
キッコーマンの考える企業の社会的責任  
 
私たちは、創立当初から社会とのつながりを

大切にしてきました。その姿勢はキッコーマン
グループの経営理念に受け継がれています。さ
まざまな商品やサービスを 100 カ国以上のお
客様にお届けするようになったいま、私たちが
果たすべき責任はますます大きくなっていき
ます。世界中の人々に“キッコーマンがあって
よかった”と思われる存在であるため、私たち
は経営理念を実践するための取り組みをすす

めています。その基本となるのは、日々の事業
活動をしっかりと誠実に行い、商品やサービス
を通じて健康で豊かな食生活の実現に貢献す
ることです。そのうえで、キッコーマンらしい
活動を通じて社会に貢献し、社会の公器として
の責任を果たすことをめざしています。こうし
た活動を一つひとつ積み重ねること、それが私
たちの考える企業の社会的責任です。 

 
 
キッコーマン企業の社会的責任体系図 
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グローバルビジョン２０２０  
 2008年 4月、キッコーマンはグループの将来ビジョン「グローバルビジョン 2020」を策定し
ました。グローバルビジョン 2020では、2020年を目標とするキッコーマングループの「目指す
姿」、そのための「基本戦略」を定めています。 
キッコーマングループでは、グローバルビジョン 2020 の中で企業の社会的責任を「企業価値

の源泉」としてとらえています。社会の公器としての責任を果たしていくことで社会によりよい
影響をおよぼし、「キッコーマングループがいてくれてよかった」と世界中の人々に思っていただ
けるような企業をめざします。                                  
 
グローバルビジョン 2020 目指す姿                                 
 
１．キッコーマンしょうゆをグローバル・スタンダードの調味料にする 

世界中へしょうゆを広め、各地の食文化と融合させることで、新しいおいしさ(価値)を創造し
ていく 

２．食を通じた健康的な生活の実現を支援する企業となる 
しょうゆの醸造および販売で培った技術・ノウハウを活かし、食を通じて人々が健康的な生
活を送ることができるよう支援する 

３．地球社会にとって存在意義のある企業となる 
キッコーマンという会社がいつまでも世の中にあってほしいと思われる企業であり続ける 
 

グローバルビジョン２０２０ 概念図 
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コーポレート・ガバナンス  
コーポレート・ガバナンス体制                                 
 
 キッコーマン㈱は、監査役設置会社の形態を採用しています。業務監査権限を有する監査役と
取締役が出席する取締役会が、当社の最高ガバナンス組織として「経営の透明性の向上」、「経営
責任の明確化」、「スピーディな意思決定」、「経営監視機能の強化」をめざして、コーポレート・
ガバナンス体制を改善・強化しています。 

2001年 3月、執行役員制度を導入して執行役員に業務執行の権限を委譲しました。経営責任を
明確にするとともに意思決定および業務執行のスピードアップを図りました。 
 2009年 10月、グループの経営体制を持株会社制に移行しました。持株会社が定めるグループ
経営戦略のもとに、各事業会社がそれぞれの権限と責任において価値創造力を強化していくこと
により、グループ全体の企業価値の最大化に努めています。 
 取締役の選任、独立性や報酬等に関する方針・手続等については、キッコーマン㈱ コーポレー
ト・ガバナンス報告書に掲載しています。 
URL: https://www.kikkoman.co.jp/ir/lib/governance.html 
 
企業の社会的責任推進におけるキッコーマン㈱取締役会の役割 
 長期的な企業価値の増大を実現するため、キッコーマン㈱取締役会は環境や社会的な側面での
課題への対応を含むさまざまな役割を担っています。キッコーマングループ行動規範(本報告書の
９ページ参照)は、取締役会での決議を経て制定されました。また、全ての取締役と監査役は、行
動規範の順守を誓う誓約書を毎年提出しています。 
 2015年度、キッコーマン㈱取締役会は、企業の社会的責任調査(本報告書の 11ページ参照)に
ついての報告を受けました。また、環境や社会等の側面を含むリスク評価の見直しを実施しまし
た。 
 
社外取締役と社外監査役の選任 
 キッコーマン㈱では、2002年 6月から社外取締役を選任するとともに、指名委員会および報酬
委員会を設置し、経営の透明性を向上させ、経営の監視機能の強化を図っています。2015年度は、
取締役 11名のうち社外取締役を 3名、監査役 4名のうち社外監査役を 2名選任しました。 
社外取締役および社外監査役は、幅広い経験と豊富な見識等に基づく客観的な視点での経営監

視の強化を担っています。加えて、社外取締役が指名委員会および報酬委員会に参画することに
より経営の透明性向上を図っています。 

 
【社外取締役】 
福井 俊彦氏 キヤノングローバル 

戦略研究所理事長 
尾崎 護氏 矢崎総業㈱顧問 
井口 武雄氏 三井住友海上火災保険㈱ 

シニアアドバイザー 

【社外監査役】 
髙後 元彦氏 紀尾井坂テーミス法律 

特許事務所 
梶川 融氏 太陽 ASG有限責任監査法人 

総括代表社員(CEO) 
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グループ会社でのガバナンス強化の取り組み 
 キッコーマングループでは、社内決裁基準である「意思決定ガイドライン」を整備しています。
同ガイドラインに則った決裁を徹底することにより、持株会社各部門およびグループ会社での適
正な意思決定を行っています。 
また、「関係会社管理規程」を制定し、グループ各社の適法性、倫理性および財務報告の信頼性

を確保しています。同規程に基づいてキッコーマン㈱取締役および執行役員を担当役員として定
め、グループ各社が適切な意思決定を行うよう指導・管理しています。加えて、「CEO報告会」と
いう会議体を通して、担当役員またはグループ会社社長が経営報告を CEOに行い、指示を受ける
体制を整えています。 
 
内部統制システムの整備                                 
 
キッコーマングループでは、業務の適正を確保するための内部統制システムの確立を重要な課

題と考えており、グループとして業務の有効性・効率性を保ち、法令等を順守する体制の強化を
すすめています。 
キッコーマン㈱は、2006年 5月に取締役会で決議した「内部統制システム構築に関する基本方

針」を適宜改定し、内部統制システムの強化を図っています。2015 年 5 月 1 日からの改正会社
法施行にともない、キッコーマン㈱では「内部統制システム構築に関する基本方針」の大幅改定
を行いました。また、その運用状況を報告しています。 
また、2008年 4月から適用が開始された金融商品取引法による内部統制報告制度に対応するた

め、2008年 11月に内部統制委員会、内部統制部を設置するとともに、財務報告に係る内部統制
に関する基本方針を制定し、財務報告に関する内部統制を強化する体制を構築しました。 
 
キッコーマン・パフォーマンス・インデックス                                 
 
 キッコーマン㈱は、2002年に当社独自の評価指標である「キッコーマン・パフォーマンス・イ
ンデックス（KPI）」を導入し、その後も改良を加えながら対象をグループに広げて運営していま
す。KPI は全ての項目を足すと 100 点になるように目標が設定され、半期毎に進捗を確認してい
ます。また、その結果はキッコーマン㈱ 執行役員以上の賞与と連動する仕組みとなっています。 

 KPIは主要 7項目から成り、売上高等の財務分野を中心に、CO2排出量削減や安全衛生の基準
等の非財務の項目も含まれています。グループ会社の業態は多岐にわたるため、どの項目を入れ
るかは各社の業態に応じて定められる仕組みになっています。また、グループ会社が自社にとっ
て重要と考える個別指標を加えることで、それぞれの会社の経営課題を反映できるようにしてい
ます。加えて、会社単位の目標だけではなく、部門単位でもKPIを設定することで、会社の目標と
部門の目標が連動するように図っています。こうした制度設計により、KPIをグループ会社間の競
争ではなく、各社の目標達成に向けたモチベーション向上につなげています。また、KPIの主要項
目の内容を通じて、財務・非財務の両面での経営課題の優先順位を効果的にグループ会社に伝え
ることをめざしています。 
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●キッコーマン・パフォーマンス・インデックス（イメージ） 
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コンプライアンス                 

 
キッコーマングループ行動規範                                
 
「キッコーマングループ行動規範」は、「安全の確保と地球環境との共生」、「公正かつ自由な競

争による事業活動」、「企業情報の開示とコミュニケーションの促進」、「人権の尊重と明るい職場
環境づくり」、「国内外の法令、規則の順守と社会秩序の維持」、「積極的な社会貢献活動」の 6 項
目からなり、倫理観と使命感を持って業務を遂行し社会の発展に貢献することを宣言しています。
また、日本語版に加えて、英語、中国語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、ロシア語、イタ
リア語、ポルトガル語版を作成し、国内外グループ各社での周知徹底を図っています。 
 
行動規範誓約書の提出 
キッコーマンの執行役員や管理職層の全社員、国内外グループ会社の社長等には、毎年 1回、「キ

ッコーマングループ行動規範」の順守を誓う誓約書の提出を義務づけ、グループ全体で企業倫理
と順法精神に則った行動の実践に努めています。2015年度にはキッコーマンの執行役員、所属長、
管理職層以上の全社員の 528 名、国内外グループ会社の社長 60 名、国内外グループ会社の幹部
社員がこの誓約書に署名しました。 
【対象範囲】 
国内：キッコーマン㈱、キッコーマン食品、キッコーマン飲料、キッコーマンビジネスサービス、
キッコーマンバイオケミファ、日本デルモンテ、マンズワイン、JFC ジャパン、平成食品工業、
江戸川食品、北海道キッコーマン、流山キッコーマン、埼玉キッコーマン、テラヴェール、宝醤
油、キッコーマンソイフーズ、総武物流、総武サービスセンター、キッコーマン・マーケティン
グセンター、キッコーマンレストラン、日本醤油工業、キッコーマンニュートリケア・ジャパン、
日本デルモンテアグリ 
海外：KFI、KSU、JFC、KFE、KTE、JFCEU、KSP、KAP ほか 
 
企業倫理委員会と内部通報体制                                
 
キッコーマングループ企業倫理委員会  
キッコーマングループでは、「キッコーマングループ企業倫理委員会」を設置し、「キッコーマ

ングループ行動規範」を実践していくための取り組みをすすめています。 
同委員会は、弁護士等社外有識者 2 名とキッコーマン㈱の取締役・執行役員等を含む計 6 名で

構成され、コンプライアンスに関わる施策全般の検討・実施を担っています。2015年度には委員
会を合計 12 回開催しました。また、上期にキッコーマン㈱CEO と企業倫理委員会委員との情報
交換を行うとともに、上期下期各 1 回、常勤監査役と企業倫理委員会委員との情報交換を行いま
した。 
企業倫理委員会では、隔年で派遣社員等も含めた国内グループ会社の全社員を対象として、行

動規範やグループ企業倫理ホットラインの認知度や、コンプライアンス上の問題の有無を問う「企
業倫理アンケート」を実施し、各社のコンプライアンスの状況把握、個別案件への対応を行って
います。2014年度および 2016年度にアンケートを実施しました。 
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グループ企業倫理ホットライン 
キッコーマングループでは、内部通報窓口として「グループ企業倫理ホットライン」を設置し、

国内グループ全体で利用できる体制をとっています。窓口の利用については、各社社内通達やグ
ループ報、各種研修会を通じて繰り返し社員に告知しています。窓口を利用できる対象者を、2007
年度以降はパート社員や派遣社員等に、2009年 10月に持株会社制に移行してからは国内グルー
プ会社社員全体に拡大し、制度の充実を図りました。 
「グループ企業倫理ホットライン」には、社外窓口(弁護士)とグループ共通窓口(キッコーマン

㈱ 法務・コンプライアンス部内)および必要に応じ各社社内窓口があり、専用の電話・ファック
ス・eメールのほか、郵便局に設置した私書箱を通じて通報や相談を受け付けています。これらの
窓口に通報があった場合は、社内調査を実施し対策を講じたうえで、結果を通報者にフィードバ
ックしています。なお、相談や通報をしたことで情報提供者に不利益が生じないよう、「企業倫理
委員会規則」に情報提供者の保護を明記し、これを順守しています。2015 年度には、「グループ
企業倫理ホットライン」に 30件の通報・相談があり、解決を図りました。 
 
 
●グループ企業倫理ホットライン体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
コンプライアンス推進に向けた施策                                
 
コンプライアンス調査 
 キッコーマングループでは、キッコーマン㈱監査部による定期的な監査とキッコーマン㈱法務・
コンプライアンス部による日常的な指導に加え、法務担当役員等による海外グループ会社を対象と
したコンプライアンス状況視察も実施しています。2015年度は KFI、KMP、CLLを訪問しました。
2016年度も引き続き国内外のグループ会社を巡回する等、現場に根ざした啓発活動を行い、グルー
プコンプライアンスの一層の強化を図ります。 
 
グループコンプライアンス推進連絡会 
グループ会社数の増加および業種の多様化にともなってグループ各社の課題に対応したコンプ

ライアンス強化が重要になる中、コンプライアンス意識の現場までの浸透を目的として、2011年
より国内グループ各社から「コンプライアンス推進委員」を任命しています。 
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「コンプライアンス推進委員」はグループ企業倫理委員会事務局(キッコーマン㈱ 法務・コン
プライアンス部)が主催する「グループコンプライアンス推進連絡会」に参加し、コンプライアン
ス教育プログラムの検討・作成や、法令等の理解を深める研修受講のほか、グループ内でのコン
プライアンス活動の好事例の情報共有等を行っており、各種施策を各社の現場まで浸透させる役
割を果たしています。 
 
国連グローバル・コンパクト(UNGC)セルフアセスメント・ツールの実施 

2012 年度、キッコーマングループでは UNGC セルフアセスメント・ツールを使った自己評価
調査を実施しました。UNGC セルフアセスメント・ツールとは、デンマークの諸機関が作成し、
UNGC本部がウェブサイトで公開している自己評価ツールで、UNGC 10原則に基づいた 45の項
目および付随指標に回答することで、自社の UNGC推進状況を確認するものです。 
自己評価調査の結果を踏まえ、取引先(サプライヤー)との取り組み強化を実施する施策として

2013 年度に「キッコーマングループ取引方針」を制定しました。2014 年度には、「キッコーマ
ングループ取引方針」を取引先に展開しました。詳しくは、本報告書 46ページをご覧ください。 
国連グローバル・コンパクト・セルフアセスメントツール URLアドレス： 
http://www.globalcompactselfassessment.org/ 
【対象範囲】 
国内：キッコーマンバイオケミファ、日本デルモンテ、キッコーマンソイフーズ、ヒゲタ醤油、
マンズワイン、総武物流、宝醤油 
海外：KFI、KSU、JFC、KFE、KTE、JFCEU、KAP ほか 
 
企業の社会的責任調査の実施  
キッコーマングループでは、コンプライアンス状況等の網羅的な把握と改善を目的として「コ

ンプライアンス調査」を 2010年度から 2013年度まで実施しました。2014年度より、UNGCセ
ルフアセスメント・ツールの結果等を踏まえて社会的な関心の高い項目を追加し、「コンプライア
ンス調査」の内容をより拡充させた「企業の社会的責任調査」を実施しています。 

2015年度の「企業の社会的責任調査」では、キッコーマン企業の社会的責任体系図に基づいて、
コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、ステークホルダー、環境、人材、商品、品質、
安定供給、食提案、食文化の継承、食文化の国際交流、食育、社会貢献の調査大分類の下に合計
119 項目の質問を設け、対象グループ会社の状況を確認しました。結果はキッコーマン㈱取締役
会で報告するとともに、フォローアップを実施しました。 

 
【対象範囲】 
キッコーマン㈱、キッコーマン食品、キッコーマン飲料、キッコーマンビジネスサービス、キッコ
ーマンバイオケミファ、日本デルモンテ、マンズワイン、JFC ジャパン、平成食品工業、江戸川食
品、北海道キッコーマン、流山キッコーマン、埼玉キッコーマン、テラヴェール、宝醤油、キッコ
ーマンソイフーズ、日本デルモンテアグリ、総武物流、総武サービスセンター、キッコーマン・マ
ーケティングセンター、キッコーマンレストラン、日本醤油工業、キッコーマンニュートリケア・
ジャパン、ヒゲタ醤油 
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コンプライアンス教育・啓発活動 
キッコーマングループでは、「キッコーマングループ行動規範」に沿って企業倫理の周知徹底を

図るため、所属長や新任管理職を対象とした研修会等でコンプライアンス教育を実施しているほ
か、新入社員研修時等のカリキュラムにもコンプライアンス教育を組み込んでいます。また、キ
ッコーマン㈱法務・コンプライアンス部がグループ会社を訪問し、コンプライアンス研修を実施
しています。2015年度には国内 15社、海外 3社の役員・社員を対象として 32回のコンプライ
アンス研修を実施しました。また 2015年度の「コンプライアンス強化月間」では、国内 23社の
各職場で、ケーススタディによるコンプライアンス自主研修を実施しました。 

 
コンプライアンス・ハンドブック 
キッコーマングループでは、グループにおけるコンプライアンス

意識の定着をより確かなものとするために「キッコーマングループ 
コンプライアンス・ハンドブック」を 2011年 10月に制作し、国
内グループ会社社員に配布しました。 
本冊子では、行動規範を元にしたコンプライアンス違反につなが

る具体的な事例を取り上げています。身近な例を挙げることで問題
意識を醸成するとともに、職場での実践につなげています。 

 
コンプライアンス・ハンドブック   

適切な納税に対する取り組み                                
 
キッコーマングループでは、企業市民としての責任を果たし、社会の健全な発展に貢献するた

めには、事業を行う国や地域で適切な納税を行うことは重要な意味を持つと認識しています。こ
の考えに基づき、私たちは事業を行う国や地域における納税に関する法令およびその精神を順守
しています。 
 
事業のグローバル化にともなう取り組み 
 キッコーマングループの事業がグローバル化するにつれて、異なった国や地域に所在するグル
ープ会社間の取引も増えています。そうした際に発生する移転価格について、キッコーマングル
ープでは必要に応じて各国の税務当局等と協議を行っています。グループの事業を正確に伝える
とともに、公正性を重視した姿勢で情報交換を行い、適切な納税に向けた取り組みをすすめてい
ます。納税に関する重要な案件については、取締役会への報告を CFOから適宜行い、取締役会か
らの指示を受けられる体制を整えています。また、グループでは、事業所の所在国以外にある租
税回避地(タックスヘイブン)の計画的な使用は行っていません。 
 
法人税等に関する情報開示 
 キッコーマングループの法人税等の情報はウェブサイト(※)で公開しています。2015年度のグ
ループ売上高 408,372百万円に対して、法人税等合計は 10,087百万円でした。また、法定実効
税率は 32.9％でした。 
(※) ファクトブック(日本語)： 

https://www.kikkoman.co.jp/ir/lib/factbook.html 
Annual Report(英語)： 
http://www.kikkoman.com/finance/library/annual/index.shtml 
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腐敗行為防止への取り組み                                                               
 
キッコーマングループは、「キッコーマングループ行動規範」に則り、贈収賄や汚職等の腐敗行

為を容認しない姿勢で臨んでいます。また、キッコーマンは 2001 年に国連グローバル・コンパ
クトに署名し、2004年に腐敗防止原則が追加されて以降は、腐敗防止原則を含む 10原則の指示
を表明してきました。近年、米国連邦海外腐敗行為防止法(US FCPA)や英国贈収賄法(UK Bribery 
Act 2010)をはじめとして世界的に腐敗行為防止の取り組みが強化される中、キッコーマングルー
プでは腐敗行為防止をより一層強化する取り組みをすすめています。 
                               
「キッコーマングループ行動規範」における腐敗行為防止の表明 
 キッコーマングループは、2002年 8月に「キッコーマングループ行動規範」をキッコーマン㈱
取締役会による承認のもとに制定しました。「キッコーマングループ行動規範」の６項目のうち、
第 5 項目のタイトルを「国内外の法令、規則の順守と社会秩序の維持」とし、その項目中にて腐
敗行為防止の理念を表明しています。また、キッコーマンの執行役員、所属長、管理職層以上の
全社員とグループ会社の社長、幹部社員には、毎年 1回、「キッコーマングループ行動規範」の順
守を誓う誓約書の提出を義務づけています。詳しくは本報告書９ページをご覧ください。 
 
腐敗行為防止に向けた社内コミュニケーションと研修 
キッコーマングループでは、腐敗行為防止に対する経営の姿勢を社員に伝えるため、CEO によ

る腐敗行為防止を含む法令順守徹底のメッセージを、経営幹部が集まる会議や社内コミュニケー
ション媒体で発信しています。また、国内外グループ各社で「キッコーマングループ行動規範」
の読み上げ等を実施し、社内への浸透を図っています。加えて、法務・コンプライアンス担当役
員等によるコンプライアンス状況視察を毎年実施し、現場に根ざした啓発活動を行っています。 
 
腐敗行為防止に関するリスク評価 

2012年度に、キッコーマングループでは国連グローバル・コンパクト・セルフアセスメント・
ツールを使った腐敗行為を含む自己評価を実施しました。2015年度には自社の評価基準を用いた
「企業の社会的責任調査」を実施し、対象となるグループ会社の腐敗行為防止の実施状況を調査
しました。また、贈収賄リスクが危惧される一部地域での事業については、具体的な施策の確認
やフォローアップを行いました。 
 
「キッコーマングループ企業倫理委員会」を通じた取り組み 
キッコーマングループは、弁護士等社外有識者 2 名とキッコーマン㈱の取締役・執行役員等を

含む計 6名が参加する「キッコーマングループ企業倫理委員会」を設置し、「キッコーマングルー
プ行動規範」の順守等に努めています。同委員会は、腐敗行為を含むコンプライアンスに関する
事項について、キッコーマン㈱代表取締役、取締役会、および監査役会に報告を行い、必要に応
じて指示を受けられる体制を整備しています。詳しくは本報告書９ページをご覧ください。 
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内部通報窓口 
キッコーマングループでは、国内グループ全体からの相談を受け付ける内部通報窓口として「グ

ループ企業倫理ホットライン」を設けています。海外についても、主要会社には内部通報窓口の
設置を行っています。「企業倫理委員会規則」に基づき、腐敗行為を含むさまざまな案件について、
内部通報窓口にて情報提供者の保護を図るため、希望に応じて匿名で通報・相談できる体制を整
えています。詳しくは本報告書 10ページをご覧ください。 

 
取引先との取り組み 
 キッコーマングループでは、取引に関するグループの考え方や理念・方針について業務委託先
を含む取引先に伝えるため、2013 年度に「キッコーマングループ取引方針（取引方針）」を定め
ました。取引先へ取引方針を説明する際には、腐敗行為防止を含む国連グローバル・コンパクト
の原則およびキッコーマングループの腐敗行為防止に対する姿勢を説明しています。また、取引
先に依頼する重点項目には「商取引」として、「不当な贈答・接待の禁止」等の腐敗行為防止に関
する項目を挙げています。詳しくは本報告書 46ページをご覧ください。 
 
腐敗行為および反競争的行為に関する違反事例と実施した措置 
 2015年度、キッコーマングループでは腐敗行為および反競争的行為に関する違反事例はありま
せんでした。また、当該行為に関する内部通報もありませんでした。このため、違反に対する措
置は取られませんでした。 
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