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循環型経済の
牽引

産業構造の
革新

生活の
質向上

社会的責任の
遂行

マテリアリティ サステナビリティ重要テーマ

• SDGs（持続可能な開発目標）
• TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
• 気候変動をはじめとした社会・経済分野のマクロト
レンド（欧州グリーンディール政策、パリ協定など）

• グローバル JAPAN（2050シミュレーションと総合戦略）
• GRIスタンダード
• SASBスタンダード
• ISO 26000
• SRI（社会的責任投資）調査項目
• RBA（Responsible Business Alliance）行動規範

自社視点、社会視点による重要度の評価
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自社から見た重要性

マテリアリティ

参照した重要な動向・フレームワークなど

＊ マテリアリティおよびサステナビリティ重要テーマとSDGsの関連性、サステナビリティ重要
　テーマの主な取り組み例については、ウェブにて詳細を開示していますのでご参照ください。

マテリアリティ特定のプロセス

妥当性の評価

マテリアリティの特定

重要度の把握と評価

社会課題の抽出 中長期的な社会動向、ESG投資家の期待、自社の方向性を把握しながら社会課題を抽出

経営戦略会議などにおいて、抽出した社会課題について社会・自社にとっての重要度を
把握・評価しながら、マテリアリティを仮定

サステナビリティ戦略会議、取締役会において、社外取締役・監査等委員により妥当性を評価

サステナビリティ戦略会議において、マテリアリティを特定

脱炭素の取り組み

資源循環の取り組み

お客様のもとでの環境負荷低減

環境技術開発

デジタル化・自動化による生産性向上

労働環境・教育環境の改善

多様なライフスタイルの提案

豊かで彩のある暮らしの実現

ステークホルダーエンゲージメントの向上

責任あるサプライチェーンの実現

人権の尊重とダイバーシティの推進

ガバナンスの強化

エプソンは、2021年、「Epson 25 Renewed」の制定に伴い、SDGs、ISO 26000などで示された社会課題やメガトレンドを参考として、自社視点・社会視点による評価を行い、社会課題解決に向けエプソンが
取り組むべき重要度の高いテーマとして4つの重要課題（マテリアリティ）を特定しました。
また、エプソンは特定したマテリアリティの実効性を高めるための具体的な取り組みとして12のテーマ(“サステナビリティ重要テーマ”）を定め、社会課題の解決・SDGs達成への貢献に向け取り組んでいます。

マテリアリティとサステナビリティ重要テーマ
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マテリアリティとサステナビリティ重要テーマ

サステナビリティ重要テーマとそのKPI
　エプソンはマテリアリティを12のサステナビリティ重要テーマに展開し、社会課題解決にどのような貢献をするかを念頭に具体的なKPI(推進目標・指標）を設定したうえで確実な推進に取り組んでいます。
　また、2022年度から一部のKPIを経営層の報酬評価の際の指標として組み込み、サステナビリティに関する経営責任を明確にしました。
　これまでも役員報酬の評価においては外部のサステナビリティ評価を反映し決定してきていますが、KPIと連動させることで、責任と役割を一層明確にした仕組みを構築しました。

* サステナビリティ課題への取り組みにおいては、全てのマテリアリティに対してKPI検討を行ってきましたが、まずは企業の持続性に重点を置き、ESGに関連する2つのマテリアリティ
（「循環型経済の牽引」「社会的責任の遂行」）のKPI開示を先行しました。「産業構造の革新」「生活の質向上」におけるKPIについては、2023年度以降に開示を行う予定です。

*1 報酬評価指標
*2 原油、金属などの枯渇性資源
*3 資源投入量に対する生産系埋立量の比率
*4 商品・サービスが社会のGHG排出量の削減に資する量を定量化したもの
*5 適時開示事由に該当するような違反事案

マテリアリティ サステナビリティ重要テーマ

脱炭素の取り組み

取り組みテーマ

2050年「カーボンマイナス」に向けた、設備
の省エネ、温室効果ガス除去、サプライヤー
エンゲージメント、脱炭素ロジスティクス

RE100達成に向けた再生可能エネル
ギーの活用

・ 再生可能エネルギー導入率 ・ 国内100% ・ 国内100%達成
　（2021年11月から）

・ 国内100%維持

評価指標LTI*1
連動

・ Scope1,2 GHG排出量(総量)削減率

・ Scope3 GHG排出量
(事業利益原単位) 削減率

2021年度
目標値

2021年度
実績

2022年度
目標値

貢献するSDGs
(ターゲット）

・ 2017年度比 17%削減

・ 2017年度比 22%削減

・ 2017年度比 21%削減

・ 2017年度比 30%削減

・ 2017年度比 41%削減

・ 2017年度比 38%削減

スクラップ金属の高付加価値リサイクル
技術確立

開発プロセスの進捗状況 廃ウエハー再利用の開始 リサイクル材料種拡大に向け
た技術開発

廃ウエハー再利用の開始

資源循環の取り組み 2050年 「地下資源*2消費ゼロ」に向けた
・ 小型軽量化／再生材活用などの
資源の有効活用

・ 生産ロスを極小化する循環型生産
 システムの構築

・ 循環資源利用率 20% 20%以上20%
大容量インクタンク搭載プリンター
で再生プラスチック使用開始

・ 最終埋立率*3 1%以下 1%以下0.90%
グループ内での金属リサイクル拡大

お客様のもとでの環境負荷低減 環境負荷低減に資する商品・サービスに
よるGHG排出削減貢献量の最大化*4

商品・サービスによるGHG排出削
減貢献量

前年以上 前年以上27.6万t-CO2e
前年度比107%

環境技術開発 ドライファイバーテクノロジーを応用した
再生材／天然素材による脱プラスチック・
資源循環の実現
・ 梱包材（従来材の置き換え）
・ 外装材(従来材の置き換え）

開発プロセスの進捗状況 素材開発・試作検証 ・ 梱包材：自社製品による
  実用化検証

・ 外装材：実用化に向けた
  技術実証開始

素材候補を選定し試作

責任あるサプライチェーンの実現 責任あるサプライチェーンの実現 サプライヤーにおける
CSRリスクレベル

主要サプライヤー（直接材）の
CSRリスクランク：ハイリスク 0％

主要サプライヤー（直接材）の
CSRリスクランク：ハイリスク 0％
ミドルリスク 6%以下

主要サプライヤー（直接材）の
CSRリスクランク：ハイリスク 0％

人権の尊重とダイバーシティの推進 ダイバーシティを尊重した人材の活用 ・ 管理職女性比率（当社）

・ 女性執行役員数2025年度
までに1名以上（国内の社内）

・ 管理職女性比率 3.6%

・ 内部育成の充実

・ 管理職女性比率 5%

・ 社内外研修女性受講促進

・ 管理職女性比率 4.1%
（22/4/1時点）

・ ダイバーシティマネジメント
研修を必須化、選抜研修女
性受講促進

コンプライアンス経営の基盤強化ガバナンスの強化 重大なコンプライアンス違反事案*5
の発生件数

・ 重大なコンプライアンス
事案の発生なし

・ 重大なコンプライアンス
事案の発生なし

・ 重大なコンプライアンス
事案の発生なし

社会的責任の
遂行(S+G)
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これまでの80年、これからの80年も
社会とともに歩むために描く理想の姿

エプソンはマテリアリティとして「循環型経済の牽引」を掲げま
した。資源の消費や廃棄を拡大させ続ける経済の在り方は、地球
環境や人間社会に深刻な悪影響を生みます。閉じられた有限な空間
である地球環境という基盤の上に人間社会があり、そこで経済活動
を展開することを考えたとき、社会を持続可能なものにしていくには、
経済を循環型にしていくことが必要です。循環型経済の具体的な姿
とその実現方法は検討途上の部分もありますが、「脱炭素」と「資源
循環」がその必要条件であることは間違いありません。
自らの事業活動を循環型なものにするのはもちろんのこと、サプライ

チェーンにおける連携や、オープンイノベーションを通じて、さまざま
なステークホルダーと共に経済の在り方を見直します。
2021年8月発表のIPCC最新報告書は、地球温暖化の原因が
人間の活動にあると断言しました。科学が示すこの重要な知見を
真剣に受けとめ、エプソンは循環型経済への取り組みを加速します。

1942年、自然に恵まれた信州諏訪地方にエプソンは創業し、2022年で80周年を迎えました。「地域との共生」を礎とし、事業が
グローバルに成長する中にあっても自然環境を敬う企業風土は変わることはなく、1988年、世界に先駆けたフロンレス宣言に代表
される地球規模の環境問題への取り組みへと発展します。エプソンは、過去から現在に至るまで、常に高い目標を掲げ、継続的に環境
活動に取り組んできました。
現在掲げている「環境ビジョン2050」も、実現できる／できないの視点ではなく、エプソンが「ものづくり企業としてやり遂げなければ

ならないこと」を描いています。持続可能な社会の実現に向けて求められる活動は地球規模におよぶため、一企業の事業活動における
環境負荷の低減だけで貢献できることは限られます。そこで「環境ビジョン2050」には、エプソンのテクノロジーや商品・サービスを
基盤に、さまざまなパートナーとシナジーを創り出し、より良い社会のために役割を果たすことをアクションとして明記しています。
そして「環境ビジョン2050」の実現に向けては、マイルストーンとなる中間目標として、「Epson 25 Renewed（2025年）」や世界
共通の目標であるSDGｓ（2030年）を置き、現実とのギャップを埋めながら着実な取り組みを行っていきます。

常務執行役員
生産企画本部
テーマ担当

島田 英輝

循環型経済の牽引

環境ビジョン2050

2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源*1消費ゼロ」を達成し、
持続可能でこころ豊かな社会を実現する

2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源*1消費ゼロ」を達成し、
持続可能でこころ豊かな社会を実現する

● 2030年：1.5℃シナリオ*2に沿った総排出量削減
● 2050年：「カーボンマイナス」、「地下資源消費ゼロ」

● 商品・サービスやサプライチェーンにおける環境負荷の低減
● オープンで独創的なイノベーションによる循環型経済の牽引と
　産業構造の革新
● 国際的な環境保全活動への貢献

達成目標

アクション

*1 原油、金属などの枯渇性資源
*2 SBTイニシアチブ（Science Based Targets initiative）のクライテリアに基づく科学的な知見と整合した温室効果ガスの削減目標
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循環型経済の牽引

■ 地下資源消費ゼロにむけて
　私たちが利用する資源は自然資本と
呼ばれ、「地下資源」「非生物フロー*3」
「生態系資本」で構成されます。
　地下資源の採掘は生物圏の破壊に
つながります。また、採掘した資源を工業
製品として使用する際には、多くのエネル
ギーを消費し、CO₂を排出します。つまり、
地下資源に依存することは「持続可能で
ある」とは言えません。
　エプソンは自然資本の使い方を抜本的
に変えていきます。新たな地下資源消費
を減らし、地上に掘り出した地下資源を
「地上資源」として活用すること、また非
生物フローを今後のエネルギー源として
利用することで2050年までに地下資源
消費ゼロとする事業活動を作りあげます。
生態系資本は使いすぎることなく適切な
使い方をすれば枯渇することのない資本
です。自然界においては、太陽エネルギー
のみをエネルギー源とし、廃棄物を生む
ことなく、全ての物質が循環しています。
「廃棄物を出さない」自然の姿を謙虚に
学び、資源を繰り返し利用する事業活動
を志向します。
　投入する資源の総量を減らし、捨てる
ものをなくし、循環資源の利用を100%に
することにより、地下資源消費ゼロの達成
を目指します。

トピック1 資源循環の取り組み

エプソンの資源循環と社会全体での資源循環のイメージ（地上資源の循環）

エプソンアトミックスお客様

完成品組立

完成品

販売

使用済み完成品

部品

分別

金属

プラ

紙

基板

その他

マテリアルリサイクル業者

Fe

Sus
Al
Mg
銅系
その他

ABS
PS
PP
PE
PC
POM

分別リサイクル工場
合成リサイクル
アトマイズ粉
磁性粉

販売
3Dプリント
切削

金属再生材
金型
小型射出成形

プラスチック再生材
バイオプラスチック

部品製造

再生プラスチック

再生金属

ユーグレナ

リサイクル工場

高機能金属粉末

天然由来素材（脱プラ）

再生材（資源有効利用）

再生材

再利用可能
完成品／部品 

素材 先端技術開発

オープン材料 オープン材料
エプソンの資源循環の輪 社会全体での資源循環の輪

MIM成形粉

パラレジンジャパンコンソーシアム

リファービッシュ・リユース

*3 太陽・風・水・地熱など、再生可能で非枯渇性なもの 

地下資源消費ゼロに向けた資源利用イメージ

使用する資源（地上資源）
生態系資本

生物資源

プラスチック金属

地上に掘り出した地下資源

木材

投入資源の
総量を減らす

小型・軽量化
製品の長期使用
回収リサイクル

など

再生材
バイオマス

循環資源に
置き換える

生産ロス極小化
在庫縮小
埋立ゼロ

資源を
捨てない

リファービッシュ・
リユース

高機能金属粉末

2021年度実績 ・ 大容量インクパック搭載再生機販売開始(日本)
・ 消耗品のリフィル検討開始(中国・欧州)
・ 再販ビジネスフロー構築
・ リファービッシュ機種拡大

・ 循環資源調達ロードマップ作成開始
・ プラ、金属リサイクル手法検討

・ 材料メーカー調査による現状把握
・ 金属再利用の拡大

・ ドライファイバーテクノロジー応用テーマ選定
・ 高機能金属材料開発
・ ドライファイバーテクノロジー応用テーマ具体化
・ 高機能金属材料開発継続

・ リサイクル工場建設決定
・ ２０２５年度稼働に向けた工場設計

2022年度取り組み

2022年度取り組み
2021年度実績

2021年度実績

2022年度取り組み

2021年度実績

2022年度取り組み

再生材
（資源有効利用）

天然由来素材
（脱プラ）
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■ 「小さいものを小さくつくる」 小型射出成形機

省エネルギー・省スペース、廃プラスチック削減で
CO₂削減を実現

　「小さな部品ほど製造過程で使われる材料やエネ
ルギーの無駄が多い」
　そうしたお客様の課題に応えるエプソンの新しい
提案が「小さいものを小さくつくる」です。小型射出
成形機AE-M3／M10は、独自開発のディスクドラ
イブシステムの採用により、装置の圧倒的な小型化
と、高いエネルギー効率を実現した小型・精密成形
に最適な射出成形機です。ホットランナーシステムを
標準搭載し、廃材の最少化、投入資源の利用効率の
向上にも貢献します。

　成形機本体の圧倒的な小型化、省エネルギー機
構に加え、部品成形のプロセスで発生するランナー
などの廃材を削減することで、エプソンの小型射出
成形機は、他社成形機（30トン機平均）と比べ大き
な環境負荷低減に貢献します。

■ 独自の金属粉末製造技術で金属資源をグループで循環利用
エプソンアトミックス株式会社は、金属溶解とアトマイズ粉末製造技術による金属粉末事業を展開して
います。2020年2月には、エプソンの半導体事業においてIC製造で使用されたシリコンウエハーを金属
粉末原料として再利用する取り組みを始めました。これにより、エプソンの廃棄物削減および、バージンシ
リコンの使用削減による地下資源利用減・CO₂削減を実現。2021年度までに8.5トンのシリコンウエ
ハーをリサイクルしました。今後さらに、他の活用候補材について高機能金属粉末へのアップサイクルを
継続的に探索していきます。 粒径10μm以下の超微細粉末

循環型経済の牽引

シリコン
ウエハー 不要な

ステンレス端材
ケイ素鋼板端材

磁性体合金粉末
ステンレス合金粉末

インダクター

粉末冶金部品
金属射出成形部品

トピック4 環境技術開発

トピック3 お客様のもとでの環境負荷低減

■ 使用電力の100%再生エネルギー化を推進
　パリ協定が定めた脱炭素の目標達成に向け、再生可能エネルギーの活用を重要なテーマに位置付け、
2023年にエプソングループの全使用電力を100%再生可能エネルギー化することを発表しました。
　グローバルにビジネスを展開する中でより大きな役割を果たすため、環境の先進企業として達成時期を
大きく前倒したもので、2021年11月には、他の製造業に先駆け、国内拠点で再エネへの転換を完了させて
います。これにより、SBTイニシアチブに承認された、2025年までにスコープ1、2の温室効果ガス（GHG）
を2017年度比で34%削減するという目標に対し、41%の達成を果たしました。
　国内では、地域の再生可能エネルギーの普及拡大を目指す産官共創の取り組みを進めるとともに、
さらなる再生可能エネルギーの安定供給の確保のため、オンサイト発電による自家発電量の最大化に
向けた中期計画を実行しています。
　今後も、生産革新を含めたGHG排出量削減施策とともに、グローバルで早期の実現に向けて全社を
挙げて推進します。

トピック2 脱炭素

圧倒的な小型・省エネ
を実現する独自開発
のディスクドライブ
システム

PPAモデル*4導入の富士見事業所

*4 Power Purchase Agreement ： オンサイト型自家消費発電サービス

発電量 ： 年間約667MWh
CO₂排出量 ： 年間約253トン相当

3トン成形機の
AE-M3で成形
した樹脂部品
（2個取りの例）

他社射出成形機（30トン平均）
からの削減効果*5

CO₂削減
78％

（年間約41トン）

省エネルギー

省スペース 廃プラスチック

本体横幅 784mm
（小型射出成形機AE-M3／3トン機）

再生可能エネルギー活用実績と計画（電力量）
（GWh） （%）

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

859 877 880 863 872

100

80
70

49

181616
1

100

0

1,000

500

1,500 枯渇性（日本）
枯渇性（海外）
再生可能（国内）
再生可能（海外）

再エネ化率

（年度）
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*5はP.92 注釈一覧のP.18へ
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　エプソンはさまざまな資源を投入して、商品・サービスのライフサイクルにわたる企業活動を行う過程で、温室効果ガス（GHG）をはじめとした排出物を
大気・陸域・水域へ排出しています。バリューチェーンを含む事業活動全体の環境負荷の把握に努め、負荷低減に向けた活動を推進しています。
　2021年度は、各種削減施策を推進した結果、おおむね目標を達成しました。

■ 事業活動での環境負荷低減

マテリアルバランス（2021年度）

429,610MWh

再生可能エネルギー

1,750千m3

水リサイクル

削減貢献量*7 276千t-CO2e

事業利益原単位*6 2.09

バリューチェーンにおける活動

製品使用
40%

原材料調達
39%

設備投資
5%

2,392
千t-CO2e

スコープ3
GHG排出量

その他
8%

輸送
8%

Input Output

エプソンの事業活動

削減実績

41%削減 348千t-CO2e
目　標 ： 2025年度に2017年度比
 34%削減
目標値 ： 391千t-CO2e

スコープ1、2 GHG排出量（総量）

38%削減 2.09
目　標 ： 2025年度に2017年度比
 44%削減
目標値 ： 1.90

スコープ3 GHG排出量
（事業利益原単位）

1.5%増加 8,041千m3
目　標 ： 前年度以下
目標値 ： 7,925千㎥

水使用量

1.1%削減 33.1千t
目　標 ： 前年度以下
目標値 ： 33.5千t

排出物排出量

*6 事業利益当たりのスコープ3（カテゴリー1、11）のGHG排出量（単位：千t-CO2e/億円）
*7 第三者のGHG排出回避量を推定：従来の製品や作業プロセスにエプソンの製品を導入したことに
よる削減貢献量を算出（フローベース）。実際の削減量とは異なります。
　①レーザープリンターからインクジェットプリンター　②フラットパネルディスプレイからレーザー光源
プロジェクター　③アナログ捺染からデジタル捺染　④デジタル捺染の染料インクから顔料インク
　⑤市販の再生紙から乾式オフィス製紙機の再生紙

循環型経済の牽引

TOPIC 1トピック5

梱包材   38千t

商品回収量   26千t

210
千t

原材料

樹脂
37%

その他
16%

紙
20%

金属
19%

電子部品
8%

燃料
27%

電力
73%

1,198,388
MWh

エネルギー

8,041
千m3

水

地下水
9%

上水
91%

スコープ2
66%

スコープ1
34%

河川
41%

下水道
59%

廃棄量
8%

再資源化量
92%

348
千t-CO2e

GHG排出量

7,088
千m3

排水量

33.1
千t

排出物

商品出荷量 177千t
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責任あるサプライチェーンの実現

エプソンは、公平公正・共存共栄を基本に、世界各国・地域のビジ
ネスパートナーと相互信頼関係を築き、「高い倫理観、社会的良識」を
持ち、各国の法令や国際ルールを遵守した調達・生産活動を推進
しています。そして品質・価格・納期の安定と適正化と平行して、環境
負荷低減につながるサプライチェーンの構築を図っています。また、
社会的責任を果たすため、エプソンは、グローバルサプライチェーン
のCSRを推進する企業同盟であるResponsible Business 
Alliance(RBA)のレギュラー会員として、サプライヤーの皆様へ
エプソンと同じ高い水準での倫理行動を求め、取り組んでいます。
世界的に大きな影響を与えたCOVID-19、物流機能停滞、半導体・

電子部品を中心とした部材調達での課題など、サプライチェーンに
おける事業継続プログラムの強化が不可欠であり、密な連携により
対応しています。
サプライヤーとのパートナーシップをもとにした責任あるサプライ

チェーンを構築していきます。

エプソンは、世界中のお客様に製品をお届けする責任を果たすため、強靭かつ柔軟
性のあるサプライチェーンの構築が重要であると考えています。責任あるサプライ
チェーンの実現をサステナビリティ重要テーマに掲げ、BCM（事業継続マネジメント）、
CSR、責任ある鉱物調達を主要な活動テーマとして、計画的かつ全社活動として取り
組んでいます。

サプライヤーガイドライン

エプソンは「エプソングループサプライヤーガイドライン」において、品質、価格、納
期の取引基本事項、貿易管理やセキュリティー確保を含むコンプライアンスに関わる
事項、環境への取り組みなどを要請しています。
また、ガイドラインの一部である「サプライヤー行動規範」は、RBA行動規範に準拠し
た、労働・安全衛生・環境・倫理・マネジメントシステムを要求事項としています。RBAの
要求は、現地法の遵守はもとより、RBAの要求・水準が現地法に対して厳しい場合に
は、RBA基準の遵守を求めており、サプライヤーが所在する各国・地域の法律の定めの
有無、水準、労働慣習にかかわらず、一定の管理水準を担保しています。
ガイドラインは、RBA行動規範の改定時などに見直しを行い、全てのサプライヤーの
皆様に周知するとともに、主要なサプライヤーより同意書を提出していただいています。

サプライチェーンにおけるCSR戦略

経営理念、企業行動原則の実現、社会課題の解決に取り組むため、中長期のサプライチェーンにおけるCSR重点施策項目を戦略的
に定めています。サプライチェーンに関わる労働者の人権・安全確保の取り組みと、持続可能な社会の実現のための取り組みという
大きな二側面からアプローチしています。

常務執行役員
生産企画本部長

渡辺 潤一

ディーセントワークの推進 安全な働く環境の確保 責任ある鉱物調達の実現 環境負荷低減

BCM CSR 責任ある
鉱物調達

責任あるサプライチェーンの実現

活動テーマ

マネ
ジメントシステム

マネジメントシステ
ム

労働（人権）

環 境

倫 理 安全衛生

サプライヤー行動規範（RBA行動規範）
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CSR

サプライヤーに対して、外部信用調査機関の情報に基づく「間接
評価」と、サプライヤー自身が自己評価をする①品質(Q)、価格
(C)、納期(D)、環境(E)、マネジメントシステム(M)などの管理レベル
の定期評価、②サプライヤー行動規範（RBA行動規範）の遵守状況
を評価するCSR詳細評価、③自然災害、火災などの有事の際の対
応力を評価する有事対応力評価、④火災などの有事発生リスク
への対応状況を評価する安全管理評価からなるサプライヤー
評価プログラムを実施しています。
「サプライヤー行動規範（RBA行動規範）」の遵守状況を確認
するCSR詳細評価は、セルフアセスメント(SAQ) 、改善活動、監査
などによるデューデリジェンスプログラムです。SAQの結果を
基に、改善活動を要請するとともに、現場確認や監査を行うなど、
サプライヤーにおける改善活動を支援しています。
2021年は、主要サプライヤーとして、直接材サプライヤー、製造
拠点の構内常駐業者、人材エージェント、委託倉庫についてCSR
詳細評価を実施しました。行動規範の理解が進み、また、改善の取り
組みにより、SAQの結果において、ハイリスクサプライヤーはありま
せんでした。

責任ある鉱物調達

コンゴ民主共和国（DRC）または隣接国のような紛争地域や、高
リスク地域におけるスズ、タンタル、タングステン、金（合わせて
3TG）やコバルトなどの鉱物の採掘や取引から得られる利益は、武装
勢力や反政府勢力の資金源となっており、そのような地域の鉱物
を使用することは、紛争や人権侵害の助長につながる可能性があり
ます。
エプソンは、責任ある鉱物調達が、解決すべき社会課題の一つ
であるとの経営認識のもと、社内体制を構築するとともに、責任ある
鉱物調達の推進に取り組むResponsible Mineral Initiative
（RMI）に加盟しています。また、サプライヤーに対しては、紛争鉱物
不使用の方針への支持とともに調査への協力を依頼しています。
エプソン製品に使用される鉱物のサプライチェーンおよび原産
国を特定するため、経済協力開発機構(OECD)発行の「紛争地域
および高リスク地域からの鉱物の責任あるサプライチェーンのため
のデューデリジェンス・ガイダンス」に従ったプログラムにより調査
を行っています。調査回答が、RMIのResponsible Minerals 
Assurance Program(RMAP)で認証された製錬業者（CFS）から
の調達を確認できない場合には、材料やサプライチェーンの変更を
要請するなどして、リスク低減に取り組んでいます。

BCM

COVID -19感染拡大やウクライナ情勢など、サプライチェーン
を取り巻くリスクは災害や事故だけでなく、パンデミックや地政学
的な事象にまで広がっています。エプソンでは、サプライチェーン上
で災害・事故・新興感染症のまん延などの有事が発生した場合で
も、お客様に対する製品・サービスの供給責任を全うし、事業の被
害損失を最小限に抑えることを目的として、BCP(事業継続計画：
Business Continuity Plan)を策定し、BCPを適切に維持・改善
していくために「サプライチェーンBCM(事業継続マネジメント)」を
推進しています。
エプソンは、高度化・複雑化するサプライチェーンに起こりうる
難局に耐えられる、より強固なサプライチェーンを確立するため、
下表のように機能を5つに区分し、それぞれに設定した重点項目
を強化しています。

3TG調査結果（2021年度）

調査票回収率

CFS認定製錬所数

特定製錬所数

タングステン

43

64
合計

99%

239

416
タンタル

39

44
金

106

181
スズ

56

117

エプソンの人権方針は、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」やRBAの行動規範などの国際的な要請に準拠し、自社の事業運営の
みならずサプライチェーンにおける人権尊重や人権課題への取り組みを掲げています。また、サプライヤーにおけるディーセントワークを
サプライチェーン戦略の一つとしているように、人権への取り組みが重要であることを認識し、さまざまな活動を展開しています。

トピック 人権課題への挑戦 サプライヤー向け人権セミナー

通報制度

2022年3月に、日本、海外主要製造２拠点でセミナーを実施
しました。

サプライヤーとサプライヤーの従業員が利用できる通報制度を
構築し、通報を受け付け、必要な対応（改善）を行っています。

サプライヤー機能
サプライヤー

調達機能 生産機能
生産拠点 顧客

販売機能
販売拠点

物流機能

サプライヤー

調 達

生 産

販 売

物 流

有事対応力評価、安全管理評価など、サプライヤー自身に供給継続力を
強化いただく働きかけ

調達先複社化、代替調達品確保、長期調達契約、パートナーシップ強化、
部品・原材料の在庫保持　　* 材料や部品(直接材)および間接材も対象

分散生産体制の強化、ファシリティの強靭化、感染症予防対策の強化、
製品在庫の確保

オペレーション拠点・人的資源・ITのバックアップ体制確保

船会社との交渉・関係強化による枠取り、出荷計画の管理精度向上、
物流手段(輸送業者・輸送ルート・倉庫機能)の複数化

重点項目機能

0

20

40

60

80

100

2019 2020 2021 2025

目標

（年）

CSR詳細評価結果（直接材サプライヤー）

58%

84%

16% 9%

91% 100%

37%

5%

ハイリスク

ローリスク
ミドルリスク

責任あるサプライチェーンの実現
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人権の尊重と働きやすい職場環境
人権の尊重

エプソンは、経営理念および企業行動原則を経営の根幹に据え、企業活動における人権の尊重は企業が果たすべき重要な
責務であると考えています。エプソンは、2005年に国連「グローバルコンパクト」に基づいて「エプソングループ人権と労働に関
する方針」を制定し、また2011年の国連「ビジネスと人権に関する指導原則」（以下「指導原則」）にのっとった行動を実践してき
ました。2019年4月にはグローバルサプライチェーンの影響を受ける労働者やコミュニティーの権利と福祉を支援する非営利
組織であるResponsible Business Alliance（RBA）に加盟し、サプライヤーの皆様と共に「RBA行動規範」にのっとった事業
活動を進めています。
エプソンは、昨今の国際社会における「人権」に対する意識や課題の変化を踏まえ、「エプソングループ人権と労働に関する方針」

を全面的に見直し、「指導原則」の内容に準拠して、取締役会の
決議を経て、2022年4月1日付で「エプソングループ人権方針」
として改定しました。

エプソンの人権尊重への取り組みは、人事担当執行役員の責任の下、人事担当部門を中心に、本社関係主管部門および国内外
関係会社の人事部門とのネットワークを構築して行っています。エプソンでは、「エプソングループ人権方針」および「RBA行動
規範」に基づき、事業上の人権リスクとして、児童労働、強制労働、その他の搾取的な労働、労働者の権利や労働条件、差別、および
ハラスメントを含む非人道的な待遇などを特定し、年1回全グループ会社においてCSRアセスメント調査を行い、当社および
グループ各社における人権と労働に関するリスクの評価と改善・是正活動を行っています*。また、労働組合やその他の労働者団体
などは重要なステークホルダーであり、グループ各社において、各地の労働慣行などを踏まえながら、真摯に対話や協議を行って
います。エプソンは、これらの人権リスクに対する取り組みを「サステナビリティ重要テーマ」の一つとして位置付け、グループ全体で
推進するとともに、CSR調達主管部門を通じて、サプライチェーンにおけるリスク評価・改善活動を同様に行っています。

健康経営

2022年3月に経済産業省と東京証券取引
所から、「健康経営」に優れた企業として「健康
経営銘柄2022」に初めて選定されました。
（総合評価：電気機器業界１位）
エプソンは、社員の健康が最重要と考え、
経営理念、エプソングループ労働安全衛生基
本方針およびエプソングループ健康経営宣
言に基づき、社員の健康状態の向上とともに、
仕事にやりがいを感じ、いきいきと働いている状態の実現を目指しています。
また、その結果は、業績向上や企業価値向上にもつながると考えます。
2001年以来、中期健康管理計画を策定し、定期的に見直しを行っています。
2022年4月に、これまでの中期計画の活動実績や課題、今後想定される社会
環境変化などに対応すべく新たな中期計画となる「健康Action2025」を制定
しました。会社としての責務である安全配慮に向けた各種活動に加え、多様な
働きかたや年齢構成の変化など、私たちを取り巻くさまざまな変化が健康に
及ぼす影響を踏まえ、「こころとからだの健康*1」と「職場の健康*2」を重点分
野として、活動を展開していきます。なお、海外では国や地域ごとに労働衛生
法令が異なるため、それぞれの現地法人が現地法令に基づき健康管理を推進
しており、各社のおかれる状況に合わせ継続的な改善を図っています。

健康経営の推進に当たり、責任者である社長の下、推進主体として「健康経
営推進室」を設置しています。その室長には人事本部長・健康保険組合の理事
長・統括安全衛生管理者を兼任する執行役員を充てており、経営会議にも参
画し、健康経営を総合的にマネジメントします。また、会社と健康保険組合で共
同運営する「健康経営推進会議」で、健康経営に関するデータ分析、施策の立
案・評価・改善を行いながら、各事業所の「健康づくり推進委員会」活動と連動
し活動を推進しています。

*1、*2の注釈はP.92へ

詳しくは
Webへ

エプソングループ人権方針
https://corporate.epson/ja/philosophy/
epson-way/principle/human-rights-policy.html

人権に関する教育としては、従前からRBA行動規範やその詳細ルールについて社内および国内外関係会社人事部門を中心に
周知を図ってきていますが、2021年度は、「エプソングループ人権方針」の改定に当たり、取締役およびセイコーエプソン本社関係
機能主管部門のメンバーや、国内外関係会社の関係者に対し、改めて「ビジネスと人権」に関する勉強会を行いました。
エプソンでは、エプソン・ヘルプラインをはじめ、ハラスメント相談窓口、長時間労働相談窓口、従業員相談室などの各種相
談窓口を設置し、従業員からの人権と労働に関する相談に対応しています。ハラスメントなどの人権侵害や労働に関連する処
罰事案や会社の対応については、定期的に全社開示するとともに社内広報などを通じて注意喚起を行い、同様の事案の未然
予防・再発防止に努めています。また、エプソンでは、お客様や投資家、地域住民の方など全てのステークホルダーの方が利用
可能な通報窓口やサポートセンターを設置し、あらゆる苦情に対して適切に対応しています。

* 2021年度中に新たに是正に
　取り組んだ人権リスク

・ 人材エージェントとその派遣する社員との間の契約の法的要件不備
・ 残業記録の不備（人材エージェント）
・ 源泉徴収の金額の計算の誤り（人材エージェント）
・ 採用の際に行う健康診断費用の本人による立て替え払い

健康経営の推進体制

詳しくは
Webへ

健康経営
https://corporate.epson/ja/sustainability/
our-people/health-and-productivity.html

担当役員メッセージ、取り組みの方向性は、P.37-38 人材戦略をご覧ください。
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*1 当社正規従業員および定年後再雇用者を対象
*2 満足度は、5段階評価で3（半分以上そう思う）以上を回答した率
*3 組織風土アセスメント 全社平均

チームで働く力*3 2020年度

3.62
2021年度下期

3.68

組織風土アセスメント（2021年度)
回答率*1

98.9 ／% 92.7%
満足度*2

1,879時間
2019年度実績

1,848時間
2020年度実績

1,854時間
2021年度実績

2021年度 総実労働時間
（2022年3月現在）

エプソンは、「自由闊達で風通しの良いコミュニケーション環境」により、「関係の質」を向上させ、社員と会社が共に成長し続ける組
織風土を目指しています。
この目標に対し、組織風土の現状を把握するため、2005年より｢自律活性度調査｣を、2020年からはこれを「組織風土アセスメント」
にリニューアルして毎年実施しています。調査結果については、社長をはじめとした経営層に報告を行うとともに、職場の単位まで
フィードバックし、各職場で管理職を中心に組織風土の現状を確認・分析を行い、問題・課題の改善に取り組んでいます。
特に「関係の質」向上のための重要な要素でありながら、全体的にスコアの低かった「チームで働く力」については会社全体で取り組

みを行い、2020年度のスコア3.62は2021年度下期に3.68と改善し、3.7の目標をほぼ達成しました。
併せて、エプソンは、管理職の取り組みをサポートするため、管理職の気付きや行動変容を促す機会として、全社・事業部各組織での
課長対話会を実施するとともに、管理職向け相談窓口とメンターの設置などを行っています。
また、経営層が率先して組織風土改革に取り組むため、各役員の組織マネジメントやハラスメント防止への取り組みを、選解任や報
酬評価の要素とする運用に変更しました。
2022年度からは「関係の質」向上に加えて、従業員一人ひとりがやりがいと自発性を持ち、従来以上にいきいき働ける環境を
整備するため、「エンゲージメントサーベイ」に衣替えして実施し、その結果に基づき職場改善を行っていきます。

当社は、2017年より働きかた改革に取り組んでいます。第Ⅰ期（2017～2019年度）は、労働時間の適正化・長時間労働防止に優先
的に取り組み、第Ⅱ期（2020～2022年度）は、「働きかたの多様化」への取り組みを進めています。特に、COVID-19対応として在宅勤
務の活用を積極的に進めてきましたが、運用を重ねる中で、さまざまな課題も明らかとなってきたため、課題の整理と合わせて、社員へ
のアンケート調査や労働組合などの意見交換なども踏まえながら、第Ⅲ期（2023年度～）へ向けて、健康でいきいきと働ける環境が創
出できるよう、さまざまな施策を展開していきます。
なお、働きかたの多様化が進むことにより、コ

ミュニケーションの取り方、評価・査定や人材育
成、健康課題など、人事労務マネジメントや組織
運営の面で、さまざまな課題が出てきています。
健康でいきいきと働ける環境構築の一環として、
人事労務諸制度の検討や職場運営を担う管理職
へのサポートについても対応を進めていきます。

働きかたの多様化

働きかたの多様化の施策

働きかたの
多様化

取り組み 具体的施策 2021年度 2022年度

1. 朝会の柔軟な運用

2. 定時退社日の柔軟な設定

3. 在宅勤務制度の拡大

4. 時間単位年休の導入

5. コアタイム無しフレックスタイムの適用

6. 男性育休制度改定

7. 育児介護短時間勤務の適用期間延長

8. 就業配慮の運用構築

●

●

●

●

●

●

●

●

働く場所・時間の柔軟化

育児・介護と仕事両立化

治療と仕事の両立支援

1,980

1,940

1,900

1,860

1,820

1,780
2017 2018

第 I 期 第 II 期
2019 2020 2021

（時間）
1,971

1,943

1,848 1,854

1,879

人権の尊重と働きやすい職場環境

組織風土改革

年間総実労働時間の推移

（年度）
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*1 企業とステークホルダーの対話。企業が活動や意思決定を行う上で、ステークホルダーの関心事項を理解するために行われる取り組みを指します。

• SDGs達成に貢献します
• 持続可能でこころ豊かな社会の実現を目指します
• 世界の各地域に根差した活動を展開します

社会課題解決と
精神的・文化的な豊かさ

社会価値

地球環境と産業の共生

環境価値

安定的な経済的付加価値の
再配分

経済価値

また、社会支援活動については以下の3つの基本的な考え方に基づき、環境、教育・文化、生活・
地域を重点活動分野として実施します。

社会課題解決を基本とした事業運営に向けては、多様なステークホルダーの期待や要望を適切に
把握・反映することを重視し、持続的な競争力および企業としてのレジリエンス（強靭性）の創出を図る
とともに、信頼関係の構築に努めています。
ステークホルダーエンゲージメント*1は、さまざまなステークホルダーの皆様とエプソンを結ぶ重要
な架け橋です。エプソンは、全てのステークホルダーの皆様に以下の3つの価値を提供します。

ステークホルダー
エンゲージメントの目的

お客様

株主・投資家

地域社会

従業員

サプライヤー

ビジネスパートナー/
コンソーシアム

NGO/NPO
国際機関

エプソン

持続性を伴う社会支援
（Value Share活動）

NGO/NPO、国際機関

世界各地でそれぞれの
地域社会に根ざした活動
を通して、社会との共生
を進める

地域社会

公平公正・共存共栄を基
本にした、相互信頼に基
づく良きパートナーの関
係構築

サプライヤー

適切な事業運営や投資
判断につながる良好なコ
ミュニケーション構築

株主・投資家

お客様に喜ばれ信頼され
る商品・サービスの創出

お客様

社会課題解決に
つながる持続的な
社会価値の共創

ビジネス
パートナー/
コンソーシアム

働きがいのある
職場環境の構築

従業員

サプライヤーは、経営理念実現のための重要なパートナーであり、信頼関係を
構築することにより、共存共栄を目指しています。主要拠点がある長野県や海外の
主要生産拠点では、毎年サプライヤーの皆様に事業方針や調達方針などを共有
する説明会を開催しています。また説明会では、経営層がサプライヤーの皆様の
声を直接聴き、相互理解を深めることで、連携強化を図っています。
サプライヤーの評価も毎年実施し、改善活動を支援することで、社会的責任の遂行
につなげています。

サプライヤー

企業経営を支える従業員がいきいきと活発に働ける環境を目指し、組織風土改
革を進めます。
• 風通しの良い自由闊達なコミュニケーションに向けた対話会
• 組織風土アセスメント、こころの健康診断
• 社長メッセージの配信と従業員からの意見・感想の収集

従業員

• 花フェスタ、野鳥の会、植林、珊瑚移植、児童への環境教育、海洋ゴミ回収プロジェクト
支援、インクカートリッジ回収

• ゆめ水族園、献血、障がい者スポーツ支援(知的・身体)、各地域病院支援
• ウクライナ難民支援、JICA包括連携協定締結、アジア・アフリカ研修生受け入れ、

JICA駒ケ根隊員教育支援、COVID -19に伴う各種支援

NGO/NPO、国際機関

社会課題を解決し、持続可能な社会を実現するには、それぞれ得意分野を持った
パートナーとの連携が欠かせません。これまで以上に共創活動を強化し、広くパー
トナーシップを構築します。

• パラレジンコンソーシアム　　　　 • スマートシティ会津若松
• 北九州イノベーション拠点　　　　• 東京渋谷ポイント０オープンプラットフォーム
• 信州大学（小型規模循環型リビングイノベーション）　など

ビジネスパートナー/
コンソーシアム

株主・投資家

お客様に驚きと感動を与える商品・サービスの創出はもちろん、さらなる改善
に向けお客様とのコミュニケーション強化や共同活動による価値創造に挑戦
します。

お客様

→P.70 →P.71-72地域社会

ステークホルダーエンゲージメントの向上
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■■ 国内 ■■ 海外
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エプソンは、適切な投資判断につながる良好なコミュニケーション構築のため、広報ＩＲ部とサステナビリティ推進室が
中心となり、年間を通して継続的、積極的に資本市場との対話を実施しています。対話を通して株主・投資家の皆様から
いただいたご意見を都度経営層にフィードバックし、経営の質を高める取り組みに活かしています。
私たちが直接お会いできる株主・投資家の皆様の数は限られていますが、より多くの方に当社の考えを伝えるべく
冊子やウェブサイトなど、ツールを通じたコミュニケーションを積極的に行っています。特に、多くの方々に、同時に情報を
伝えられるウェブサイトの作成には力を入れ、IR情報だけでなく、サステナビリティ情報も常に最新の情報に更新しています。

株主・投資家との対話
適切な投資判断を促し、経営の質向上につなげる

IR活動の方針・考え方

年間のIR活動サイクル

株主・投資家

アナリスト・機関投資家向けミーティング実績*1

2021年度実績

239回
135 回

総ミーティング回数　　

国内 104回海外

　2019年の実施に引き続き、2021年3月、当社社外取締役5名全員が参加する機関投資家の皆様
との対話会をオンラインで開催しました。対話会では、機関投資家の皆様から寄せられたESGを中心
としたさまざまなご質問に各社外取締役がお答えし、活発な議論が交わされました。このような場を
設け、社外取締役が機関投資家の皆様との相互理解を深めることは、当社取締役会の実効性向上に
つながります。また、議論の内容をできるだけありのままに公開することは、当社のステークホルダー
からの信頼獲得につながると考え、今後も実施を継続していく予定です。なお、当日の議論の様子は
P.73-76に掲載していますので、ぜひご覧ください。

エプソンは、プリンティング以外の事業も展開していますが、とりわけ家庭用プリンターのイメージが強い
企業です。しかし、エプソンがこれから力を入れていく「成長領域」は、商業・産業向けプリンターやオフィス
向け複合機、ロボットなどの生産システムであり、エプソンにおいても比較的新しい分野です。投資家の
皆様にエプソンの今後の成長戦略をご理解いただくため、2021年度は商業・産業IJP（完成品ビジネス）
スモールミーティングやマニュファクチャリングソリューションズ事業戦略説明会など、成長分野に焦点を
当てたイベントの開催に力を入れました。また、2022年度に入ってからは徐々に少人数での集合イベントや
対面IRミーティングを再開するなど、With/After COVID -19におけるIR活動のありかたを模索しています。

エプソンの成長戦略への理解を深めていただくイベントを開催 機関投資家の皆様と社外取締役の対話会を開催

*1 対面による取材・ミーティングのほか、電話やオンラインによるもの、
説明会などを含みます。

• IR・サステナビリティ関連ツールの改善・情報充実検討
• 株主総会関連書類の早期開示、記載充実
• 開示資料の英訳による海外投資家への情報提供
• サステナビリティウェブサイトの更新・内容充実に向けた意見交換
• コーポレートガバナンス・コードへの対応と対応内容の開示
• コロナ禍におけるリモート面談など、ウェブを利用したIR活動の推進

その他のIR関連活動実施内容
• 機関投資家／証券アナリスト向け経営方針・事業戦略説明会（不定期）／IRミーティング・ESGミーティング（通年）

• 株主総会
• 株主通信
 発行*2

• 第1四半期決算発表
• 決算説明会

• 統合レポート
 発行

• 中間株主通信発行 • 第3四半期決算発表
• 決算説明会

• 通期決算発表
• 決算説明会

2021年4月 2022年1月 2月 3月5月 6月 7月 8月 9月

• 第2四半期
 決算発表
• 決算説明会

10月 11月 12月

2021年度のエンゲージメント活動

*2 期末の株主通信は、2022年より発行を取り止めました。

ステークホルダーエンゲージメントの向上
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公平な教育環境の提供
人材の育成と産業の立ち上げ

地域社会

　発展途上国におけるインフラ整備課題に伴う学びの場や機会の欠如に加え、先進国
においても教員不足の課題を抱えるなど、教育現場では多くの課題を抱えています。
　Epson Europe B.V.（オランダ 以下EEB）は、2021年11月World Mobile Group
（イギリス 以下WM）と共同し、アフリカの学校において質の高い教育環境を提供するた
めのプロジェクトを立ち上げました。WMが学校内のソーラー発電およびネットワーク接
続環境を整え、EEBはエプソン製のインクジェットプリンターとプロジェクターを提供してい
きます。こうした連携活動を通じ、遠隔でも良質な教育環境を実現し、世界中の子どもた
ちが誰一人取り残されない、公平で質の高い教育環境の提供を目指しています。さらに
学校という公共の場とネットワークの提供により、そこを中心に新たなコミュニティーや
産業の立ち上げへの貢献が期待できます。

タンザニア / World Mobileとの協業による質の公平な教育環境の提供と
新たな産業の立ち上げに貢献

貢献プログラム

■ 電力／通信インフラ提供 : 
        　  World Mobile Group
■ 行政 : タンザニア教育相

■ プロジェクターを使った質の高い教育、および先進国からの教育支援
■ ネットワーク構築により、人が集まる新たな経済基盤の構築

パートナー

具体的な活動

解決する社会課題と価値

教育施設や、機器、さらに教員不足により充分な教育環境が整っていない地域に、ITを使った
質の高い教育環境を提供することで、将来の地域振興の基盤となる人材教育を実現。
学校という公共の場とネットワークの提供により、そこを中心に新たなコミュニティーや産業の

立ち上げに貢献する。

ステークホルダーエンゲージメントの向上

　全ての人々に質の高い教育を提供することは、
持続可能な社会を実現するための重要な目標の一
つです。WMとのパートナーシップの目的は、これ
まで不利な条件に置かれていた地域社会に焦点を
あて、そこに住む若者たちに活躍の機会を提供する
ことです。COP27国連気候変動会議もアフリカで
の教育に重点を置いて、現地での活動を主導して
います。

Epson Europe B.V. 
Sustainability Director

Henning Ohlsson
World Mobile Group
CEO

Micky Watkins

　私たちは、学習、利益の獲得、あるいは人間として
の成長といった機会が生まれた場所によって決まっ
てしまうとは考えていません。全ての人に等しく機会
があると信じています。私たちのパートナーシップ
は、アフリカの人々にとって非常に有益な結果をも
たらすでしょう。子どもたちはインターネットに接続
された世界の一員となり、エプソンの技術を用いて
質の高い教育体験を楽しむことができるからです。
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地域と連携した価値創造
スポーツツーリズムを推進し魅力ある地域へ

地域社会
地域振興に貢献する場と知の提供
印刷技術による産業振興と雇用拡大

地域社会

具体的な活動・アプローチ
　深刻な失業率に陥っている地域で、学生、起業家、芸術家に対して、プリンティングに関する技術指導や、
製品創出の場の提供、生産プロセスなどの知識を提供し、就業機会拡大、新たなビジネスや製品の創出を
支援しています。

価値提供ポイント
■ 新たな製品や価値創出支援
■ 新規ビジネス立ち上げ支援
■ 技能習得による就業支援

多くの観光地では集客のための新たな魅力づくりに頭を
悩ませています。スワコエイトピークストライアスロン大会で
は、エプソンのGPS・センサー技術を活用した大会運営に加
え、取得データにより、別の日に同じコースで以前の自分や、
目標とするアスリートとの競争ができるような仕組みを創りま
した。こうした仕掛けは、大会以外の日にその地域を訪れる
機会につながります。GPS情報と連動した観光案内や、走行
距離や記録に応じたポイントと連動することで新たなサービ
スを創出し、地域内での消費行動にもつながる可能性を持っ
ています。

■ 学生
■ アーティスト、デザイナー
■ 起業家
■ ビジネスパートナー

■ 教育プログラムへの協賛
■ Epson Demo centerの無料開放
■ サイネージ、テキスタイル、フォトプリンティングの技術アドバイス
■ 生産プロセスのノウハウ提供

対象 具体的な活動

　2022年6月長野県諏訪地域の自治体、
商工会議所、長野県トライアスロン協会な
どが連携し、スワコエイトピークストライ
アスロン大会を開催しました。この大会で、
エプソンはGPS・センサー技術を活用する
ことで大会運営を支援しました。スポーツ
大会で最も大切である安全・安心な運
営を支援するため転倒検知や、位置情報
を使い挑戦するアスリートを支えていま
す。自治体や地域企業と連携しリピートに
つながる楽しい大会にするとともに、地域
の魅力を高め、地域振興にもつながる活
動としてさらなる発展に貢献します。

自治体・観光施設と連携したトライアスロンの開催

センシング技術による地域活性化

　エプソン南アフリカは、地域社会の支援を目的として、大きな可能性を秘めた新たな活動を立ち上げ
ました。
　Retrain and Reimagineという名称が付けられたこの取り組みは、新しい技能の習得を目指す個人
を支援するための新たな活動です。南アフリカの失業率は32%を超えており、この活動によって、個人に
は有益な知識と経験が提供され、社会にはより幅広い利益がもたらされます。エプソン南アフリカは、
現地の企業や教育機関と協力して、この活動を展開していきます。
　また、南アフリカの印刷業界の連合であるPrint SAとの提携を通じて、印刷業界への就業を目指す
個人が学習プログラムに参加する際の支援や補助も行う予定です。

Demo centerの開放とプリント技術指導により地域産業の振興に貢献

学びと経験の場を提供

　近年旅行に対するお客様のニーズや価値観が大きく
変化致しました。諏訪地域ならではの素材を活かしつつ
新しい観光コンテンツが求められています。今回のイベ
ントを通して「テクノロジー」「スポーツ」「観光」と異なっ
た分野の連携により新たな観光コンテンツの創出に取
り組んでおります。デジタル機器を使いお客様の安全を
守る。その上でデータを活用し新しいサービスや楽しさ
を提供する。諏訪地域の魅力をより多くのお客様にも喜
んでいただけるような「おもてなし」を提供したいです。

RAKO 華乃井ホテル
女将

白鳥 和美 様

諏訪地域ならではの
スポーツツーリズム

新たな地域振興のカタチ 解決する社会課題と価値

ステークホルダーエンゲージメントの向上
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特集2

エプソンの経営の質向上に向け
社外取締役が果たすべき役割とは？
－企業価値の向上に向けて－

機関投資家と社外取締役との対話

コーポレートガバナンスの充実において、社外取締役に期待される役割はますます大きくなっています。
資本市場の建設的なご意見を経営に取り入れ、より実効性の高いガバナンスを構築し、企業価値向上を実現するため、
2022年３月、機関投資家の皆様と当社社外取締役5名全員との対話を行いました。今回、その概要をご紹介します。

大宮 ： 新社長と前社長、それぞれスタイルが違います。新社長の
小川さんはどちらかというとボトムアップ的な経営スタイルで
あり、従業員一人ひとりを大事にするということが施策に表れて
きていると感じます。また、長期ビジョンの考え方が中心にしっかり
とあり、特に環境問題では、社会にどう貢献できるのかという視点
を強く持たれています。

白井 ： マネジメントスタイルは違いますが、どちらも優れたリー
ダーだと思います。新社長の小川さんは、先ほど大宮さんが
おっしゃったように、ボトムアップ型のマネジメントスタイルのため、
皆で議論して決めていくという格好にシフトしているように感じます。
また、収益性に対する考え方にも変化がありました。これまでは売
上を伸ばして、どんどん投資して収益を上げるという方針でした。
それが現在、コロナ禍もあった中で、売上を大きく伸ばさなくても
ある一定の収益を確保できる筋肉質な会社に変わってきています。

また、以前は技術があれば絶対勝てるという技術オリエンテッド
な考え方が大変強かったのですが、必ずしもそれだけではない、
ソフトウェアにも力を入れないと世の中の変化に対応できないと
いう考えも出てきています。そういった意味では修正しながら、
良い方向に会社全体が変わってきていると感じています。

村越 ： 小川さんは社長就任後、さまざまな改革を打ち出してい
ます。特に社員の健康・安全、そしてコンプライアンスが業績より
も優先するとの考えを社内に徹底するために組織風土改革に取り
組まれており、その姿勢には大変共感しています。また、そんな
小川さんを社外取締役全員がしっかり支える体制が構築できて
いる点は評価に値すると思います。改革を進めるのはそう簡単
なことではありません。さまざまな苦労があり、過渡期として試行
錯誤もあると思います。そんな中、引き続き我々は力を合わせ
やっていきたいと考えています。

大塚 ： 小川さんは収益偏重ではなく、コンプライアンス重視の
お考えを持ち、それを1回ではなく、事あるごとに社員にお話しさ
れるんですね。若干の戸惑いを感じる社員もいるようですが、繰り
返すことで浸透し、定着していると思います。その結果といえるか
分かりませんが、スピークアップ制度（内部通報制度）での通報
件数が増えています。この点では社内の風通しが良くなってきて、
小川さんが求めている方向に進みつつあると考えています。私も
社外取締役として、小川さんのリーダーシップを支えていきたい
と思っています。

松永 ： 社長交代によって、ダイバーシティに対する意識が変わった
ことは大きいと思います。エプソンはまだ他社に比べて取り組み
が遅れてはいるものの、管理職になろうとする女性社員が増える
など、社内の意識はだいぶ変わってきています。ダイバーシティの
浸透にはどうしても時間がかかりますが、さらに進むよう、私も
叱咤激励を続けたいと思っています。

松永 ： 当社の女性管理職比率は約３％*1と低くなっています。当
社は理系の採用が多い中、特に理系の女子学生が少ないこと
と関係しています。社内全体の女性比率は約17％ *1ですから、
女性管理職比率もまずはそこまで持っていこうと申し上げています。
女性が経営幹部に加わることによって、イノベーションが生まれる
ことを期待しています。エプソンの成熟事業は良い業績を上げて
いるけれども、新事業はまだまだです。ここでイノベーションを
起こし活性化するには、やはり新しい視点、新しい発想で変えてい
かねばなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、エプソンは社内の技術にこだわりが強く、社外とのコラボ
レーションや新技術を取り入れるのが少し弱い点も課題だと感じ
ています。ダイバーシティの視点からもっとオープンイノベーション
に向かっていくべきだということも、常日頃申し上げています。

大宮 ： 一番大きな課題は、プリンターというものは紙を使う、これ
がいつまで続くのかということです。ESGやSDGsの観点から
すると、紙資源の消費はなるべく極小化する方向になるでしょう。
エプソンはプリンター事業が大半を占める会社ですから、それを
どう代替するかは非常に重要です。以前からさまざまなことを
試みていますが、これだけ大きな売上規模の事業が、簡単には

創出できないという状態だと思っています。当社にはプリンター
以外のさまざまな製品に活用できるインクジェットのコア技術が
あります。全てを自社でやる必要はありませんが、当社が持つ
このような技術をどう顧客価値に結び付けて拡大できるかが
一つのキーになろうかと思います。

白井 ： インクジェットプリンターは、これまでは主に紙へ印刷して
きたのですが、これからは布などいろんなところに使っていきます。
やはり印刷というものは世の中からなくならないと思います。印刷
において、インクジェット技術はレーザーに比べると熱を使わない
のでCO2の排出が少ない。アドバンテージのある技術なので、これ
をいかに広げていくかが大きな課題であり、ビジネスを伸ばして
いくためのポイントであると考えています。

白井 ： 当社で行っている取締役会の実効性評価では、DXが引き
続き課題に挙がって議論されています。DXは何をやっていくのか
を含めて大きな課題があり、まだ入り口の状態です。DX導入の
目的は新しいビジネスを作ることですが、エプソンはまだこれから
だと思います。エプソンの弱点の一つに、プロダクトアウト的な
要素、自前主義が強いということがあります。一方でDXは自社に
経験がなく、全て自前でとはいかない分野です。そのためスタート
アップ企業などと協業しながら、新しいマインドを取り入れるなど
の雰囲気作りも進めようとしています。エプソンはDXを大きな
課題として捉え、皆で進めていこうとしていますので、これから
議論していきたいと思います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

大宮 ： このご質問は非常に重要な観点です。私はDXを二つに
分けて考えています。一つは社内の業務プロセスが非常に複雑に
なっている中、いかに効率良くデジタル化できるかということ。もう
ひとつは、ビジネスとしてDXをどのように活用していくかという視点
です。後者はまだ全体像があいまいですが、新しいビジネスモデ
ルを確立していくには、プロダクトアウトではなくお客様の要望
を聞きながらどのように実現できるかを考えなければなりません。
もちろん外部との連携も大事になってきます。　　　　　
　エプソンには、例えば、新しいビジネスモデルの提案に対して賞
を与える制度があります。社員を鼓舞しながら外部連携をしっかり
行うことについて、執行側の部長クラスと話をすると、非常に熱心
に語る人がいます。今後、こういった動きをどのように進め仕組み
として作っていくのか、整理されつつあります。

大宮 ： 技術が大事ということは、メーカーにとって忘れてはいけ
ないところです。ただ、視点がプロダクトアウト的になっていること
に関しては、我々社外取締役は厳しく指摘しています。最近では
サブスクリプションの取り組みを始め、ヨーロッパではうまくいって
います。そういった顧客目線からの事業再構築に大きく転換しつつ
あるのではないかと感じています。

白井 ： 今、会社が注力すべきは顧客接点の拡大を通じ、顧客価
値をどう作り上げていくかです。特にB to Cの分野では、個人
ユーザーとのつながりがないという弱点をいかにクリアするのか。
ヨーロッパでうまくいっているサブスクリプションの事例のほか、
プリンター事業を中心として、デジタルを使っていかに外とつながる
かという取り組みは、ずいぶん加速されています。プロダクトアウト
的発想については、以前から度々指摘しているため、執行側も
しっかり認識しています。まだ不十分ですが、お客様と直接つながる
ことで、新しいビジネスを作っていこうという雰囲気が感じられる
のは良い傾向だと思います。

大宮 ： B to Bの分野、例えばデジタル捺染機では顧客との接点
ができています。顧客の要望を捉え、すぐ対応する仕組みを構築す
るなどしており、こういった取り組みがもっと強くなればと思いま
す。B to Cのように、必ずしも当社が顧客を把握ができていない
製品に対してインセンティブをつけ、お客様に登録していただ
けるような施策は、海外では成功事例として出てきています。これ
らを横展開するなど、一生懸命取り組んでいると認識しています。

大宮 ： エプソンの知財戦略は、良い方向に変わってきています。
今まではどうプロテクトするか、クロスライセンスのような付加価
値としてどう売るかに重点が置かれていましたが、最近はどのよう
にアライアンスを構築するかに重点が置かれています。知財に
対し相手先がどのような周辺技術を持っているのかを調べた上
でマッピングして、将来、例えば他社との合弁など、ビジネスとし
てどのように利益につながるかを分析しています。やはり知財と
ビジネスは絡み合っているわけですから、うまく連携していこうと
いうのは良い動きです。

白井 ： 知財に関しては、先ほど大宮さんが言われた通りです。
さらに付け加えると、エプソンは知財マップから新しいビジネス
モデルが生まれることまで想定しようとしています。私もかつて
知財を担当したことがありますが、その経験も踏まえ、この動きは
優れているなと思っています。

大宮 ： エプソングループのコーポレート・ベンチャー・キャピタル
（エプソンクロスインベストメント（株））を通じて行う投資には、
飛び地に何か良いビジネスはないのかを探る目的もあります。
ただし、飛び地的ビジネスを成功させるのは容易ではありません。
一方で、他社と連携しながら周辺ビジネスを広げることも大事です。
したがって、重要なのはバランスであり、現在は飛び地のビジネス
と、周辺技術を外部の方のアイデアと組み合わせて発展させる
ことの両方に取り組んでいます。そのためには積極的に案件を
発掘していくことが必要で、今後の取り組みに期待しています。

松永 ： 私は製品開発におけるプラットフォーム化には大変期待し
ています。これまでの経験でプラットフォームというダイナミズム
を実感しましたから。せっかくこれだけの技術があるのだから、
これをベースにさまざまなプレーヤーと組んでいくと、ダイナミック
な事業展開ができるのではないかと思っています。

村越 ： 大塚さんと私は、就任後の一年間、取締役会前などにみっ
ちり事前レクチャーをしてもらいました。こちらから質問やリクエス
トをすると、資料提供も含めて懇切丁寧な説明があります。また、
会議の場以外でも、情報提供の機会が多すぎるくらいで、社外取
締役とはこんなに忙しいのかと思いました。けれども、そういった
意味では本当に恵まれていると思っています。

大塚 ： 当社は取締役会の実効性評価のみならず、監査等委員会
の実効性評価も行っています。2020年度はCOVID-19の関係
で海外子会社の往査ができなかったのですが、それに対し何らか
の代替的手続きが必要なのではと指摘しました。すると2021
年度はリモートで監査を行うという改善がなされ、先方の社長を
はじめとする経営層とディスカッションする時間を設けていただき
ました。取締役会と監査等委員会の両方とも、事務局のサポート
や対応はとても充実していると思います。

大宮 ： 良い事例という点では、経営戦略会議などの議事録が
口語体で書いてあり、その場の議論の状況がよく分かることは、
優れたやり方だと思います。また、取締役会の討議事項に関する
宿題が出ると、必ず一覧表にまとめて毎回消し込みを行うなど、
事務局側がよく考えてフォローされていると思います。当社の
会議の場で、我々は極めて自由闊達にお互い発言し、どんどん議論
が積み重なってきます。他の会社の事情や個人的な経験からする
と、これほど自由闊達に意見が交わされる会社はないですね。
その点については非常にオープンで優れた取締役会になっている
のではないかと感じます。

白井 ： 私が6年前に社外取締役に就任した時から振り返って
みると、社外取締役はさまざまな改善点、課題を取締役会で挙げ
ていますが、それに当社はきちんと対応していると思います。私は
他社でも社外取締役をやっていますが、当社の5人の社外取締役
間ではさまざまなところで意見を交わすコミュニケーションをして
おり、ここまで自由に発言できる会社は少ないと思います。5年前
は社外取締役だけの懇談会はありませんでしたが今は設けられ
ていますし、取締役会を離れた各事業からの報告会も行っています。
さらに、社外取締役と事業本部長との面談回数も増えています。
全体としては5年前に比べて時間的に3倍近く拘束されるように
なりました。それだけ執行側と我々のコミュニケーションの質や量が

向上しています。社外取締役5名が活発に意見交換して一つの
方向性を執行側に示し、それが受け入れられて、会社自体がだん
だん良くなっていくという大変良いサイクルが回っているのでは
ないでしょうか。

小川社長体制の下、エプソンはどのように変わりま
したか。（桂）Q.当社社外取締役 参加機関投資家（敬称略/部署名・役職は開催時点のもの）

社外取締役

大宮 英明
社外取締役

松永 真理

社外取締役
監査等委員

白井 芳夫

社外取締役
監査等委員

村越 進

社外取締役
監査等委員

大塚 美智子

■  アセットマネジメントOne株式会社
運用本部 責任投資グループ
エグゼクティブESGアナリスト

櫻本 惠

■  日興アセットマネジメント株式会社
株式運用部
アクティブオーナーシップグループ
シニアアナリスト

齋藤 梢

■  野村アセットマネジメント株式会社
企業調査部
シニア・エクイティアナリスト

磯 光裕

■  りそなアセットマネジメント株式会社
執行役員
責任投資部長

松原 稔

SMBC日興証券株式会社
株式調査部 シニアアナリスト

桂 竜輔

株式調査部 シニアアナリスト

小山内 譜巳男

モデレーター

運用本部 株式運用グループ
アナリスト

外﨑 勝仁

ガバナンスの強化
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大宮 ： 新社長と前社長、それぞれスタイルが違います。新社長の
小川さんはどちらかというとボトムアップ的な経営スタイルで
あり、従業員一人ひとりを大事にするということが施策に表れて
きていると感じます。また、長期ビジョンの考え方が中心にしっかり
とあり、特に環境問題では、社会にどう貢献できるのかという視点
を強く持たれています。

白井 ： マネジメントスタイルは違いますが、どちらも優れたリー
ダーだと思います。新社長の小川さんは、先ほど大宮さんが
おっしゃったように、ボトムアップ型のマネジメントスタイルのため、
皆で議論して決めていくという格好にシフトしているように感じます。
また、収益性に対する考え方にも変化がありました。これまでは売
上を伸ばして、どんどん投資して収益を上げるという方針でした。
それが現在、コロナ禍もあった中で、売上を大きく伸ばさなくても
ある一定の収益を確保できる筋肉質な会社に変わってきています。

また、以前は技術があれば絶対勝てるという技術オリエンテッド
な考え方が大変強かったのですが、必ずしもそれだけではない、
ソフトウェアにも力を入れないと世の中の変化に対応できないと
いう考えも出てきています。そういった意味では修正しながら、
良い方向に会社全体が変わってきていると感じています。

村越 ： 小川さんは社長就任後、さまざまな改革を打ち出してい
ます。特に社員の健康・安全、そしてコンプライアンスが業績より
も優先するとの考えを社内に徹底するために組織風土改革に取り
組まれており、その姿勢には大変共感しています。また、そんな
小川さんを社外取締役全員がしっかり支える体制が構築できて
いる点は評価に値すると思います。改革を進めるのはそう簡単
なことではありません。さまざまな苦労があり、過渡期として試行
錯誤もあると思います。そんな中、引き続き我々は力を合わせ
やっていきたいと考えています。

大塚 ： 小川さんは収益偏重ではなく、コンプライアンス重視の
お考えを持ち、それを1回ではなく、事あるごとに社員にお話しさ
れるんですね。若干の戸惑いを感じる社員もいるようですが、繰り
返すことで浸透し、定着していると思います。その結果といえるか
分かりませんが、スピークアップ制度（内部通報制度）での通報
件数が増えています。この点では社内の風通しが良くなってきて、
小川さんが求めている方向に進みつつあると考えています。私も
社外取締役として、小川さんのリーダーシップを支えていきたい
と思っています。

松永 ： 社長交代によって、ダイバーシティに対する意識が変わった
ことは大きいと思います。エプソンはまだ他社に比べて取り組み
が遅れてはいるものの、管理職になろうとする女性社員が増える
など、社内の意識はだいぶ変わってきています。ダイバーシティの
浸透にはどうしても時間がかかりますが、さらに進むよう、私も
叱咤激励を続けたいと思っています。

松永 ： 当社の女性管理職比率は約３％*1と低くなっています。当
社は理系の採用が多い中、特に理系の女子学生が少ないこと
と関係しています。社内全体の女性比率は約17％ *1ですから、
女性管理職比率もまずはそこまで持っていこうと申し上げています。
女性が経営幹部に加わることによって、イノベーションが生まれる
ことを期待しています。エプソンの成熟事業は良い業績を上げて
いるけれども、新事業はまだまだです。ここでイノベーションを
起こし活性化するには、やはり新しい視点、新しい発想で変えてい
かねばなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、エプソンは社内の技術にこだわりが強く、社外とのコラボ
レーションや新技術を取り入れるのが少し弱い点も課題だと感じ
ています。ダイバーシティの視点からもっとオープンイノベーション
に向かっていくべきだということも、常日頃申し上げています。

大宮 ： 一番大きな課題は、プリンターというものは紙を使う、これ
がいつまで続くのかということです。ESGやSDGsの観点から
すると、紙資源の消費はなるべく極小化する方向になるでしょう。
エプソンはプリンター事業が大半を占める会社ですから、それを
どう代替するかは非常に重要です。以前からさまざまなことを
試みていますが、これだけ大きな売上規模の事業が、簡単には

創出できないという状態だと思っています。当社にはプリンター
以外のさまざまな製品に活用できるインクジェットのコア技術が
あります。全てを自社でやる必要はありませんが、当社が持つ
このような技術をどう顧客価値に結び付けて拡大できるかが
一つのキーになろうかと思います。

白井 ： インクジェットプリンターは、これまでは主に紙へ印刷して
きたのですが、これからは布などいろんなところに使っていきます。
やはり印刷というものは世の中からなくならないと思います。印刷
において、インクジェット技術はレーザーに比べると熱を使わない
のでCO2の排出が少ない。アドバンテージのある技術なので、これ
をいかに広げていくかが大きな課題であり、ビジネスを伸ばして
いくためのポイントであると考えています。

白井 ： 当社で行っている取締役会の実効性評価では、DXが引き
続き課題に挙がって議論されています。DXは何をやっていくのか
を含めて大きな課題があり、まだ入り口の状態です。DX導入の
目的は新しいビジネスを作ることですが、エプソンはまだこれから
だと思います。エプソンの弱点の一つに、プロダクトアウト的な
要素、自前主義が強いということがあります。一方でDXは自社に
経験がなく、全て自前でとはいかない分野です。そのためスタート
アップ企業などと協業しながら、新しいマインドを取り入れるなど
の雰囲気作りも進めようとしています。エプソンはDXを大きな
課題として捉え、皆で進めていこうとしていますので、これから
議論していきたいと思います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

大宮 ： このご質問は非常に重要な観点です。私はDXを二つに
分けて考えています。一つは社内の業務プロセスが非常に複雑に
なっている中、いかに効率良くデジタル化できるかということ。もう
ひとつは、ビジネスとしてDXをどのように活用していくかという視点
です。後者はまだ全体像があいまいですが、新しいビジネスモデ
ルを確立していくには、プロダクトアウトではなくお客様の要望
を聞きながらどのように実現できるかを考えなければなりません。
もちろん外部との連携も大事になってきます。　　　　　
　エプソンには、例えば、新しいビジネスモデルの提案に対して賞
を与える制度があります。社員を鼓舞しながら外部連携をしっかり
行うことについて、執行側の部長クラスと話をすると、非常に熱心
に語る人がいます。今後、こういった動きをどのように進め仕組み
として作っていくのか、整理されつつあります。

大宮 ： 技術が大事ということは、メーカーにとって忘れてはいけ
ないところです。ただ、視点がプロダクトアウト的になっていること
に関しては、我々社外取締役は厳しく指摘しています。最近では
サブスクリプションの取り組みを始め、ヨーロッパではうまくいって
います。そういった顧客目線からの事業再構築に大きく転換しつつ
あるのではないかと感じています。

白井 ： 今、会社が注力すべきは顧客接点の拡大を通じ、顧客価
値をどう作り上げていくかです。特にB to Cの分野では、個人
ユーザーとのつながりがないという弱点をいかにクリアするのか。
ヨーロッパでうまくいっているサブスクリプションの事例のほか、
プリンター事業を中心として、デジタルを使っていかに外とつながる
かという取り組みは、ずいぶん加速されています。プロダクトアウト
的発想については、以前から度々指摘しているため、執行側も
しっかり認識しています。まだ不十分ですが、お客様と直接つながる
ことで、新しいビジネスを作っていこうという雰囲気が感じられる
のは良い傾向だと思います。

大宮 ： B to Bの分野、例えばデジタル捺染機では顧客との接点
ができています。顧客の要望を捉え、すぐ対応する仕組みを構築す
るなどしており、こういった取り組みがもっと強くなればと思いま
す。B to Cのように、必ずしも当社が顧客を把握ができていない
製品に対してインセンティブをつけ、お客様に登録していただ
けるような施策は、海外では成功事例として出てきています。これ
らを横展開するなど、一生懸命取り組んでいると認識しています。

大宮 ： エプソンの知財戦略は、良い方向に変わってきています。
今まではどうプロテクトするか、クロスライセンスのような付加価
値としてどう売るかに重点が置かれていましたが、最近はどのよう
にアライアンスを構築するかに重点が置かれています。知財に
対し相手先がどのような周辺技術を持っているのかを調べた上
でマッピングして、将来、例えば他社との合弁など、ビジネスとし
てどのように利益につながるかを分析しています。やはり知財と
ビジネスは絡み合っているわけですから、うまく連携していこうと
いうのは良い動きです。

白井 ： 知財に関しては、先ほど大宮さんが言われた通りです。
さらに付け加えると、エプソンは知財マップから新しいビジネス
モデルが生まれることまで想定しようとしています。私もかつて
知財を担当したことがありますが、その経験も踏まえ、この動きは
優れているなと思っています。

大宮 ： エプソングループのコーポレート・ベンチャー・キャピタル
（エプソンクロスインベストメント（株））を通じて行う投資には、
飛び地に何か良いビジネスはないのかを探る目的もあります。
ただし、飛び地的ビジネスを成功させるのは容易ではありません。
一方で、他社と連携しながら周辺ビジネスを広げることも大事です。
したがって、重要なのはバランスであり、現在は飛び地のビジネス
と、周辺技術を外部の方のアイデアと組み合わせて発展させる
ことの両方に取り組んでいます。そのためには積極的に案件を
発掘していくことが必要で、今後の取り組みに期待しています。

松永 ： 私は製品開発におけるプラットフォーム化には大変期待し
ています。これまでの経験でプラットフォームというダイナミズム
を実感しましたから。せっかくこれだけの技術があるのだから、
これをベースにさまざまなプレーヤーと組んでいくと、ダイナミック
な事業展開ができるのではないかと思っています。

村越 ： 大塚さんと私は、就任後の一年間、取締役会前などにみっ
ちり事前レクチャーをしてもらいました。こちらから質問やリクエス
トをすると、資料提供も含めて懇切丁寧な説明があります。また、
会議の場以外でも、情報提供の機会が多すぎるくらいで、社外取
締役とはこんなに忙しいのかと思いました。けれども、そういった
意味では本当に恵まれていると思っています。

大塚 ： 当社は取締役会の実効性評価のみならず、監査等委員会
の実効性評価も行っています。2020年度はCOVID-19の関係
で海外子会社の往査ができなかったのですが、それに対し何らか
の代替的手続きが必要なのではと指摘しました。すると2021
年度はリモートで監査を行うという改善がなされ、先方の社長を
はじめとする経営層とディスカッションする時間を設けていただき
ました。取締役会と監査等委員会の両方とも、事務局のサポート
や対応はとても充実していると思います。

大宮 ： 良い事例という点では、経営戦略会議などの議事録が
口語体で書いてあり、その場の議論の状況がよく分かることは、
優れたやり方だと思います。また、取締役会の討議事項に関する
宿題が出ると、必ず一覧表にまとめて毎回消し込みを行うなど、
事務局側がよく考えてフォローされていると思います。当社の
会議の場で、我々は極めて自由闊達にお互い発言し、どんどん議論
が積み重なってきます。他の会社の事情や個人的な経験からする
と、これほど自由闊達に意見が交わされる会社はないですね。
その点については非常にオープンで優れた取締役会になっている
のではないかと感じます。

白井 ： 私が6年前に社外取締役に就任した時から振り返って
みると、社外取締役はさまざまな改善点、課題を取締役会で挙げ
ていますが、それに当社はきちんと対応していると思います。私は
他社でも社外取締役をやっていますが、当社の5人の社外取締役
間ではさまざまなところで意見を交わすコミュニケーションをして
おり、ここまで自由に発言できる会社は少ないと思います。5年前
は社外取締役だけの懇談会はありませんでしたが今は設けられ
ていますし、取締役会を離れた各事業からの報告会も行っています。
さらに、社外取締役と事業本部長との面談回数も増えています。
全体としては5年前に比べて時間的に3倍近く拘束されるように
なりました。それだけ執行側と我々のコミュニケーションの質や量が

向上しています。社外取締役5名が活発に意見交換して一つの
方向性を執行側に示し、それが受け入れられて、会社自体がだん
だん良くなっていくという大変良いサイクルが回っているのでは
ないでしょうか。

エプソンのダイバーシティに関する課題は
どこにあるとお考えでしょうか。（櫻本）Q.

DXについて、既存サービスにいかに組み込んで
いくかが大きな差別化となる中、取締役会ではどの
ような議論をされていますか。（齋藤）

Q.

投資家がダイバーシティやインクルージョンを求める
背景には、多様性がイノベーションにつながると
いう期待が当然あります。今後のイノベーションに
向けて、エプソンが現在直面している課題はどこに
あるとお考えでしょうか。（櫻本）

Q.

*1 2020年度／セイコーエプソン
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大宮 ： 新社長と前社長、それぞれスタイルが違います。新社長の
小川さんはどちらかというとボトムアップ的な経営スタイルで
あり、従業員一人ひとりを大事にするということが施策に表れて
きていると感じます。また、長期ビジョンの考え方が中心にしっかり
とあり、特に環境問題では、社会にどう貢献できるのかという視点
を強く持たれています。

白井 ： マネジメントスタイルは違いますが、どちらも優れたリー
ダーだと思います。新社長の小川さんは、先ほど大宮さんが
おっしゃったように、ボトムアップ型のマネジメントスタイルのため、
皆で議論して決めていくという格好にシフトしているように感じます。
また、収益性に対する考え方にも変化がありました。これまでは売
上を伸ばして、どんどん投資して収益を上げるという方針でした。
それが現在、コロナ禍もあった中で、売上を大きく伸ばさなくても
ある一定の収益を確保できる筋肉質な会社に変わってきています。

また、以前は技術があれば絶対勝てるという技術オリエンテッド
な考え方が大変強かったのですが、必ずしもそれだけではない、
ソフトウェアにも力を入れないと世の中の変化に対応できないと
いう考えも出てきています。そういった意味では修正しながら、
良い方向に会社全体が変わってきていると感じています。

村越 ： 小川さんは社長就任後、さまざまな改革を打ち出してい
ます。特に社員の健康・安全、そしてコンプライアンスが業績より
も優先するとの考えを社内に徹底するために組織風土改革に取り
組まれており、その姿勢には大変共感しています。また、そんな
小川さんを社外取締役全員がしっかり支える体制が構築できて
いる点は評価に値すると思います。改革を進めるのはそう簡単
なことではありません。さまざまな苦労があり、過渡期として試行
錯誤もあると思います。そんな中、引き続き我々は力を合わせ
やっていきたいと考えています。

大塚 ： 小川さんは収益偏重ではなく、コンプライアンス重視の
お考えを持ち、それを1回ではなく、事あるごとに社員にお話しさ
れるんですね。若干の戸惑いを感じる社員もいるようですが、繰り
返すことで浸透し、定着していると思います。その結果といえるか
分かりませんが、スピークアップ制度（内部通報制度）での通報
件数が増えています。この点では社内の風通しが良くなってきて、
小川さんが求めている方向に進みつつあると考えています。私も
社外取締役として、小川さんのリーダーシップを支えていきたい
と思っています。

松永 ： 社長交代によって、ダイバーシティに対する意識が変わった
ことは大きいと思います。エプソンはまだ他社に比べて取り組み
が遅れてはいるものの、管理職になろうとする女性社員が増える
など、社内の意識はだいぶ変わってきています。ダイバーシティの
浸透にはどうしても時間がかかりますが、さらに進むよう、私も
叱咤激励を続けたいと思っています。

松永 ： 当社の女性管理職比率は約３％*1と低くなっています。当
社は理系の採用が多い中、特に理系の女子学生が少ないこと
と関係しています。社内全体の女性比率は約17％ *1ですから、
女性管理職比率もまずはそこまで持っていこうと申し上げています。
女性が経営幹部に加わることによって、イノベーションが生まれる
ことを期待しています。エプソンの成熟事業は良い業績を上げて
いるけれども、新事業はまだまだです。ここでイノベーションを
起こし活性化するには、やはり新しい視点、新しい発想で変えてい
かねばなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、エプソンは社内の技術にこだわりが強く、社外とのコラボ
レーションや新技術を取り入れるのが少し弱い点も課題だと感じ
ています。ダイバーシティの視点からもっとオープンイノベーション
に向かっていくべきだということも、常日頃申し上げています。

大宮 ： 一番大きな課題は、プリンターというものは紙を使う、これ
がいつまで続くのかということです。ESGやSDGsの観点から
すると、紙資源の消費はなるべく極小化する方向になるでしょう。
エプソンはプリンター事業が大半を占める会社ですから、それを
どう代替するかは非常に重要です。以前からさまざまなことを
試みていますが、これだけ大きな売上規模の事業が、簡単には

創出できないという状態だと思っています。当社にはプリンター
以外のさまざまな製品に活用できるインクジェットのコア技術が
あります。全てを自社でやる必要はありませんが、当社が持つ
このような技術をどう顧客価値に結び付けて拡大できるかが
一つのキーになろうかと思います。

白井 ： インクジェットプリンターは、これまでは主に紙へ印刷して
きたのですが、これからは布などいろんなところに使っていきます。
やはり印刷というものは世の中からなくならないと思います。印刷
において、インクジェット技術はレーザーに比べると熱を使わない
のでCO2の排出が少ない。アドバンテージのある技術なので、これ
をいかに広げていくかが大きな課題であり、ビジネスを伸ばして
いくためのポイントであると考えています。

白井 ： 当社で行っている取締役会の実効性評価では、DXが引き
続き課題に挙がって議論されています。DXは何をやっていくのか
を含めて大きな課題があり、まだ入り口の状態です。DX導入の
目的は新しいビジネスを作ることですが、エプソンはまだこれから
だと思います。エプソンの弱点の一つに、プロダクトアウト的な
要素、自前主義が強いということがあります。一方でDXは自社に
経験がなく、全て自前でとはいかない分野です。そのためスタート
アップ企業などと協業しながら、新しいマインドを取り入れるなど
の雰囲気作りも進めようとしています。エプソンはDXを大きな
課題として捉え、皆で進めていこうとしていますので、これから
議論していきたいと思います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

大宮 ： このご質問は非常に重要な観点です。私はDXを二つに
分けて考えています。一つは社内の業務プロセスが非常に複雑に
なっている中、いかに効率良くデジタル化できるかということ。もう
ひとつは、ビジネスとしてDXをどのように活用していくかという視点
です。後者はまだ全体像があいまいですが、新しいビジネスモデ
ルを確立していくには、プロダクトアウトではなくお客様の要望
を聞きながらどのように実現できるかを考えなければなりません。
もちろん外部との連携も大事になってきます。　　　　　
　エプソンには、例えば、新しいビジネスモデルの提案に対して賞
を与える制度があります。社員を鼓舞しながら外部連携をしっかり
行うことについて、執行側の部長クラスと話をすると、非常に熱心
に語る人がいます。今後、こういった動きをどのように進め仕組み
として作っていくのか、整理されつつあります。

大宮 ： 技術が大事ということは、メーカーにとって忘れてはいけ
ないところです。ただ、視点がプロダクトアウト的になっていること
に関しては、我々社外取締役は厳しく指摘しています。最近では
サブスクリプションの取り組みを始め、ヨーロッパではうまくいって
います。そういった顧客目線からの事業再構築に大きく転換しつつ
あるのではないかと感じています。

白井 ： 今、会社が注力すべきは顧客接点の拡大を通じ、顧客価
値をどう作り上げていくかです。特にB to Cの分野では、個人
ユーザーとのつながりがないという弱点をいかにクリアするのか。
ヨーロッパでうまくいっているサブスクリプションの事例のほか、
プリンター事業を中心として、デジタルを使っていかに外とつながる
かという取り組みは、ずいぶん加速されています。プロダクトアウト
的発想については、以前から度々指摘しているため、執行側も
しっかり認識しています。まだ不十分ですが、お客様と直接つながる
ことで、新しいビジネスを作っていこうという雰囲気が感じられる
のは良い傾向だと思います。

大宮 ： B to Bの分野、例えばデジタル捺染機では顧客との接点
ができています。顧客の要望を捉え、すぐ対応する仕組みを構築す
るなどしており、こういった取り組みがもっと強くなればと思いま
す。B to Cのように、必ずしも当社が顧客を把握ができていない
製品に対してインセンティブをつけ、お客様に登録していただ
けるような施策は、海外では成功事例として出てきています。これ
らを横展開するなど、一生懸命取り組んでいると認識しています。

大宮 ： エプソンの知財戦略は、良い方向に変わってきています。
今まではどうプロテクトするか、クロスライセンスのような付加価
値としてどう売るかに重点が置かれていましたが、最近はどのよう
にアライアンスを構築するかに重点が置かれています。知財に
対し相手先がどのような周辺技術を持っているのかを調べた上
でマッピングして、将来、例えば他社との合弁など、ビジネスとし
てどのように利益につながるかを分析しています。やはり知財と
ビジネスは絡み合っているわけですから、うまく連携していこうと
いうのは良い動きです。

白井 ： 知財に関しては、先ほど大宮さんが言われた通りです。
さらに付け加えると、エプソンは知財マップから新しいビジネス
モデルが生まれることまで想定しようとしています。私もかつて
知財を担当したことがありますが、その経験も踏まえ、この動きは
優れているなと思っています。

大宮 ： エプソングループのコーポレート・ベンチャー・キャピタル
（エプソンクロスインベストメント（株））を通じて行う投資には、
飛び地に何か良いビジネスはないのかを探る目的もあります。
ただし、飛び地的ビジネスを成功させるのは容易ではありません。
一方で、他社と連携しながら周辺ビジネスを広げることも大事です。
したがって、重要なのはバランスであり、現在は飛び地のビジネス
と、周辺技術を外部の方のアイデアと組み合わせて発展させる
ことの両方に取り組んでいます。そのためには積極的に案件を
発掘していくことが必要で、今後の取り組みに期待しています。

松永 ： 私は製品開発におけるプラットフォーム化には大変期待し
ています。これまでの経験でプラットフォームというダイナミズム
を実感しましたから。せっかくこれだけの技術があるのだから、
これをベースにさまざまなプレーヤーと組んでいくと、ダイナミック
な事業展開ができるのではないかと思っています。

村越 ： 大塚さんと私は、就任後の一年間、取締役会前などにみっ
ちり事前レクチャーをしてもらいました。こちらから質問やリクエス
トをすると、資料提供も含めて懇切丁寧な説明があります。また、
会議の場以外でも、情報提供の機会が多すぎるくらいで、社外取
締役とはこんなに忙しいのかと思いました。けれども、そういった
意味では本当に恵まれていると思っています。

大塚 ： 当社は取締役会の実効性評価のみならず、監査等委員会
の実効性評価も行っています。2020年度はCOVID-19の関係
で海外子会社の往査ができなかったのですが、それに対し何らか
の代替的手続きが必要なのではと指摘しました。すると2021
年度はリモートで監査を行うという改善がなされ、先方の社長を
はじめとする経営層とディスカッションする時間を設けていただき
ました。取締役会と監査等委員会の両方とも、事務局のサポート
や対応はとても充実していると思います。

大宮 ： 良い事例という点では、経営戦略会議などの議事録が
口語体で書いてあり、その場の議論の状況がよく分かることは、
優れたやり方だと思います。また、取締役会の討議事項に関する
宿題が出ると、必ず一覧表にまとめて毎回消し込みを行うなど、
事務局側がよく考えてフォローされていると思います。当社の
会議の場で、我々は極めて自由闊達にお互い発言し、どんどん議論
が積み重なってきます。他の会社の事情や個人的な経験からする
と、これほど自由闊達に意見が交わされる会社はないですね。
その点については非常にオープンで優れた取締役会になっている
のではないかと感じます。

白井 ： 私が6年前に社外取締役に就任した時から振り返って
みると、社外取締役はさまざまな改善点、課題を取締役会で挙げ
ていますが、それに当社はきちんと対応していると思います。私は
他社でも社外取締役をやっていますが、当社の5人の社外取締役
間ではさまざまなところで意見を交わすコミュニケーションをして
おり、ここまで自由に発言できる会社は少ないと思います。5年前
は社外取締役だけの懇談会はありませんでしたが今は設けられ
ていますし、取締役会を離れた各事業からの報告会も行っています。
さらに、社外取締役と事業本部長との面談回数も増えています。
全体としては5年前に比べて時間的に3倍近く拘束されるように
なりました。それだけ執行側と我々のコミュニケーションの質や量が

向上しています。社外取締役5名が活発に意見交換して一つの
方向性を執行側に示し、それが受け入れられて、会社自体がだん
だん良くなっていくという大変良いサイクルが回っているのでは
ないでしょうか。

知的財産に関するガバナンスにおける取り組みや
課題について教えてください。（松原）Q.

DXに関する人的資本について、エンジニアの確保
がボトルネックである中、チャレンジを後押ししたり、
モチベーションを保つ仕組みなどはありますか。（齋藤）

Q.

エプソンの課題はプロダクトアウトの発想が強いこ
とだと指摘されています。その発想が改善されてき
ていると感じられますか。（磯）

Q.
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きていると感じます。また、長期ビジョンの考え方が中心にしっかり
とあり、特に環境問題では、社会にどう貢献できるのかという視点
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白井 ： マネジメントスタイルは違いますが、どちらも優れたリー
ダーだと思います。新社長の小川さんは、先ほど大宮さんが
おっしゃったように、ボトムアップ型のマネジメントスタイルのため、
皆で議論して決めていくという格好にシフトしているように感じます。
また、収益性に対する考え方にも変化がありました。これまでは売
上を伸ばして、どんどん投資して収益を上げるという方針でした。
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な考え方が大変強かったのですが、必ずしもそれだけではない、
ソフトウェアにも力を入れないと世の中の変化に対応できないと
いう考えも出てきています。そういった意味では修正しながら、
良い方向に会社全体が変わってきていると感じています。

村越 ： 小川さんは社長就任後、さまざまな改革を打ち出してい
ます。特に社員の健康・安全、そしてコンプライアンスが業績より
も優先するとの考えを社内に徹底するために組織風土改革に取り
組まれており、その姿勢には大変共感しています。また、そんな
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いる点は評価に値すると思います。改革を進めるのはそう簡単
なことではありません。さまざまな苦労があり、過渡期として試行
錯誤もあると思います。そんな中、引き続き我々は力を合わせ
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お考えを持ち、それを1回ではなく、事あるごとに社員にお話しさ
れるんですね。若干の戸惑いを感じる社員もいるようですが、繰り
返すことで浸透し、定着していると思います。その結果といえるか
分かりませんが、スピークアップ制度（内部通報制度）での通報
件数が増えています。この点では社内の風通しが良くなってきて、
小川さんが求めている方向に進みつつあると考えています。私も
社外取締役として、小川さんのリーダーシップを支えていきたい
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松永 ： 社長交代によって、ダイバーシティに対する意識が変わった
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社は理系の採用が多い中、特に理系の女子学生が少ないこと
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女性管理職比率もまずはそこまで持っていこうと申し上げています。
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かねばなりません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、エプソンは社内の技術にこだわりが強く、社外とのコラボ
レーションや新技術を取り入れるのが少し弱い点も課題だと感じ
ています。ダイバーシティの視点からもっとオープンイノベーション
に向かっていくべきだということも、常日頃申し上げています。

大宮 ： 一番大きな課題は、プリンターというものは紙を使う、これ
がいつまで続くのかということです。ESGやSDGsの観点から
すると、紙資源の消費はなるべく極小化する方向になるでしょう。
エプソンはプリンター事業が大半を占める会社ですから、それを
どう代替するかは非常に重要です。以前からさまざまなことを
試みていますが、これだけ大きな売上規模の事業が、簡単には
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あります。全てを自社でやる必要はありませんが、当社が持つ
このような技術をどう顧客価値に結び付けて拡大できるかが
一つのキーになろうかと思います。
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きたのですが、これからは布などいろんなところに使っていきます。
やはり印刷というものは世の中からなくならないと思います。印刷
において、インクジェット技術はレーザーに比べると熱を使わない
のでCO2の排出が少ない。アドバンテージのある技術なので、これ
をいかに広げていくかが大きな課題であり、ビジネスを伸ばして
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白井 ： 当社で行っている取締役会の実効性評価では、DXが引き
続き課題に挙がって議論されています。DXは何をやっていくのか
を含めて大きな課題があり、まだ入り口の状態です。DX導入の
目的は新しいビジネスを作ることですが、エプソンはまだこれから
だと思います。エプソンの弱点の一つに、プロダクトアウト的な
要素、自前主義が強いということがあります。一方でDXは自社に
経験がなく、全て自前でとはいかない分野です。そのためスタート
アップ企業などと協業しながら、新しいマインドを取り入れるなど
の雰囲気作りも進めようとしています。エプソンはDXを大きな
課題として捉え、皆で進めていこうとしていますので、これから
議論していきたいと思います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　

大宮 ： このご質問は非常に重要な観点です。私はDXを二つに
分けて考えています。一つは社内の業務プロセスが非常に複雑に
なっている中、いかに効率良くデジタル化できるかということ。もう
ひとつは、ビジネスとしてDXをどのように活用していくかという視点
です。後者はまだ全体像があいまいですが、新しいビジネスモデ
ルを確立していくには、プロダクトアウトではなくお客様の要望
を聞きながらどのように実現できるかを考えなければなりません。
もちろん外部との連携も大事になってきます。　　　　　
　エプソンには、例えば、新しいビジネスモデルの提案に対して賞
を与える制度があります。社員を鼓舞しながら外部連携をしっかり
行うことについて、執行側の部長クラスと話をすると、非常に熱心
に語る人がいます。今後、こういった動きをどのように進め仕組み
として作っていくのか、整理されつつあります。

大宮 ： 技術が大事ということは、メーカーにとって忘れてはいけ
ないところです。ただ、視点がプロダクトアウト的になっていること
に関しては、我々社外取締役は厳しく指摘しています。最近では
サブスクリプションの取り組みを始め、ヨーロッパではうまくいって
います。そういった顧客目線からの事業再構築に大きく転換しつつ
あるのではないかと感じています。

白井 ： 今、会社が注力すべきは顧客接点の拡大を通じ、顧客価
値をどう作り上げていくかです。特にB to Cの分野では、個人
ユーザーとのつながりがないという弱点をいかにクリアするのか。
ヨーロッパでうまくいっているサブスクリプションの事例のほか、
プリンター事業を中心として、デジタルを使っていかに外とつながる
かという取り組みは、ずいぶん加速されています。プロダクトアウト
的発想については、以前から度々指摘しているため、執行側も
しっかり認識しています。まだ不十分ですが、お客様と直接つながる
ことで、新しいビジネスを作っていこうという雰囲気が感じられる
のは良い傾向だと思います。

大宮 ： B to Bの分野、例えばデジタル捺染機では顧客との接点
ができています。顧客の要望を捉え、すぐ対応する仕組みを構築す
るなどしており、こういった取り組みがもっと強くなればと思いま
す。B to Cのように、必ずしも当社が顧客を把握ができていない
製品に対してインセンティブをつけ、お客様に登録していただ
けるような施策は、海外では成功事例として出てきています。これ
らを横展開するなど、一生懸命取り組んでいると認識しています。

大宮 ： エプソンの知財戦略は、良い方向に変わってきています。
今まではどうプロテクトするか、クロスライセンスのような付加価
値としてどう売るかに重点が置かれていましたが、最近はどのよう
にアライアンスを構築するかに重点が置かれています。知財に
対し相手先がどのような周辺技術を持っているのかを調べた上
でマッピングして、将来、例えば他社との合弁など、ビジネスとし
てどのように利益につながるかを分析しています。やはり知財と
ビジネスは絡み合っているわけですから、うまく連携していこうと
いうのは良い動きです。

白井 ： 知財に関しては、先ほど大宮さんが言われた通りです。
さらに付け加えると、エプソンは知財マップから新しいビジネス
モデルが生まれることまで想定しようとしています。私もかつて
知財を担当したことがありますが、その経験も踏まえ、この動きは
優れているなと思っています。

大宮 ： エプソングループのコーポレート・ベンチャー・キャピタル
（エプソンクロスインベストメント（株））を通じて行う投資には、
飛び地に何か良いビジネスはないのかを探る目的もあります。
ただし、飛び地的ビジネスを成功させるのは容易ではありません。
一方で、他社と連携しながら周辺ビジネスを広げることも大事です。
したがって、重要なのはバランスであり、現在は飛び地のビジネス
と、周辺技術を外部の方のアイデアと組み合わせて発展させる
ことの両方に取り組んでいます。そのためには積極的に案件を
発掘していくことが必要で、今後の取り組みに期待しています。

松永 ： 私は製品開発におけるプラットフォーム化には大変期待し
ています。これまでの経験でプラットフォームというダイナミズム
を実感しましたから。せっかくこれだけの技術があるのだから、
これをベースにさまざまなプレーヤーと組んでいくと、ダイナミック
な事業展開ができるのではないかと思っています。

村越 ： 大塚さんと私は、就任後の一年間、取締役会前などにみっ
ちり事前レクチャーをしてもらいました。こちらから質問やリクエス
トをすると、資料提供も含めて懇切丁寧な説明があります。また、
会議の場以外でも、情報提供の機会が多すぎるくらいで、社外取
締役とはこんなに忙しいのかと思いました。けれども、そういった
意味では本当に恵まれていると思っています。

大塚 ： 当社は取締役会の実効性評価のみならず、監査等委員会
の実効性評価も行っています。2020年度はCOVID-19の関係
で海外子会社の往査ができなかったのですが、それに対し何らか
の代替的手続きが必要なのではと指摘しました。すると2021
年度はリモートで監査を行うという改善がなされ、先方の社長を
はじめとする経営層とディスカッションする時間を設けていただき
ました。取締役会と監査等委員会の両方とも、事務局のサポート
や対応はとても充実していると思います。

大宮 ： 良い事例という点では、経営戦略会議などの議事録が
口語体で書いてあり、その場の議論の状況がよく分かることは、
優れたやり方だと思います。また、取締役会の討議事項に関する
宿題が出ると、必ず一覧表にまとめて毎回消し込みを行うなど、
事務局側がよく考えてフォローされていると思います。当社の
会議の場で、我々は極めて自由闊達にお互い発言し、どんどん議論
が積み重なってきます。他の会社の事情や個人的な経験からする
と、これほど自由闊達に意見が交わされる会社はないですね。
その点については非常にオープンで優れた取締役会になっている
のではないかと感じます。

白井 ： 私が6年前に社外取締役に就任した時から振り返って
みると、社外取締役はさまざまな改善点、課題を取締役会で挙げ
ていますが、それに当社はきちんと対応していると思います。私は
他社でも社外取締役をやっていますが、当社の5人の社外取締役
間ではさまざまなところで意見を交わすコミュニケーションをして
おり、ここまで自由に発言できる会社は少ないと思います。5年前
は社外取締役だけの懇談会はありませんでしたが今は設けられ
ていますし、取締役会を離れた各事業からの報告会も行っています。
さらに、社外取締役と事業本部長との面談回数も増えています。
全体としては5年前に比べて時間的に3倍近く拘束されるように
なりました。それだけ執行側と我々のコミュニケーションの質や量が

向上しています。社外取締役5名が活発に意見交換して一つの
方向性を執行側に示し、それが受け入れられて、会社自体がだん
だん良くなっていくという大変良いサイクルが回っているのでは
ないでしょうか。

事業ポートフォリオについて、コア技術を生かしなが
らの延長線上ではなく、飛び地的なビジネスを行う
ことに対し、考えをお聞かせください。（外﨑）

Q.

社外取締役が役割を果たすため、エプソンの事務局が
行うサポートについて状況を教えてください。（松原）Q.

　社外取締役に会社のありのままの姿を見ていた
だくため、販売・製造・開発設計などの現場理解の
場を多く設け、取締役会では説明を簡潔化して討
議のための時間を十分に確保するなど、社外取締
役に忌憚なくご意見をいただけるよう努めていま
す。また当社の取締役選考・報酬審議会は社外取
締役全員が構成員であり、議長も社外取締役が
務めています。今後さらに自社の強みを磨き、弱み
を改善して社会課題を主体的に解決していくため
にも、社外取締役の多様な視点からの多くのご意
見は、執行側に大きな気づきと行動変容を促し、
取締役会の実効性向上に大いに貢献していると
考えます。

取締役会議長　碓井 稔

取締役会議長より
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コーポレートガバナンス体制の模式図

社内取締役 社外取締役

取締役選考審議会
● 取締役・執行役員などの選考に関する審議

15回開催 (2021/4～2022/6*1)

代表取締役社長 全社外取締役

任意の委員会の活動内容

取締役報酬審議会
● 取締役・執行役員などの報酬に関する審議

11回開催 (2021/4～2022/6*1)

代表取締役社長 全社外取締役

● 基本報酬・賞与の個別支給額
● 役員報酬制度
● 役員報酬決定プロセス
● 取締役報酬審議会の委員長の人選

● 取締役選考審議会および取締役
報酬審議会の委員長の報酬

● 株式報酬の業績係数
● 会社補償制度　など

議論の内容

議論の内容

当社は、経営理念に掲げられた目指す姿を実現し、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、取締役会員数の1/3以上の独立社外取締役の
選任および役員の指名・報酬などに関わる任意の審議会の設置など、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を実現するコーポレートガバナンスの充実・強化
に継続的に取り組んでいます。

基本的な考え方

コーポレートガバナンス

*1 定時株主総会まで

* 両審議会の委員長は社外取締役の中から互選により選任

委員長

委員長

● 代表取締役社長の後継者計画
● 役員（取締役・執行役員・監査等特命役員）の選考方針および候補者案
● 社外取締役選任プロセス
● 取締役選考審議会の委員長の人選　など

株　主　総　会

選任／解任

取締役会

代表取締役社長

議案上程／報告

選定／解職／監督 付議／報告監督 報告

執行役員

業務執行組織
（本部・事業部・関係会社）

会計監査人 監査等委員会

コンプライアンス
委員会

監査等委員会室
監査等特命役員

取締役
報酬審議会

取締役
選考審議会

答申

答申 経営戦略会議

サステナビリティ戦略会議

人材開発戦略会議

技術開発責任者会議

付議

補助指示
監査
監督

解任

答申

内部監査部門
通報窓口部門

危機管理
委員会

選任／解任選任／解任 報告／意見陳述

調
査
権
行
使

報
告

指
示

報告
会
計
監
査

報告

初動対応／報告監
査
／
調
査

【内部統制体制】

（個別報酬額：決定）

ガバナンスの強化
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ガバナンスの強化

監査等委員会の実効性評価
監査等委員会の監査活動の改善と会社のコーポレートガバナンスの向上を目的に、監査等委員会
設置後の2017年度より、監査等委員会の実効性評価を実施しています。
評価は、各監査等委員が定例項目ごとの定量評価と自由意見を記入するアンケート形式により
実施し、その結果をもとに監査等委員会でディスカッションを行い、活動の改善とさらなる実効性の向上
につなげています。
なお、2019年度より、監査等委員会の実効性評価結果を取締役会に対して共有することを定例化

しました。合わせて、監査等委員会の実効性評価で抽出された会社の内部統制やガバナンス体制の
向上に関する提言を実施しています。

② DXに関する取り組みの推進
● DX戦略を策定・計画化のうえ、推進課題について顧客・社員視点それぞれのDXの進化度合いを 
　整理し、基盤の整備を進めてきました。
　 ⇒今後、優先課題として必要なDX・IT人材の獲得に取り組みます。
　 ⇒DXについては、さらなる取り組みの強化が必要であり、引き続き2022年度も取締役会実効性
　 評価の課題として取り組みます。

① ダイバーシティに関する取り組みの推進
●  女性活躍推進に関する当社の課題を整理のうえ、課題の解消に向け集中的に対応しました。
　 ⇒取り組みの方向性が明確化され、事業部ごとに担当者を選任し、組織ごとの活動を開始しました。
　 ⇒今後は女性活躍推進以外のダイバーシティ推進活動についても取り組みます。

今後、これらの課題に対応していくことより、一層の実効性向上に努めていきます。

課題
❶ 「環境」「DX」「共創」への取り組みに関する進捗・課題について議論する機会を増加させ、「Epson 25 　 
　Renewed」の実現を加速させる

❷ 経営陣の後継者計画・トレーニングに関する議論を深化させ、さらなる改善を図る

当社は、コーポレートガバナンス基本方針にのっとり、取締役会の実効性を継続的に高めるため、
2015年度から毎年、取締役全員を対象としたアンケートによる自己評価を実施し、取締役会の実効性
に関する分析・評価を行っています。

● 評価の実施：２～３月
● 評価結果分析および課題抽出：４～５月
● コーポレートガバナンス報告書による課題の開示：６月
● 取締役会への中間報告（課題に対する対応について）：10月
● 取締役会への最終報告（課題に対する対応について）：翌年２月
● コーポレートガバナンス報告書による対応結果の開示：翌年６月

取締役会の実効性確保に向けた取り組み

評価は、取締役全員に対して網羅性のあるアンケートを実施することにより行っています。
〈アンケート〉

〈アンケートの実施・評価結果分析・課題抽出〉

アンケート項目
❶ 取締役会の構成・機能・運営
❷ 監査等委員会の機能
❸ 任意の委員会の機能・運営

❹ 経営陣の評価・報酬・後継者計画・トレーニング
❺ 株主との対話
❻ その他

2020年度を対象とした取締役会実効性評価は、より客観的な視点を取り入れるため、アンケートの
作成から分析・評価の一連のプロセスにおける第三者機関の評価・意見を踏まえた上で実施しました。
そして、以下２点を課題として整理し、「コーポレートガバナンス報告書」において開示しました。

2020年度を対象とした取締役会実効性評価

2021年度を対象とした取締役会実効性評価

課題
❶ ダイバーシティに関する取り組みを推進すること
❷ DXに関する取り組みを推進すること

取締役会実効性評価の取り組み概要　
〈取締役会実効性評価の年間サイクル（原則）〉

〈課題に対する改善策の実施〉
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報酬等の総額（2021年度）

* 旧制度に基づき算定しています。

役員報酬

　当社は、取締役会決議と定時株主総会決議に基づき役員報酬制度を改定しました。新制度は2022年度（譲渡制限付株式報
酬については2022年６月28日）から適用されます。旧制度からの主な違いは、基本報酬の固定報酬化、譲渡制限付株式報酬
の導入および役員賞与の評価指標の変更などです。

役員報酬の決定プロセス
役員報酬については、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社
外取締役で構成する取締役報酬審議会における公正、透明かつ厳格な答申を経た上で決定しています。取締役の報酬総枠の
上限については、株主総会の決議により決定することとしています。監査等委員でない取締役の個別報酬額については、これま
で、取締役報酬審議会において審議・了承された内容に基づき代表取締役社長が取締役会からの一任を受けて決定していま
したが、コーポレートガバナンスの充実・強化を目的としてコーポレートガバナンス基本方針を改定し、現在は、取締役報酬審議
会に一任しています。

役員報酬体系
固定報酬である「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」および非金銭報酬等である「株式報酬」から構成されています。

なお、業務執行を担当しない取締役については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割
に鑑み、「基本報酬」のみの支給としています。

監査等委員である取締役の個人別の報酬
常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、監査等委員でない取締役の
報酬等の内容および水準等を考慮して決定することとしています。なお、監査
等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営全般の監
督機能などを果たすという役割に鑑み、基本報酬のみの支給としています。

0 20 40 60 80 100

● 報酬構成比率
報酬構成比率は、役位に応じて「賞与」および「株式報酬」の割合が高くなります。

代表取締役社長

基本報酬
45%

賞与
30%

株式報酬
25%

固定報酬
45%

変動報酬
55%

役員区分

監査等委員でない取締役
（うち社外取締役）

監査等委員である取締役
（うち社外取締役）

合計

369
（29）

81
（48）

451

264
（29）

81
（48）

346

11
（－）

－
（－）

11

64
（－）

－
（－）

64

29
（－）

－
（－）

29

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

固定
（金銭）

変動
（金銭）

賞与
（金銭）

株式報酬
（非金銭）

業績連動報酬

固定 基本報酬 役位および業務委嘱・業務委任内容等の役割の大きさに応じて決定される固定の金銭報酬です。在任期間中、毎月定期的に
支給されます。会社の業績、その他の理由により、取締役会において増額または減額措置を講ずることがあります。

変動

賞与

＜毎年の業績達成度を評価＞
単年度の業績指標や個人目標の達成度に基づき変動する業績連動の金銭報酬です。業務執行を担当する取締役に対して年1
回支給されます。

【算定方法】役位および業務委嘱・業務委任内容等により算出される年間総報酬額に役位ごとの賞与比率（25～30％）を乗じた金額を賞与基準額
とし、その賞与基準額に全社ROE目標の達成度に応じた係数（０％～200％）および個人目標の達成度に応じた係数（±40％）を乗じて算出。

評価指標 ： 全社ROE目標の達成度、個人目標の達成度

譲渡制限付
株式報酬

＜中長期での企業価値向上を評価＞
株主との一層の価値共有を進め、株価上昇および持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのインセンティブを従来以上に
高めることを目的とした株式報酬です。業務執行を担当する取締役に対して年１回支給されます。

【算定方法】役位および業務委嘱・業務委任内容等により算出される年間総報酬額に役位ごとの株式報酬比率（20％～25％）ならびに全社ROIC
およびサステナビリティ目標の達成度による係数（いずれも80％～120％）を乗じて得た報酬基礎額を、取締役会が定める１株当たりの譲渡制限付
株式の価格で除して対象期間の割当株式数を算出。

評価指標 ： 全社ROIC目標の達成度、サステナビリティ目標の達成度
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ガバナンスの強化

コンプライアンス委員会は、取締役会の諮問機関として社外取締役5名全員および常勤監査等委
員である取締役1名で構成しています。委員長は常勤監査等委員が務め、コンプライアンス活動の
重要事項について審議し、取締役会に報告・提案することにより業務執行を監督しています。コンプライ
アンス担当役員（CCO）は、コンプライアンスにおける社長を含む業務執行全般を監督・監視し、コ
ンプライアンス委員会にその状況を定期的に報告します。地域統括コンプライアンス責任者
(R-CCO：Regional Chief Compliance Officer)は、各国・地域の法令・慣習など社会的要請を加
味した実効性あるコンプライアンス活動を推進するため、CCOの指示に従ってCCOを補佐し、担当範
囲として定める各子会社におけるコンプライアンス活動を促進・支援します。CCOおよびR-CCO
は、定期的に子会社におけるコンプライアンス活動の重要事項の方向付けを行う、R-CCO会議を
開催しています。また、コンプライアンス統括部門が、コンプライアンス推進全般のモニタリングおよび
是正・調整を行い、活動の網羅性と実効性を高めるよう努めています。
これらのコンプライアンス推進体制は、エプソングループコンプライアンス基本規程で定めています。

エプソンは社内にコンプライアンス意識を浸透させるため、「エプソングローバル社員行動規範」に
基づき、役員・従業員（正規社員、契約社員、嘱託社員、パートタイマーなど）に対して定期的にｅラーニ
ングや研修などを実施しています。
経営層に対しては、社外より専門家を講師として招き、コンプライアンスに関する研修会などを行っ

ています。また、役員・従業員を対象に、コンプライアンスに関するｅラーニングや社内講師による研修
を行っています。海外現法においては、各地の状況を踏まえたコンプライアンス教育などの諸活動を展
開しています。
エプソンは、毎年10月を「コンプライアンス月間」と定め、社員一人ひとりが経営理念の実現におけ

るコンプライアンスの重要性を確認するとともに、海外の子会社を含めたグループ統一活動として、経
営理念や企業行動原則をベースにコンプライアンス意識を高める活動を展開しています。
具体的な活動内容として、（1）コンプライアンス担当役員および各事業体・子会社の責任者によるコ

ンプライアンスメッセージの発信、（2）「エプソングローバル社員行動規範」の周知活動、（３）コンプライ
アンス教育、（４）コンプライアンス意識調査などを実施し、コンプライアンス意識の向上を図っていま
す。役員・従業員を対象としたコンプライアンス意識調査の結果は、事業部・本部や国内外グループ会
社ごとに確認・分析し、その結果をフィードバックして、次年度の活動に活かす取り組みをしています。

コンプライアンス推進体制図

コンプライアンス
統括部門

R-CCO
R-CCO会議

指示・諮問

報告・意見具申

監視・監督

監視・監督

監視・監督

報告報告

指示

報告
独立的モニタリング

促進・支援
（子会社）

監査等委員会

業務執行組織
（本部・事業部・子会社）

執行役員

取締役会

社長

経営戦略会議
（審議機関）

コンプライアンス
担当役員(CCO)

コンプライアンス委員会
委員長：常勤監査等委員

内部監査部門

エプソンは、企業行動原則とエプソングループ通報制度規程に、通報の匿名性の確保、通報情報の
厳格な管理と通報者への不利益行為の禁止などの通報制度の守るべき基本を定めています。
国内・海外の全グループ会社で、通報制度を導入し、役員・従業員・派遣社員・外部取引先を対象

とした通報窓口を用意し運営しています。
国内では、社内に連絡する内部通報窓口と、第三者機関である外部会社に連絡する外部通報
窓口の２つの通報先をもつ「エプソン・ヘルプライン」と外部取引先から当社の問題を受け付ける
「取引先通報窓口」を設置しています。また、海外グループ会社では、「通報窓口・取引先通報窓口」
に加え、経営層のコンプライアンス問題を当社が直接受け付ける「Epson Executive Compliance 
Hotline（グローバル通報窓口）」を設置し、信頼性・実効性の向上を図っています。
国内通報窓口の受付件数は、年々増加傾向にあり、2021年度は93件の通報を受付け、調査
結果に基づいた適切な是正・対応をしています。制度の仕組みについても、内外の環境変化に順応
した見直しを継続的に実施しています。直近では、2022年6月施行の改正公益通報者保護法に
のっとり、業務従事者指定などの仕組みを整えました。

通報制度

コンプライアンス推進体制 コンプライアンス推進活動

コンプライアンス
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ガバナンスの強化

リスク評価
(CHECK)

重要リスク
選定

(ANALYZE)

制御活動
推進
(DO)

制御計画
立案
(PLAN)

リスクマネジメント 

エプソンは、子会社を含むグループ全体のリスク管理の総括責任者を社長とし、グループ共通のリスク管理について
は本社主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業固有のリスク管理については事業
部長が担当事業に関する子会社を含めて推進する体制としています。また、リスク管理統括部門は、グループ全体のリスク
管理全般をモニタリングおよび是正・調整し、リスク管理活動の実効性を確保しています。
これらのリスク管理体制は、エプソングループリスク管理基本規程で定めています。
そして、事業オペレーション上のリスクや、贈収賄・カルテルといったビジネス倫理上のリスクなど、会社に著しい影響を与え
得る重要なリスクについて、内部統制フレームワーク「COSO」やリスクマネジメント国際規格「ISO31000」を参考にした

リスク管理体制

リスク評価により優先度を定め、グループ経営に重大な影響を及ぼす可能性の
あるリスクを「全社重要リスク」、事業オペレーションに重大な影響を及ぼす可能
性のあるリスクを「事業重要リスク」、また子会社の経営に重大な影響を及ぼす
可能性のあるリスクを「関係会社重要リスク」として特定しています。その特定した
重要リスクに対し、制御計画の立案・実行と進捗状況のモニタリングを定期的に
行っています。制御活動の有効性については、「全社重要リスク」は四半期ごと
に、「事業重要リスク」「関係会社重要リスク」は半期ごとに定期評価を行い、必要
に応じて制御計画の見直し、実効性の確保に努めています。また、社長はリスク
管理に関する重要事項を四半期ごとに取締役会に報告しています。

エプソンは、社長を委員長、リスク管理担当本部長を副委員長、本社主管本部長を構成員とする危機管理委員会の構成を平時から定めており、重大な
リスクの発現時には、所定の危機管理プログラムに従い、速やかな初動対応をとる体制を整えています。
COVID -19の対応では、危機管理プログラムの定めに従い危機管理委員会を立ち上げ、経営トップの指揮の下、グループ社員・家族の安全確保、感染拡大
防止および業務継続を目的に、各国・地域拠点の状況確認、地域感染レベルに応じた具体的な指示や対応を行い、感染防止策の展開などを実施しました。
　また、危機管理委員会活動内容については、定期的に社外取締役を含む経営層に対応状況を報告し、経営戦略会議および取締役会にも報告しています。

危機管理

リスク管理サイクル

リスク管理体制図 取締役会

社長

経営戦略会議

報告

B事業部 C事業部A事業部

子会社

〈本社組織〉
本社主管部門

リスク管理統括部門

エプソングループの重要リスク管理活動

全社重要リスク（横串／機能軸）

事業重要リスク（縦串／事業軸）
関係会社重要リスク

モニタリング
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ガバナンスの強化

特定の仕入先からの
部品などの調達について

知的財産権について

環境問題について

人材の確保について

法規制または
許認可などについて

自然災害・感染症などに
ついて

● 調達先からの供給の不足や供給された部品などの品質不良などによる製造・販売
活動への支障

● 原則として部品などに関して複数社から調達
● 品質の維持・改善やコスト低減活動などに調達先と協同で取り組むことなどによる安定
的かつ効率的な調達活動の展開

● エプソンが保有する知的財産権に対して異議申立や無効請求などがなされる可能
性、その結果、当該知的財産権が無効と認められる可能性

● 第三者間での合併または買収の結果、従来、エプソンがライセンスを付与していない
第三者がライセンスを保有し、その結果、エプソンが知的財産権の競争優位性を失う
可能性

● 第三者との合併または買収の結果、従来、エプソンの事業に課せられなかった新たな
制約が課せられる可能性およびこれらを解決するために支出を強いられる可能性 ほか

● 自らが必要とする多くの技術を自社開発し、これらを国内外において特許権、商標権
およびそのほかの知的財産権として、あるいは他社と契約を締結することにより、製品
および技術上の知的財産権を設定・保持

● 知的財産権の管理業務に人員を重点的に配置し、知的財産権を強化

● 将来において環境問題の発生により、損害の賠償や浄化などの費用負担、罰金また
は生産中止などの影響を受ける可能性

● 新しい規制が施行され多額の費用負担が必要となる可能性

● 2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源*1消費ゼロ」の達成を目指す「環境ビジョン
2050」に基づき、環境負荷を低減した製品の開発・製造、環境技術の開発、使用エネルギー
量の削減、使用済み製品の回収・リサイクル・再生利用の推進、国際的な化学物質規
制への対応および環境管理システムの改善など

● 環境負荷低減・生産性向上・印刷コスト低減を実現するインクジェット技術によるプリンテ
ィング、商業・産業プリンティング、プリントヘッド外販と、環境負荷低減を実現する新生産
装置の拡充による生産システムの提供により、売上収益成長を見込む

● 地球温暖化対策やサーキュラーエコノミーへのシフトに有効なソリューションとして、ドライ
ファイバーテクノロジー応用や原料リサイクル技術確立などによる環境ビジネスの展開を
見込む

● 高度な新技術・新製品の開発・製造に従事する国内外における優秀な人材の獲得競争
が激化

● 役割に基づいた処遇制度の導入、人材育成、ダイバーシティの取り組み、働きかた改革
と健康経営の推進および現地人材の積極的な登用などにより、多様な人材がその能力
を発揮できる風土づくりや働きやすい環境づくりを推進し優秀な人材を確保

● 予測不可能な自然災害、COVID-19などの新興感染症の流行、部品調達先などでの
罹災などによるサプライチェーン上の混乱、戦争・テロなど

● With/After COVID -19における社会・行動変容などに伴う事業環境の大きな変化

● 防災訓練などの地震防災計画や事業継続計画の策定などによる影響の軽減に向けた
対応を可能な範囲において実施

● 地震により発生する損害に対しては地震保険を付保（ただし、補償範囲は限定）
● 予想される社会課題の解決による事業機会への積極的な取り組みを加速

● グローバルな事業展開に当たって、関連法規の違反があった場合や関係当局による
調査・手続きが実施された場合のほか、より厳格な法規制の導入や関係当局による
法令運用の強化が行われた場合におけるエプソンの社会的信用の毀損、多額の制裁
金や事業活動への制約、法規制遵守のための費用増加 ほか

● 各国および各事業におけるコンプライアンスに関する体制強化と社内的な啓発活動など
● コンプライアンスを重要な経営方針の一つとして位置付け、適宜、未然防止・制御活動を
展開

主要なリスク リスクの概要 主な対応策

*1 原油、金属などの枯渇性資源

* 主要なリスクに関する内容は、有価証券報告書「事業等のリスク」の抜粋です。詳細については、有価証券報告書をご確認ください。

主要リスク一覧
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碓井 稔
取締役会長

うす  い    みのる 

小川 恭範
代表取締役社長

 お　  がわ  やす  のり

久保田 孝一
代表取締役 専務執行役員
営業本部長

 く　  ぼ    た     こう  いち

瀬木 　明
取締役 専務執行役員
経営戦略・管理本部長
兼 サステナビリティ推進室長

 せ　  き　  たつ  あき

川名 政幸
取締役
常勤監査等委員

かわ な    まさ  ゆき

独立役員

社外松永 真理
社外取締役

まつ なが     ま　  り

独立役員

社外白井 芳夫
社外取締役
監査等委員

しら  い     よし  お

独立役員

社外村越 進
社外取締役
監査等委員

むら こし  すすむ

独立役員

社外大塚 美智子
社外取締役
監査等委員

おお つか    み    ち   こ

独立役員

社外大宮 英明
社外取締役

おお  みや　 ひで  あき

取締役一覧 （2022年6月28日現在）
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* 特に期待する分野を３つまで記載しています。

当社は、取締役会の審議が多面的かつ適切に行われるためには、取締役会の多様性を確保することが有用であると考えています。そのため、取締役選任については、性別、人種・民族性、出身国・国籍・文化的
背景、年齢などの区別なく、また、個々の知識・経験・能力を踏まえ、多様な人材によりバランスよく取締役会を構成することを基本方針としています。
現在の取締役会はこの方針に基づき構成されており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営理念、長期ビジョンを実現するための経営体制を明確にしています。

取締役に対して特に期待する分野（スキルマトリックス）

地位

企業経営 開発
設計

営業
マーケティング

IT
デジタル

財務
会計

法務
コンプライアンス

グローバル
（国際性）

取締役会長

代表取締役社長

代表取締役 専務執行役員

取締役 専務執行役員

社外取締役

社外取締役

取締役 常勤監査等委員

社外取締役 監査等委員

社外取締役 監査等委員

社外取締役 監査等委員

20年

4年

10年

6年

8年

6年

8年

6年

2年

2年

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

碓井 稔

小川 恭範

久保田 孝一

瀬木 　明

大宮 英明

松永 真理

川名 政幸

白井 芳夫

村越 進

大塚 美智子

໐

໐

໐

໐

໐

໐

◎

໐

໐

໐

໐

໐

◎

໐

໐

໐

໐

氏名

取締役在任
年数

2022年6月28日
開催の株主総会

終結時

独立役員

任意の委員会

取締役選考
審議会

（　は委員長）

取締役報酬
審議会

（　は委員長）

特に期待する分野・スキル
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