サステナビリティ活動報告

ガバナンス

関連するＳＤＧｓ

G コーポレート・ガバナンス
当社は、パッケージングを通じた社会的課題の解決を念頭に、社会の確固たる信用と信頼に足る企業であり

基本的な

続けるために、迅速かつ正確な情報開示に努め、健全で透明性の高い経営を目指しています。
「真理は現場

考え方

にある」という基本理念のもと、権限の委譲、意思決定の迅速化を図りながら、現在の取締役・監査役制度を

取締役会の専門性・独立性・多様性の確保
2021年6月29日現在、当社の取締役は10名で構成

2019年12月に取締役会の諮問機関として指名委員

しています。取締役の指名については、その経験、見識、

会および報酬委員会を設置しました。各委員会は、取

専門性などを総合的に評価・判断するとともに、監督の

締役会の決議により選任された3名以上の取締役で構成

において当社の考え方を開示しており、直近で2021年6月30日に提出しています。当社はコーポレートガバナ

実効性および実質的な議論を確保するため、取締役会全

し、その半数以上は社外取締役とするとともに、それ

ンス・コードの趣旨を踏まえ、引き続き、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めます。

体としてのバランスおよび多様性も考慮して指名して

ぞれの委員長は社外取締役が務めています。これによ

います。

り、社外取締役の適切な関与・助言を得て、取締役会

より一層強化することで、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実を図ります。
また、コーポレートガバナンス・コードへの対応については、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス報告書」

また、独立社外取締役を４名選任しており、取締役
能にしています。社外取締役は、会社法上の社外性要

監査役設置会社として、経営の透明性の向上と経営

件に加え、一般の株主と利益相反の生じるおそれがな

［ コーポレート・ガバナンス体制一覧 ］

監督機能の強化を図っており、監査役会と内部監査部

組織形態

門等が連携し、監査日程や監査体制の確保に努め、外

監査役会設置の有無

部会計監査人の適正な監査を確保しています。また、

取締役の人数

い東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たすこ

当社は、経営陣の報酬は、持続的な成長に向けた健

有

とを要件とし、持続的な成長と中長期的な企業価値の

全なインセンティブを与えるため、中長期的な業績に

向上に貢献できる人物を選定しています。

連動する報酬制度を採用しています。また、自社株報

社外取締役の人数
社外独立役員の人数

よび子会社の業務や財政状況を監査しています。
取締役会以外に、原則として、毎月１回以上、経営

監査役の人数

［ コーポレート・ガバナンス体制図（2021年6月29日現在）］

報告

選任／解任

選任／解任

報酬委員会

方針提示
計画等承認

本社部門・各事業部門・グループ各社
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取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬等（賞与）

社外監査役は 3 名選任しており、それぞれ独立し

および非金銭報酬等（株式報酬）により構成し、社外

た立場で役割・責務を果たし、高い専門知識、豊富

取締役の報酬は独立性担保などの観点から基本報酬の

な経験などを生かして、取締役会において適切に意見

みとしています。

2021 年 2 月に実施した取締役・監査役への評価
した結果、取締役会の実効性は全体として確保されて

グループ経営会議
広報委員会

CS
（顧客満足）委員会

計画具申
報告等

安全衛生委員会

指示
監督

監査

環境委員会

重要案件の
付議・報告

確保についても前進することができました。

ます。

報告

報告
C S R 委員会

倫理委員会

執行役員

ています。

アンケート（自己評価）の分析結果を取締役会で議論

監査

（重要案件の審議等）

分の１以上を実現するとともに、メンバーの多様性の

などの実施を通じ、取締役会の機能向上に努めてい
内部監査部門

監査役室

代表取締役

経営幹部会

の保有を通じて企業価値の向上を意識した経営を行っ

総額※

報酬開示状況
報酬の額またはその算定方法の決定方針の有無

有

取締役会の実効性については、取締役の自己評価

連携

（うち社外監査役3名）

選定／解職
監督

ています。これにより、取締役会の社外取締役比率３

※ 報酬の総額が1億円以上である取締役については個別開示

会計監査人

監査役会
監査役5名

監査

設定するとともに、役員持株会への加入など自社株式

取締役会の実効性評価

報告

取締役会
取締役10名

（うち社外取締役4 名）

10 名のうち1名については女性の社外取締役を選任し

5名

を述べています。

株主総会
選任／解任

酬を実施し、現金報酬と自社株報酬との割合を適切に

1年

取締役の任期

により、効率的な職務の執行を行っています。

本年６月29日開催の定時株主総会において取締役

４名

3名

社外独立役員の人数

会等を開催し、迅速な意思決定と重要な情報の共有化

４名

3名

社外監査役の人数

幹部会、社内役員会（常勤の役員が出席）、部門連絡

役員報酬

監査役設置会社
10名

監査役監査により、取締役の職務執行ならびに当社お

指名委員会

の機能の独立性・客観性と説明責任を強化しています。

会における独立した立場での意見を踏まえた議論を可

コーポレート・ガバナンス体制

57

指名委員会および報酬委員会の設置

報告
報告

方針提示

監査

内部統制
当社は会社法に基づく内部統制の整備の基本方針
を策定し、2006 年 5 月の取締役会で決議しました
（2020 年 4 月に最終改定）
。

いることを確認しました。他方、取締役・監査役から

金融商品取引法における内部統制制度に対応するた

取締役会の構成、役割、運営について、さらなる改善

め、日常業務から独立した部門である監査部におい

に向けて建設的な意見・提案が示され、課題認識を

て、内部統制の整備、運用状況の評価・改善を行って

共有しました。

います。2020 年度においては、当社および当社の連

今後も、取締役会の実効性についての分析・評価を

結子会社 118 社を評価範囲として全社的な内部統制

定期的に実施することにより、継続的に取締役会の

を、またこれらのうち当社を含む重要な事業会社 8 社

機能向上に努めていきます。

を選定して業務プロセスにかかる内部統制を評価した
結果、2020 年度末日時点において当社の財務報告に
かかる内部統制は有効であると判断しました。
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ガバナンス

関連するＳＤＧｓ

G コンプライアンス
基本的な
考え方

当社は経営理念に「高い倫理観を持ち法令遵守を徹底し、常に誠実に行動すること」という指針を掲げ
ています。コンプライアンスとは単に法令の文言を遵守するだけではなく、文言の背後にある法令の趣旨
を理解し、社会の期待や要請に応えることと捉え、公正で誠実な経営の実践に努めています。

コンプライアンス推進体制

内部通報制度

法令遵守に関しては、倫理委員会にて方針を決定

法令違反行為を未然に防ぐために、従業員が上司に

し、法務部・コンプライアンス推進室が実務を担当し

相談する業務報告ルートとは別に、コンプライアンス

ています。また各事業所・工場に「コンプライアンス

に関する事項を連絡・相談できる通報窓口を社内と社

推進責任者」を任命し、適宜連携しながら活動の強化

外（弁護士事務所）に設けています。通報は電話だけ

を図っています。さらに、グループ会社においても各

ではなく、電子メールや手紙なども受け付け、また、

社で同様の対応を進めています。

社外の窓口はグループ会社の従業員も利用できるよ

なお、2014年6月に当社および一部のグループ会社

うにしています。通報に際しては、通報者のプライバ

が公正取引委員会から受けた独占禁止法違反における

シーの保護を厳守するとともに、不利益な取扱いを

排除措置命令および課徴金納付命令に対する審判請求

受けることのないよう、適正に対応しています。

については、2021年2月に請求を棄却する審決を受け
ましたが、審決取消訴訟を提起し、現在も係争中です。

事業所訪問
2017 年度から担当者が全国の事業所を順次訪問

コンプライアンス教育

し、独占禁止法や下請法などの法遵守状況の確認、各

従業員一人ひとりのコンプライアンス意識向上のた

種ハラスメントの有無、地域社会との関係性などにつ

めに、研修・教育を定期的に実施しています。研修

いて聞き取りや意見交換を行い、コンプライアンスに

は 2012 年度より独占禁止法を中心とした内容で、

関する理解の向上と意識の浸透に取り組んでいます。

グループ会社の従業員も対象に開催しています。

2020 年度は、新型コロナウイルス感染症への対応に

階層別教育として、新入社員には入社時にコンプ

より計画を変更したため 1 事業所のみの訪問にとどま

ライアンスの基本的な考え方などを、管理職昇進時、

りましたが、今後も引き続き、グループ会社も含めて

工場長就任時などの機会にコンプライアンス全般に

順次訪問する予定です。

関する講義を実施しています。また役員・部門長やグ
ループ会社の経営トップが出席する会議の冒頭におい
て、顧問弁護士を講師とした講演会を定期的に開催し

自社の知的財産を保護するとともに、他社の知的財

ています。
［ 2020年度

産権を尊重することが重要であるとの認識から、専門

研修会・階層別教育開催実績 ］

頻度/時期

主な内容

受講者数（名）

グループ会社を
含む全従業員

年4回
以上

• 独占禁止法
 部/事業所の依頼に
•各
応じた内容

ー※

新入社員

入社時
1回

• 基礎的な関係法令
• 独占禁止法

55

管理職昇進者・ 昇進/就 • 各種法令
工場長就任者 任時1回 • コンプライアンス関係
役員・部門長・
グループ会社
経営トップ

年２回

• 独占禁止法

※ 2020年度は新型コロナウイルス感染症への対応により中止

59

知的財産の保護
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部署を設置しました。また、自社の知的財産の権利化
や他社の知的財産権の侵害防止等を目的とした調査を
はじめ、知的財産権の適正な活用や管理に努めてい
ます。さらに、イントラネットへ知的財産に関する
教育資料や自社技術分野に関わる調査資料などを掲載
するとともに、営業担当者や研究・開発担当者に対し
て、別途教育の場を設けています。なお、2020 年度
において権利侵害警告は受けていません。

関連するＳＤＧｓ

G リスクマネジメント
基本的な
考え方

当社グループは、
「パッケージプロバイダー」としての使命を胸に、世界でベストワンの総合包装企業集団を
目指し、持続的な企業価値の向上に努めています。あわせて、生活必需品を消費者にお届けするサポーティング
インダストリーとしての供給責任を果たすため、平時より各種の準備・管理を行うとともに、災害発生時の基本
方針を定め、体制の整備に努めています。

リスクマネジメント体制

新型コロナウイルス感染症への対応

当社は、経営品質の向上と将来のリスクの低減ある

新型コロナウイルス感染症拡大という戦後最大の

いは回避などを目的に、代表取締役会長を委員長とす

難局下にあって、働く者の安全と健康を確保し、社

る CSR 委員会を設置しています。コンプライアンス、

会の一員として、感染症拡大防止に最大限努めてい

環境、災害、品質、情報などに係るリスク管理につい

ます。生活必需品を消費者にお届けするサポーティ

ては、各担当部門および CSR 委員会の下部組織であ

ングインダストリーとしての供給責任を果たすた

る倫理、環境、安全衛生、CS（顧客満足）、広報の

め、2020 年 4 月に代表取締役会長のもと代表取締

５つの委員会が協力して社内規程の策定、マニュアル

役社長を対策本部長とする「レンゴーグループ新型

の作成などを行うとともに、全社的状況の監視を行っ

コロナウイルス感染症統合対策本部」を設置しま

ています。

した。同本部ではグループ全体への感染予防対策な

また、取締役会は、取組み状況について、各部門

どの指示・連絡、政府等関係機関から提供される情

を管掌・担当する取締役および各委員会の委員長か

報の周知、感染

ら報告を受けるとともに、必要に応じて改善策などを

予防用品の調

審議・決定しています。

達・配付などを
行っています。

自然災害対策
地震や台風といった自然災害が頻発している状況を
踏まえ、災害発生時の会社の対応を示した基本方針を

本社会議室の間仕切り

定めています。東日本大震災を契機に、2011 年 6 月
以降、全事業所で食料などの備蓄を実施するととも
に、2012 年 3 月には衛星携帯電話を設置しました。

情報管理

2012 年 4 月からは、自動配信メールによって大規模

近年、リモートワークの導入やクラウドシステムの

地震発生時の従業員等の安否や被害情報を把握する体

利活用、工場での AI・IoT 化が急速に進み、取り扱う

制を整えました。以来、半年ごとにテストメールを配

デジタルデータが急増する中、情報セキュリティの重

信し、有事に備えています。

要性が非常に高まっています。
当社グループはより一層のリスク管理の徹底と、強

災害時の基本方針
1. 従業員およびその家族の安全確保を最優先に対応する。
2. 自
 社設備の被災状況の把握とその早期復旧に努め、
事業継続に最大限の努力を行う。
3. 企業活動を維持・継続することにより、社会的責任
（雇用・供給責任等）を果たす。

靭なセキュリティ体制を構築するため、セキュリティ
ポリシーや運用体制の見直し、啓発活動を継続的に実
施しています。お客様や投資家、従業員などステーク
ホルダーの情報については重要な資産と捉え、適切に
保護・管理しています。また、不審なメールへの注意
喚起や対応をイントラネット上で情報提供するなど、
従業員のセキュリティ意識向上のための教育も進めて
います。
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