネに努め、クリーンなエネル

す
（移行リスクと機会への対応）
。さらに、気候変動による自然

いくことをリスク管理の基本方針とするとともに、リスクを

行うために、
「リスク管理委員会」を設置しており、審議・活動

災害の増加は、自社およびサプライチェーンの活動に影響を

適切に認識し、管理するための規程として「リスク管理規程」

の内容を定期的に取締役会に報告しています。

ギーの創出を行い、社内炭素価格（ICP）
を導入することで環

CO2排出量を2010年比で半減することと、2050年にカー

た水リスク把握やBCP訓練等によるリスク軽減を進めていま

を定めています。

また、新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ情勢のよ

リスクが顕在化した時の対応体制・ルールやリスク項目お

うな重大なリスクが顕在化したときには緊急対策本部を設置

よび各リスク項目の主たる責任部門を明示した「リスク管理

し、被害を最小限に抑制するための適切な措置を講じていま

基本マニュアル」の定期的な見直しを実施することで、常に変

す。コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス、気候変動

化し続ける企業環境とリスクに適応できる管理体制づくりに

リスク、感染症対策を含む自然災害リスクへの対応、反社会的

取り組んでいます。

勢力取引根絶のための仕組みづくりは、いずれも大変重要な

また、リスク管理に関するグループ全体の方針の策定、

課題であり、継続的な活動に取り組んでいます。

境保全投資の促進もしています。これらの活動は2030年に

ボンニュートラルを目指すことを目標として進めています。

地政学リスクへの対応
政治的、軍事的な緊張が高まり、不透明感を増しています。

企業を取り巻くリスク

リスク管理体制
取締役会

ハザードリスク
自然災害等の外的要因に
起因する災害事故のリスク

戦略リスク
社会情勢の大きな変化、
ビジネスの不確実性に関係したリスク

リスク管理基本マニュアル

法律違反や不祥事など、
企業活動に伴い内在するリスク

リスク管理規程

オペレーショナルリスク

社長
定期的見直し

財務リスク
金利変動や株価変動など
財務に関わるリスク

定期的に
報告

特に、2022年3月以降、ウクライナ情勢に起因するサプラ

イチェーンの混乱や金融・経済への影響が生じていますが、

グローバルに事業を展開するコマツグループでは、多様化

コマツは危機管理方針に沿って、社長をトップとする緊急対

するこれら地政学リスクがもたらす資源価格変動や輸出入規

策本部を発足させ、社員とその家族の安全の確保、各国の輸

制、サプライチェーンへの影響等を最小限にすべく、各国の政

出規制への対応、人道支援等を行いました。

治・経済情勢や法規制の動向を確認し、状況の分析および対

随時報告

す
（物理リスクへの対応）。

一方、電動化
（モーター、バッテリー、燃料電池など）
のため

グローバル化の進展に伴い、特定の地域における社会的、

リスク管理体制の見直し、個別リスクに対する対策実施状況

及ぼすリスクがあります。そのため、サプライチェーンも含め

応を行っています。

今後も状況を注視し、お客さまの現場での安全確保を含め
た適切な対応を実施します。

リスク管理委員会

（重大リスク顕在化：緊急対策本部）

定時報告/
随時報告

新型コロナウイルス感染症への対応

リスク管理委員会
事務局（総務部）

コマツグループは、社会インフラを支える事業（Essential

■リスク項目ごとの主管責任部門
• リスク認識の洗い直し・見直し
• 未然防止・被害最小化の活動
• リスク顕在時の対応

■各部門・各グループ会社

定期的に
報告

■各種委員会

• 全社製品安全委員会 • コンプライアンス委員会
• 輸出管理委員会
• サステナビリティ推進委員会

日本国内では、政府および都道府県の方針に従い、社員の

business）に従 事するお客さまへの責 任を果たすため、

感染防止に努めるとともに、生産拠点および協力企業の稼働

感染防止策を徹底したうえで、お客さまへの製品・部品・サー

状況を都度把握し、生産への影響の抑制を図りました。国土

ビスの継続的な供給を行っています。

交通省が推進する建設現場の三密回避対策に関して、コマツ

2021 年度には、重症化率が高いとされる「デルタ株」、

感染力が強いとされる「オミクロン株」が世界的に蔓延しまし

はDXスマートコンストラクションにより、現場関係者が一カ

所に集まる必要なく、遠隔操作で建設現場の状況を把握でき

た。グローバルで社員の感染状況を把握するとともに、各国

る「現場のデジタルツイン」をお客さまの現場で新型コロナウ

政府の方針に基づき、一部海外拠点ではロックダウンによる

イルス感染拡大防止に貢献するソリューションとして訴求して

生産停止等の対応を行いました。

います。

気候変動への対応
コマツの建設機械ライフサイクル全体で排出されるCO2の

約90%は製品稼働中に排出されます。コマツは、低炭素製品

どにより、将来の収益に影響を及ぼすリスクがあります。

ストラクションなどのソリューションの提供により、気候変動

既に有しているハイブリッドやディーゼルエレクトリックなど

の緩和に貢献することができます。その一方、各国の規制や市

の技術の更なる強化と、燃料電池
（FC）
や水素エンジンなど新

や、施工を最適化することで低炭素化に寄与するスマートコン

場の要請に沿うことができない場合や資源需要の急激な変化、

74

新規競争者の参入、炭素税の導入による製造コストの上昇な
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これらへの対応として、燃費低減や製品効率改善に加えて、

たな技術の採用により、環境負荷を低減する製品の開発を進

お客さま、取引先の皆さま、地域社会の皆さま、
社員とその家族の安全と健康
各国政府の方針
コマツの技術
他社との協業

感染防止策の徹底
建設、
鉱山現場のデジタル化、
自動化の加速

社会インフラを支える事業
（Essential business）に従事するお客さまに
必要とされる製品の供給とサポートの継続
新たなソリューションの提供による、
感染症リスクの最小化

ステークホルダーの皆さまとの対話および適時・適切な情報開示
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コマツのリスクマネジメント

BCP：多発する自然災害への対策

保護規則
（GDPR）
の対応など、各国・地域の法令および社会
的な要請に合わせた個人情報の保護に取り組んでいます。

コマツでは、重要業務を継続または短期間に復旧するため、

コマツグループ各拠点のBCP強化はもとより、協力企業の

BCP構築・運用向上支援を通じたサプライチェーンの体制強

（3）
システム対策 外部からの不正侵入・コンピュータウイル

定期的に実施しています。生産工場では、建屋・生産設備の

今後も、多様化するリスクに対応可能な、柔軟かつ持続性

複数のシステム施策を組み合わせた多層的な防御体制を構築

耐震補強や、集中豪雨等の風水害への対策を拡充し、深刻化

のあるサプライチェーンを構築するため、BCP活動を推進・

しています。一例として、テレワークの実施にあたり、社外から

する自然災害に対して、被害を最小限にする取り組みを進め

化にも注力しています。

強化します。

コマツグループ 全 体 の 情 報

セキュリティレベル向上のため、グループ企業に対する情報セ

キュリティ監 査を実 施しています。同 一 の 企 業 に対して

事業継続計画（Business Continuity Plan：BCP）を策定

し、主に大地震や水害を想定した初動訓練や生産復旧訓練を

（5）情 報 セキュリティ監 査

ス感染などの脅威やそれらによる情報漏えいへの対策として、

システムを利用する際は、システムにアクセスするまでに複数

原 則 3 年に1 回程 度 監 査を実 施し、継 続 的な状 況 確 認に
取り組んでいます。

（6）
サプライチェーン全体での情報セキュリティ向上の取り組み
コマツは自社およびグループ会社のみならず、業務上の機

ています。また、被災時における現場からの報告ルートと基準

のプロセスが必要な仕組みとすることで本人確認を厳格に

密情報を共有するサプライチェーン上の協力企業各社に対し

を明確化し、経営トップの迅速な意思決定を図っています。

行っています。

ても、コマツの情報セキュリティ方針に沿った管理対応をお願
いするとともに、継続的かつ有効な支援を講じています。協力

1995年

2007年

2011年

2018年

阪神・淡路大震災

新潟県中越沖地震

東日本大震災

西日本豪雨

● 安全確保、
初動対応の
マニュアル化
• 防災マニュアル作成
• リスク管理関連規程

● 事業継続対応の
マニュアル化
• 各拠点でのBCP

● コマツグループ
全体への展開
• 設備・通信体制整備
• 各拠点でのBCP

● 自然災害リスクの再確認および対策
● コマツグループおよび協力企業を含むBCP運用向上
• 設備・通信体制整備
• 各拠点でのBCP訓練実施規定の制定
（本社）
• 出社者が少ない状況下での災害発生時の行動の見直し

制定

マニュアル作成

• 本社BCP訓練の

訓練の実施

実施

2019年

台風19号

2020年

令和2年7月豪雨

● 協力企業へのBCPセミナー開催

2021年
各地での豪雨

（4）教育・研修

情報を取り扱うすべての社員に定期的な

企業各社に対する定期的な管理状況ヒアリング、および必要

e-ラーニングの受講を義務付けています。また、不審メールへ

に応じた情報機器内の業務情報点検項目の提示とセキュリ

の対策としては、標的型攻撃メールを装った訓練を年複数回

ティ教材の使用推奨等の活動を通じて、業務上の機密情報を

行っています。この不審メール対策の訓練は日本のみならず、

扱うすべての関係者と適正管理の必要性を共有し、安定した

一部の海外現地法人に対しても実施しており、情報セキュリ

事業継続に向けたリスク低減を図っています。

ティのレベル向上をグローバルに推進しています。
● 各社での対策

コンプライアンス
経済安全保障への対応
2022年5月に「経済安全保障推進法」が成立しました。

コマツではこれに先んじて、2022年4月1日付で経済安全保
障担当執行役員を新たに任命いたしました。

コンプライアンスを統括する「コンプライアンス委員会」を
設置し、その審議・活動の内容を定期的に取締役会に報告

社員に対する指導、啓発、研修等に努めています。さらに、

今後、同法案の施行に向けて具体的な規制内容が明らかに

しています。また、法令遵守はもとより、すべての取締役およ

法令およびビジネス社会のルールの遵守上疑義のある行為

なり次第、追加の対策の必要性を検討し、リスク管理委員会

び社員が守るべきビジネス社会のルールとして、
「コマツの

に関する社員からの報告・相談に対応するため、通報者に

を通じて推進します。

行動基準」を定めるとともに、コンプライアンスを担当する執

不利益を及ぼさないことを保証した内部通報制度を設けて

行役員を任命し、コンプライアンス室を設置するなど、ビジ

います。

情報セキュリティの強化

コンプライアンス活動の展開フロー

サイバー攻撃などの脅威は年々高度化・巧妙化しており、情

なお、重大な事案が発生した際には、速やかに社長および

報セキュリティ対策はより重要性を増しています。コマツでは

取締役を含む役員、関係各機関、取締役会に報告し、適切な

適用される法令および社内のルールに従い、各種対策を実施

対策を講じています。

しています。

また、情報戦略本部は起こりうる情報セキュリティリスクに
関 する対 策 を適 宜 立 案し、これを社 長 および 取 締 役 を

（1）管理体制 リスク管理の統括責任者をトップとした管理

体制のもと、全社的な情報セキュリティは「リスク管理委員会」

で課題の共有と検討を行っています。また「リスク管理委員
会」は、専門性の高い情報セキュリティにも対応できるよう

ICT担当のトップである情報戦略本部長が副委員長を務めて

います。重要度の高い情報セキュリティの課題は本委員会で
共有し解決しています。
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ネス社会のルール遵守のための体制を整備し、役員および

含む役員で構成する「戦略検討会」に毎年上程して、中期的

ICT投資計画に織り込んでいます。

①トップの姿勢表明
行動基準の設定

②展開

③把握

④有事の対応

コマツの行動基準

各種教育

コンプライアンス・リスク監査

事件・事故

コンプライアンス5原則

情報誌

内部通報制度

誓約書

コンプライアンス・ポータル

見える化調査
（職場面談・ウェブ調査）

再発防止策

（2）
個人情報保護 個人情報を適切に保護することは社会的

責務であり、コマツは「個人情報保護方針」を策定し、公表し

ています。また、e-ラーニングや内部監査などを通じて適切な

取り扱いを徹底しています。海外においても欧州一般データ

WEB

「コマツの行動基準」をはじめとしたコンプライアンスの取り組みについてはこちらをご覧ください。

https://komatsu.disclosure.site/ja/themes/96
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