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コーポレート・ガバナンスの強化

コーポレート・ガバナンス
考え方

IHIは，コーポレート・ガバナンスを，IHIが本来有する
力を最大限に発揮するように経営の効率性を高め，持続
的成長と企業価値の最大化を担保するシステムと定義し
ています。この実現のため，経営監視監督機能と業務執
行機能を明確に区分して企業内意思決定の効率化と適正
化を図るとともに，関連諸規定の整備やそれを運用する
体制を構築して，IHIグループ全体における業務の適正を
確保しています。
IHIは，コーポレート・ガバナンスの不断の改善を進め，
株主をはじめとするステークホルダーの皆さまに長期に
わたって信頼され，ご愛顧いただくことを目指しておりま
す。

次の基本方針に沿って，コーポレート・ガバナンスの充実
に取り組みます。

① 株主の権利を尊重し，平等性を確保します。

② 株主をはじめとするステークホルダーとの適
切な協働に努めます。

③ 会社に関する情報を適切かつ積極的に開示
し，ステークホルダーへの説明責任を果たす
とともに，透明性を確保します。

④ 取締役会，監査役および監査役会が経営監視
監督機能を充分に果たせるよう，それぞれの
役割・責務を明確化します。

⑤ 中長期的な株主の利益と合致する投資方針
を有する株主との間で建設的な対話を行な
います。
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コーポレート・ガバナンスの強化

体制

IHIは，監査役会設置会社であり，取締役の職務の執行
を監査するため監査役5名（うち社外監査役3名）を選任し
ています。
取締役会は，取締役12名（うち社外取締役4名）で構成され，
取締役会長が議長を務めます。取締役会は，IHIの経営
上の重要事項とグループ経営上の重要事項に関する意思
決定を行なうとともに，取締役の業務執行について監督
を行ないます。なお，社外取締役は，経営者としての豊富
な経験と幅広い見識を有する者および高度な専門知識と
多面的な経験を有する者を選任しており，業務執行を行
なう経営陣から独立した立場で取締役会の意思決定に参
加し，IHIの経営に対して助言・提言を行ないます。

●執行役員制度
IHIは，取締役会の意思決定機能と監督機能の強化，業
務執行の効率化を図るため，執行役員制度を導入してい
ます。執行役員は，取締役会の決議で任命されます。最
高執行責任者（COO）は，最高経営責任者（CEO）の下で，
執行役員の職務を統括して指揮監督を行ないます。執行
役員はこれに従い，担当職務を執行します。CEOの意思
決定と業務執行をサポートする機関として経営会議があ
り，CEOが指名する者で構成されています。

経営機構図

業務執行機能

監視監督機能

報酬諮問委員会

指名諮問委員会

執行役員最高経営責任者（CEO）
最高執行責任者（COO）

内部監査部

経営会議
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●報酬諮問委員会・指名諮問委員会
IHIは，任意の委員会として報酬諮問委員会と指名諮問委
員会を設置しています。

報酬諮問委員会は，取締役会から諮問される役員報酬の
妥当性・客観性の審議を目的に，社外取締役3名，社外監
査役1名，人事担当取締役，財務担当取締役の計6名で構
成され，社外取締役が委員長を務めます。
2019年度は5回開催し，委員の欠席はありませんでした。

指名諮問委員会は，取締役会による役員指名の適切な行
使の監督・助言などを目的に，社外取締役4名，代表取締
役社長の計5名で構成され，代表取締役社長が委員長を
務めます。
2019年度は5回開催し，委員の欠席はありませんでした。
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コーポレート・ガバナンスの強化

役員人事
方針と手続き

IHIの取締役会は，「役員に求める人材像」を策定していま
す。また，東京証券取引所が規定する独立役員の要件を
踏まえ，社外取締役および社外監査役の独立性を実質面
において担保することを主眼にした「社外役員独立性判断
基準」を策定しています。
取締役会は，「役員に求める人材像」と「社外役員独立性判
断基準」に従い，IHIグループの持続的な成長と中長期的
な企業価値向上のために最適な役員人事を行なうことを
基本方針としています。
取締役会が役員人事を行なうにあたり，法定手続きに加
えて，取締役会の独立性・客観性と説明責任を強化します。
また，社外取締役の関与と助言および監督を積極的に得
るため，取締役会の任意の諮問機関として独立社外取締
役全員と代表取締役社長で構成する指名諮問委員会を設
置し，同委員会が人事に係る手続きの適切な行使を監督
し助言します。
なお，経営陣幹部と執行役員が「役員の解任基準」に該当
する場合は，取締役会が速やかにその解任を決議します。

●役員に求める人材像
IHIは，心身ともに健康であり，以下の各項目を満たす者
から役員を選任します。
・IHIグループの経営理念・ビジョンに対して，深い理解

と共感を有すること
・IHIグループのビジョンに従って社会的課題を解決し，

もってIHIグループの持続的成長と中長期的な企業価値
の向上に資すること

・卓越した先見性と，深い洞察力を有し，IHIグループの
経営に関し適切な意思決定を行なえること

・高い倫理観を有する人格者であること
・豊富な経営者としての経験もしくは高度な専門知識を有

し，かつグローバルで幅広い視野と見識を兼ね備える
こと

●社外役員独立性判断基準
東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え，以下
の基準に基づき独立性を判断します。
1．大株主との関係

IHIの議決権所有割合10％以上の大株主ではない
（法人の場合は取締役，監査役，執行役，執行役員お
よび従業員）。

2．主要な取引先等との関係
以下に掲げるIHIの主要な取引先等の取締役，監査役，
執行役，執行役員および従業員ではなく，また，過去
において業務執行取締役，執行役，執行役員ではない。
・IHIグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額

が当社の連結売上高2％以上を占めている）

・IHIグループを主要な取引先とする企業（直近事業年
度の取引額が取引先の連結売上高2％以上を占めて
いる）

・IHIの主要な借入先（直近事業年度の事業報告にお
ける主要な借入先）

3．専門的サービス供給者との関係（弁護士・公認会計士・
コンサルタント等）
IHIから役員報酬以外に，年間1,000万円以上の金銭
その他財産を得ている弁護士，公認会計士，コンサル
タント等ではない。

4．会計監査人との関係
IHIの会計監査人の代表社員，社員ではない。

5．役員等を相互に派遣する場合
IHIと相互に取締役，監査役を派遣していない。

6．近親者との関係
IHIグループの取締役，監査役，執行役員およびこれ
らに準じた幹部従業員の配偶者または2親等内の親族
ではない。また，1から4に掲げる者※の配偶者または
2親等内の親族ではない。
※大株主，主要な取引先などが法人である場合，その取締役，

監査役，執行役，執行役員およびこれらに準じた幹部従業員
に限る。上記に加えて，社外役員候補者の指名にあたっては，
年齢，兼任状況，就任期間などについても考慮します。
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●取締役会の構成（2020年7月1日現在）

氏名
当社における地位 選任理由

2019年度
取締役会
出席回数
（出席率）

在任
年数

保有
株式数

取締役会の諮問機関
の委員就任状況
報酬諮問
委員会

指名諮問
委員会

満岡	次郎
代表取締役会長

2016年4月以降，事業の集中と選択，事業環境の変
化に対応したビジネスモデル変革を積極的に進める
とともに，リスクマネジメントの強化，コンプライア
ンスの徹底を通じて，当社グループの収益基盤の強
化を果たすなど，経営をリードしてきました。
本年4月からは取締役会議長として，コーポレート・
ガバナンスのさらなる向上に努めており，その豊富
な経営者としての経験と見識が当社グループの経営
に活かされると判断しました。

全18回中
18回

（100％）
6年 10,400

株 ー ー

井手	博
代表取締役社長

エネルギー，プラント関係の海外営業部門を中心に
多くの知見を蓄積した後，海外現地法人の社長，事
業領域の責任者を歴任し，脱CO2・循環型社会の実
現に向けて長期的視点での事業戦略の構築と事業
運営を進めました。本年4月からは最高執行責任者
として当社グループの経営をリードしており，その豊
富な国際経験と実績および見識が当社グループの経
営に活かされるものと判断しました。

ー 2020年
6月から

1,300
株 ー 委員長

山田	剛志
代表取締役副社長

財務分野，経営企画部門を中心に多くの知見を蓄積
した後，当社グループの財務部門を率いた上で，
2019年4月からは代表取締役副社長として，当社グ
ループの財務戦略，財務体質改善などに取り組んで
おります。これらのグループ経営全般に対する高い
見識が当社グループの経営に活かされると判断しま
した。

全18回中
18回

（100％）
3年 1,600

株 委員 ー

識名	朝春
代表取締役副社長

航空エンジンの技術開発分野において多くの知見を
蓄積した後，グローバルに展開する航空・宇宙事業
の経営を担い，同事業の成長を図りました。その豊
富な実績と経験および見識が，当社グループの経営
に活かされると判断しました。

全18回中
18回

（100％）
4年 4,700

株 ー ー

長野	正史
取締役

主に人事部門において多くの知見を蓄積した後，多
様な事業を擁する産業システム・汎用機械事業領域
においてライフサイクル型事業を中心としたビジネス
モデル変革に取り組みました。本年4月からは，コー
ポレート部門と事業部門の双方の経験を活かした経
営戦略の立案に携わっており，その幅広い経験と実
績および見識が当社グループの成長に資するものと
判断しました。

全18回中
18回

（100％）
2年 4,100

株 委員 ー

村上	晃一
取締役

技術開発部門において材料の研究・開発，技術管理
全般を経験した後，事業部門の責任者を経て，当社
グループの技術開発部門を率い，技術全般にわたる
高い見識を活かした新事業の創出にも取り組んでお
ります。その幅広い経験と実績および見識が当社グ
ループの成長に不可欠であると判断しました。

全18回中
18回

（100％）
2年 4,600

株 ー ー

氏名
当社における地位 選任理由

2019年度
取締役会
出席回数
（出席率）

在任
年数

保有
株式数

取締役会の諮問機関
の委員就任状況
報酬諮問
委員会

指名諮問
委員会

川上	剛司
取締役

橋梁の設計・建設部門を中心に多くの知見を蓄積し
た後，当社が国内有力企業を買収して発足した橋
梁・水門事業を営む会社において，多くの国内外プ
ロジェクトの責任者や代表取締役社長を歴任し，当
社グループにおける社会インフラ関連事業の成長を
図りました。その豊富な実績と経験および見識が，
社会基盤・海洋事業領域をはじめとする当社グルー
プの成長に資するものと判断しました。

ー 2020年
6月から

1,400
株 ー ー

茂垣	康弘
取締役

技術開発部門を中心に多くの知見を蓄積した後，
熱・表面処理事業において当社が買収した海外法人
の代表取締役会長を務めるとともに，同事業を手が
ける国内外のグループ会社を束ねてグローバル展開
を積極的に進め，その成長を図っております。その
幅広い経験と実績および見識が産業システム・汎用
機械事業領域をはじめとする当社グループの成長に
資するものと判断しました。

ー 2020年
6月から

1,400
株 ー ー

　　　　　　※

藤原	健嗣
社外取締役

総合化学メーカーにおいて多角的な経営を推進して
きた経営トップとしての豊富な経験と幅広い見識を
有しており，それらを当社の経営に反映していただ
くとともに，独立した立場からの経営の監視・監督
機能を発揮していただいています。

全18回中
17回

（94％）
5年 0株 委員長 委員

　　　　　　※

石村	和彦
社外取締役

総合素材メーカーの経営トップを務めてきた豊富な
経験と幅広い見識を有しており，それらを当社の経
営に反映していただくとともに，独立した立場から
経営の監視・監督機能を発揮していただいています。

全18回中
18回

（100％）
3年 1,200

株 委員 委員

　　　　　　※

中西	義之
社外取締役

グローバル化学メーカーにおいて事業環境の変化に
対応したさまざまな施策を推進してきた経営者とし
ての豊富な経験と幅広い見識を有しており，それら
を当社の経営に反映していただくとともに，独立し
た立場から経営の監視・監督を期待できるものと判
断しました。

ー 2020年
6月から 0株 委員 委員

　　　　　　　　※

松田	千恵子
社外取締役

企業戦略，財務戦略の研究，教育による豊富な知識
と，複数社の社外役員の経験による幅広い見識を有
しており，それらを当社の経営に反映していただく
とともに，独立した立場から経営の監視・監督を期
待できるものと判断しました。

ー 2020年
6月から 0株 ー 委員

※東京証券取引所等の定めに基づく独立役員，当社の「社外役員独立性判断基準」を満たしている役員です。

	 （単位：％）

社外取締役の平均出席率 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

取締役会 96.2 95.3 98.6 98.1

コーポレート・ガバナンスの強化
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●監査役会の構成（2020年7月1日現在）

コーポレート・ガバナンスの強化

氏名
当社における地位 選任理由

2019年度取締役会
出席回数（出席率） 在任

年数

取締役会の諮問機関
の委員就任状況

2019年度監査役会
出席回数（出席率）

報酬諮問
委員会

指名諮問
委員会

菅	泰三
常勤監査役

入社以来，財務分野を中心に多くの知見を蓄積した
後，アジア大洋州統括会社の社長を務め，財務管理
に関する高度な専門知識と経営管理全般に関わる幅
広い業務経験を有することから，当社グループの実
効的な監査に活かされるものと判断しました。

全18回中18回
（100％）

3年 ー ー
全13回中13回

（100％）

新村	高志
常勤監査役

入社以来，営業・マーケティングの分野において多
くの知見を蓄積した後，国内外の支社・関係会社を
束ねる責任者として，全社的視点での営業戦略を遂
行するとともに，各国の情勢に応じた事業のグロー
バル展開，リスク管理を推進しました。その豊富な
実績と経験および見識が当社グループの実効的な監
査に活かされるものと判断しました。

ー
2020年
6月から ー ー

ー

　　　　　　※1

谷津	朋美
社外監査役

弁護士および公認会計士として多くの企業の諸課題
に対応した豊富な経験と見識を有しており，それら
を独立した立場から，当社の経営監査業務に反映い
ただいております。

全18回中18回
（100％）

3年 ー ー
全13回中13回

（100％）

　　　　　　※1

岩本	敏男
社外監査役

経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有してお
り，それらを独立した立場から当社の経営監査業務
に反映していただくことにより，当社のコーポレー
ト・ガバナンスの強化を図ることを期待するととも
に，ビジネスモデルの変革に取り組んでいる当社と
しては，システム開発などで同氏が培ってきたIoTに
関する豊富な知識・経験によるアドバイス・助言を
期待できるものと判断しました。

※2

全14回中14回
（100％）

1年 委員 ー
※2

全10回中10回
（100％）

　　　　　　※1

関根	愛子
社外監査役

法人の代表社員に加え，日本公認会計士協会の会長
としての豊富な経験と見識を有しており，それらを
独立した立場から当社の経営監査業務に反映してい
ただくことを期待できます。
また，同氏は，会社経営に関与された経験はありま
せんが，上記理由により，社外監査役としての職務
を適切に遂行いただけるものと判断しました，

ー
2020年
6月から ー ー

ー

※1 　東京証券取引所等の定めに基づく独立役員，当社の「社外役員独立性判断基準」を満たしている役員
です。

※2　監査役就任後に開催された取締役会，監査役会の出席状況を記載しています。

	 （単位：％）

社外監査役の平均出席率 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

取締役会 92.3 96.0 92.6 100.0

監査役会 93.0 100.0 100.0 100.0
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役員報酬
役員報酬の決定に関する方針

●取締役（社外取締役を除く）および執行役員の報
酬の決定に関する基本方針

IHIの役員報酬制度は，IHIとIHIグループの持続的な成
長と中長期的な企業価値向上を目的に，経営理念・グルー
プビジョンならびにグループ経営方針に則した業務の遂
行を最大限に促し，具体的な経営目標の達成を，IHIの
役員に力強く動機付けるものです。
この実現のため，固定報酬に加えて，年度の業績と連動
する年次インセンティブ（業績連動賞与），広くステークホ
ルダーとの価値観の共有を目的とした中長期な業績や企
業価値と連動する中長期インセンティブ（業績連動型株式
報酬）の割合を適切に設定することで，健全な企業家精神
の発揮に資するものとします。
また，経営理念「人材こそが最大かつ唯一の財産である」
のもと，経営環境と当社が担う社会的役割や責任等を踏
まえた，IHIの役員にふさわしい処遇としています。

●報酬水準および報酬構成割合
IHIは，外部専門機関による客観的な報酬市場調査データ
を定期的に測定し，適切な報酬水準を設定しています。
また，IHIの事業の性質やインセンティブ報酬の実効性等
を考慮し，①固定の基本報酬の額，②目標業績を達成し
た場合に支給される年次インセンティブ（業績連動賞与）
の額，③目標業績を達成した場合に交付される中長期イ
ンセンティブ（業績連動型株式報酬）の価値の割合を，お
おむね60％：20％：20％となるように設定しています。

●報酬決定の手続き
IHIの取締役と執行役員の報酬は，その妥当性と客観性
を確保するため，IHIが任意に設置する報酬諮問委員会
の審議・答申を経て，取締役会で決定します。

●社外取締役および監査役の報酬
IHIの社外取締役の報酬は，その職責に応じて，基本報
酬のみとします。
監査役の報酬は，IHIグループ全体の職務執行に対する
監査の職責を負うことから基本報酬のみとし，監査役の
協議によって決定します。

●インセンティブ報酬の算定式
「グループ経営方針2019」で重視する収益性の経営指標（連結営業利益率）と連結ROICを業績評価指標としています。

報酬の
種類

給付の
形式 支給額の算定式

（
中
長
期
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）

業
績
連
動
型
株
式
報
酬

株式
交付する株式の数 ＝ 役職位に応じた

基礎ポイント × 連結ROICに応じた業績評価支給率 × 在籍月数を12で除して得られる割合 × 1/2

0〜150程度で変動
業績評価期間（将来の3事業年度）の終了後に達成度を評価

現金
交付する金銭の額 ＝ 確定ポイント数＊1 − 交付する株式の数 × 権利確定日のIHI株式の時価

＊1 確定ポイント1個は，IHI株式1株に相当します。

（
年
次
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
）

業
績
連
動
賞
与

現金

代表取締役の場合

業績連動
賞与 ＝ 役職位に応じた標準支給額 × 親会社株主に帰属する当期純利益

に応じた業績評価支給率＊2 × 50/100＋ 連結営業利益率に応じた
業績評価支給率＊2 × 50/100

取締役の場合

業績連動
賞与 ＝

役職位に
応じた標準
支給額

×
親会社株主に帰属
する当期純利益
に応じた業績評価
支給率＊2

× 30/100＋
連結営業利益率
に応じた業績
評価支給率＊2＊3

× 50/100＋
個人の業績
評価に基づく
支給率＊2

× 20/100

＊2　0〜200程度で変動
＊3　取締役が事業領域所掌取締役の場合，担当事業領域の連結営業利益率に応じた業績評価支給率とします。

2020年度については，将来の投資原資の確保と堅固な財務基盤の構築を目的として，業績評価指標のひとつ
にキャッシュ・フロー（「連結キャッシュ・フロー」および「担当事業領域の連結キャッシュ・フロー」）を加えるこ
ととします。連結キャッシュ・フローは，営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フ
ローを合計した数値になります。
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2019年度の報酬実績

報酬等の総額および員数	 （単位：百万円）

区分 支給人員
報酬等の種類別の総額

報酬等の
総額基本報酬

業績連動型
株式報酬

業績連動
賞与

取締役 12名 434 117 12 565

監査役 6名 108 ー ー 108

合計
（うち社外役員）

18名
（8名）

542
（75）

117
（ー）

12
（ー）

673
（75）

（注1） 取締役の報酬限度額は年額1,090百万円以内，監査役の報酬限度額は年額120百万円以内としてい
ます。

（注2） 本表の員数は，2019年6月20日開催の株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名および社
外監査役1名が含まれています。そのため，2020年3月31日時点の取締役11名，監査役5名と相違す
る員数になっています。

業績評価支給率の目標・実績など

報酬の種類 業績評価指標
業績評価
支給率変動幅

目標 実績
業績評価
支給率

業績連動型
株式報酬

連結ROIC 0〜150％
上限：  13％
目標：  10％
下限：3.5％

5.7％ 50％

業績連動賞与

親会社株主に
帰属する
当期純利益

0〜200％
上限：602億円
目標：452億円
下限：302億円

128億円 0％

連結営業
利益率

0〜200％
上限：8.0％
目標：6.0％
下限：4.0％

3.6％ 0％
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取締役会評価
IHIは，取締役会の実効性を高めるため，2015年度から
取締役会評価を原則として毎年実施しています。
具体的な実施内容は，次のとおりです。
・取締役と監査役全員を対象とした外部コンサルティング

会社による匿名のアンケートの実施。アンケート項目は，
取締役会の構成・運営，リスクマネジメント，ボードカ
ルチャーなど。

・外部コンサルティング会社によるアンケートの集計と分
析。

・アンケートとその分析結果を基にした，対象役員全員か
らのヒアリング実施。社外役員を主なメンバーとする社
外役員懇談会による意見交換の実施。

以上の結果を，取締役会の自己評価としてとりまとめ，改
善すべき課題を抽出します。
2019年度に実施した取締役会評価においては，引き続き
当社取締役会の実効性は十分確保されていると自己評価
しました。
しかしながら，業務執行状況の監視・監督の強化や，新
型コロナウイルスの感染拡大など，新たなリスク要因に対
する幅広い検討という課題を認識し，今後取締役会にお
ける議論をさらに充実させ，取締役会の実効性をさらに
高めていくことを確認しました。
なお，次回の取締役会評価は，2020年度中に実施する予
定です。

政策保有株式
考え方

●政策保有の目的
IHIは，政策保有株式について，「原則として保有先企業
との十分な対話を行なった上で政策保有株式の縮減を
図っていきます。ただし，当社の中長期的な成長・企業価
値の向上を目的として，業務提携・共同研究をはじめとし
た戦略的パートナーの株式を保有することがあります。」と
の保有方針を定めています。

●政策保有株式の管理
IHIは，毎年取締役会において，すべての政策保有株式に
ついて，上記の保有方針に基づいた中長期的な保有意義
の確認や経済合理性の検証を行なうことにより，保有の
適否を確認しています。

実績

2019年度は，政策保有株式57銘柄（退職給付信託へ拠出
した26銘柄を含む）のうち，7銘柄を全数売却，2銘柄を
一部売却しました。

その他
●コーポレート・ガバナンスに関する報告書
コーポレート・ガバナンスに関する詳細な内容は，コーポ
レート・ガバナンスに関する報告書をご参照ください。

web 	コーポレート・ガバナンスに関する報告書

https://www.ihi.co.jp/ihi/company/pdf/corpreateGv2020.pdf
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コンプライアンス
方針

IHIグループは，「IHIグループコンプライアンス基本規程」
などに従い，適切なコンプライアンスの運用に努めていま
す。
これらは，法令遵守にとどまらず，変化する社会の価値観
や社会からの要請を的確に把握し，社会の期待に応える
ための取組みです。
2019年の品質に関する不適切事象を受けて，IHIグルー
プはリスク管理活動における注力項目としてコンプライア
ンス体制および品質保証体制の強化などを掲げ，再発防
止に向けた取組みを進めました。その取組みのひとつと
して，IHIグループの全従業員が日常の業務で守るべき規
範として「IHIグループ行動規範」を，「IHIグループ基本行
動指針」に基づいて2019年度に制定しました。
引き続きコンプライアンスの徹底を図るとともに，不適切
検査の原因分析も踏まえた上で，再発防止策を確実なも
のとし，全社一丸となって，信頼回復に努めていきます。

IHIグループ行動規範

1．私たちは，ルールを理解し，守ります。

2．私たちは，決して不正な行為を行ないません。

3．私たちは，人権を尊重します。

4．私たちは，お客さまにお届けする安全と品
質を最優先にします。

5．私たちは，公平・公正な取引を行ないます。

6．私たちは，自らならびに仲間の安全を決し
て損ないません。

7．私たちは，情報を厳格に管理します。

8．私たちは，問題が起きたら直ちに報告します。

IHIグループコンプライアンス基本規程

コンプライアンスは，社会の中で企業が活動を
行なうための基盤となるものです。

IHIグループは，「IHIグループ基本行動指針」に
則り，次の行動を実践することと定義していま
す。

●法令や社内規定などのルールを大切にし，守
ること

●企業人として公正で，かつ責任ある行動をとる
こと

●税務コンプライアンス
IHIグループ税務基本方針

IHIグループは，「IHIグループ基本行動指針」に
基づき，以下のとおり税務に関する基本方針を
定め，税務コンプライアンス意識を高めるととも
に，将来にわたってIHIグループの持続的な成長
と企業価値の向上に努めます。

1．法令の遵守
IHIグループは，各国・地域の税に関する法令
の意味するところを理解したうえでこれを大切
に守り，社会的なルールや国際的な取り決めに
反することのないよう，誠実，公正を旨として倫
理的に行動します。

2．移転価格
IHIグループは，IHIグループ各社の貢献に応じた
所得の適正配分を実現するため，各国・地域にお
ける法令や，国際的な移転価格ガイドラインに基
づくグループ内取引価格を設定することにより，各
国・地域における税金の適正納付に努めます。

3．タックスプランニング
IHIグループは，租税回避を目的とした事業実体
を伴わないタックスプランニングは行ないません。

4．税務当局との関係
IHIグループは，税務行政手続きおよび税務調査
時における情報提供を適時適切に行なうことに
より，各国・地域の税務当局との健全な関係を
維持するよう努めます。
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体制

●コンプライアンス委員会
IHIグループは，全社委員会組織としてコンプライアンス
委員会を設置しています。委員会は，グループコンプライ
アンス担当役員を委員長，各部門のコンプライアンス実施
責任者を委員として構成され，コンプライアンスに関わる
重要な方針を審議・立案し，活動を推進しています。
委員会の決定事項は委員を通じて各部門に展開され，事
業形態に応じたコンプライアンス活動に反映しています。
また，各部門の活動状況は委員会で共有し，PDCAを回
しながら活動しています。
法務部は事務局として，コンプライアンス委員会で定めた
活動方針に沿ってコンプライアンス活動を企画・実施する
とともに，各部門の活動状況をフォローしながら必要な
指導や支援を行なっています。

コンプライアンス体制

最高執行責任者（COO）

本社部門
コンプライアンス
実施推進責任者

事業領域
コンプライアンス
実施推進責任者

コンプライアンス委員会

  

   
経営会議

委員長 グループコンプライアンス担当役員
事務局 法務部 コンプライアンスグループ

委員 各部門のコンプライアンス実施推
進責任者

2019年度の開催回数 5回

●コンプライアンス・ホットライン
IHIグループは，すべての役員・従業員などによる，法令，
社内規定や社内外のルールに対する違反やその恐れのあ
る行為などを未然にあるいは早期に把握し，適切な是正
を図るための内部通報制度として，コンプライアンス・
ホットラインを運用しています。この制度は通報したこと
について利用者に対して不利益な取り扱いや嫌がらせな
どを行なうことが禁止されており，違反者は就業規則など
に従い処分されます。
役員・従業員などはこのホットラインを通じて，指揮命令
系統を介さずに社外の専門機関に直接通報・相談するこ
とができます。
国内に加えて2017年度は米国，2018年度はアジア大洋
州・中国・台湾・韓国での運用を開始しました。
2019年度は，欧州・トルコ・ロシアでの運用準備を進め
ました。通報は各国で主に利用される言語でも受け付け
ています。

コンプライアンス・ホットラインの仕組み

IHI 各部門および関係会社
コンプライアンス担当者

IHI 法務部 

一次通報受付窓口（外部機関）

（ IHI・関係会社 役員,　従業員,　
パート,　派遣従業員など）

通報者の承諾を得た
内容を報告

匿名・実名ともに
受付可能

通報内容をそのまま報告

匿名の場合は、
名前・発信元などは
マスキングして報告

秘密厳守

WEB
（インターネット）

TEL FAX
（国内のみ）

通報者

対
応
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
（
実
名
か
つ
希
望
者
へ
）
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教育・浸透

●品質・コンプライアンス研修
IHIグループは，民間航空機エンジン整備事業における不
適切事象を踏まえ，全グループ会社にコンプライアンスの
基本を徹底させるため，新たに「IHIグループ行動規範」を
定めました。さらに品質・コンプライアンス研修とフォロー
アップ活動を実施し，グループ全従業員への浸透を図りま
した。

●ライン管理者向け研修
IHIグループは，日常業務で部下の指導を行なうライン管
理者を対象に，コンプライアンス研修を実施しています。
2019年度の研修内容は，コンプライアンス違反を起こさ
ないためのポイント，セルフエスティーム（職業的自尊心）
の高い組織風土を醸成することの重要性，今後のマネジ
メントの指針などでした。この研修は2006年度より継続
して実施し，これまでの参加者はのべ977名です。

●e-ラーニング
IHIグループは，毎年テーマを決めて，ｅ-ラーニングによ
るコンプライアンス教育を行なっています。2019年度は

「ハラスメントのない職場を目指す」と題した教育を実施し，
これを国内および海外のIHIグループにも展開しました。

コンプライアンス教育の受講者数	 （単位：名）

項目 データの対象範囲 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

役員研修 IHIおよび国内子会社 55 50 47 ー

ライン管理者向け研修 IHIおよび国内子会社 73 83 75 72

品質・コンプライアンス研修
IHIおよび国内子会社 ー ー ー 27,866

海外子会社 ー ー ー 1,774

e-ラーニング
国内 IHIおよび国内子会社 18,859 18,020 18,234 18,164

海外 海外子会社 1,392 1,261 1,126 1,214

実績

コンプライアンス・ホットライン通報件数	 （単位：件）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

通報件数 218 209 238 239
<データの対象範囲>
2016年度：IHIおよび国内関係会社
2017年度：IHIおよび国内関係会社，海外関係会社の一部（アメリカ・ブラジル）
2018，2019年度： IHIおよび国内関係会社，海外関係会社の一部（アメリカ・ブラジル・アジア・中国・

韓国）
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競争法・贈賄禁止法
方針

●競争法，贈賄禁止法の遵守
企業活動のグローバル化・ボーダーレス化の進展により，
海外市場での商取引の機会維持・獲得には，諸外国の競
争法の遵守が不可欠です。また，不正な利益供与といっ
た腐敗行為を行なわないことが国際的な行動規範です。
IHIグループは，この国際規範に則り，競争法・贈賄禁止
法を含む諸法令の遵守を，全グループ会社の行動規範と
して，社長以下，積極的にコミットしています。
また，行動規範をより具体化した「IHIグループ競争法遵
守基本規程」や各種ガイドラインの運用などで，競争法違
反が生じることのないよう，取組みを充実・強化していま
す。
贈賄禁止法については，「IHIグループ公務員贈賄防止に
関する基本規程」により，公務員などに対する贈賄，ファ
シリテーションペイメントを含む不当・不合理な費用負担
や寄付を禁止しています。また，各部門で運用基準を制
定し具体的な手続きや管理責任者を定め，規定の実効性
を高めています。

体制

IHIグループは，IHI法務部がグループ全体のコンプライ
アンスとリスクマネジメントの中心として，教育やモニタリ
ングなどのプログラムを推進しています。
IHIグループ各社では，左記のIHIグループ規定をベース
に，競争法・贈賄禁止法を含むコンプライアンスに関する
リスクについて，それぞれ活動エリアや業態に応じたリス
クアセスメントを実施し，IHI法務部の支援を受けながら，
リスクの度合いに応じた対応を行ないます。
競争法・贈賄禁止法を含むコンプライアンス上の問題は，
コンプライアンス・ホットラインにより，不正を小さな芽
の段階で発見して対処しています。
また，万一コンプライアンス上の重大な問題が発見され
た場合は，CEOを本部長とする対策本部を設置し，社内
外の専門家の知見も活用し迅速かつ柔軟に対応する体制
を整えます。問題解決後は，同対策本部が再発防止策の
実施までをフォローします。

実績

法令遵守のための取組みと法令違反件数（2019年度）	 	
（単位：件，対象：IHIおよび連結子会社）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

競争法 0 0 0 0

贈賄禁止法 0 0 0 0

政治団体および経済団体・その他主な業界団体への支出	
（単位：百万円，対象：IHI）

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

政治団体 10 10 10 10

経済団体 41 42 48 56

その他主な業界団体 55 55 101 120

教育・浸透

●従業員への教育・モニタリング
IHIグループは，日本の独占禁止法や不正競争防止法，米
国シャーマン反トラスト法，欧州連合（EU）競争法をはじ
めとした各国競争法遵守のための教育をグループ全体で
実施しています。また，米国FCPA（海外腐敗行為防止法），
英国Bribery Act 2010（2010年贈収賄防止法）などの啓
発・教育活動，および国内外における贈賄禁止法違反リ
スクのモニタリング活動も展開しています。
これらの活動は，受講者からのフィードバックや法務部で
の実効性レビューを実施し，次年度以降における活動改
善につなげています。
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安全保障輸出管理
体制

●安全保障輸出管理委員会
IHIグループは，安全保障輸出管理に関する社内規定を制
定し，安全保障輸出管理委員会を設置して，外国為替お
よび外国貿易法の遵守とリスク管理に取り組んでいます。
安全保障輸出管理委員会は，委員長（代表取締役），事務局

（法務部），委員（各本部・事業領域から選出された責任者）
と審査員で構成された全社的組織です。各部門の海外取
引事案についての社内審査，管理状況についての自己監査，
関連法規などの情報共有，啓発・教育活動などを実施し
ています。
また，自己監査における指摘事項や課題をベースとした部
門別の業務改善活動を継続的に行ない，管理品質の向上
を図っています。

安全保障輸出管理体制

事務局

社長

安全保障輸出管理委員会
委員長：代表取締役副社長

各本部・事業領域の管理責任者

各本部・事業領域の管理担当者

事務局長：法務部長
法務部安全保障
輸出管理グループ

オブザーバー

内部監査部門
技術開発部門

グローバルビジネス部門
コーポレート法務部門

関係会社

国内・海外の関係会社：
主管する本部・事業領域
が指導

審査会

会　長： 委員長が任命
審査員： 各本部・事業領域
 から選出

委員長 代表取締役副社長

事務局 法務部 安全保障輸出管理グループ

委員 各本部・事業領域の管理責任者

2019年度の開催回数 1回
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考え方

IHIグループは，2019年の民間航空機エンジン整備事業
に関わる不適切な品質検査問題を踏まえ，企業倫理の原
点に立ち返るべきと考え，次のグループ全社活動を展開
しています。
1. IHIグループ「行動規範」「品質宣言」の制定・展開
2. コンプライアンス体制の強化

P.25 	コンプライアンス

3. 品質保証体制・品質マネジメントシステムの強化
4. 声の出る職場づくり
5. リスク管理活動の強化

P.32 	リスク管理

●IHIグループ「行動規範」「品質宣言」
IHIグループは，2019年度に全従業員が日常の業務で守
るべき規範として「IHIグループ行動規範」を定めました。
これは「IHIグループ基本行動指針」に基づくもので，とる
べき行動や判断の基準をより明瞭化したものです。
また，安全と品質を最優先することを「IHIグループ品質
宣言」に示しました。これは，ものづくりの基本的な考え
方と私たちの「品質」に対する行動や意識を改めて明確に
したものです。

「行動規範」と「品質宣言」は制定後，直ちにIHIグループ全
体に展開しました。さらに教育を通じて浸透を図り，日々
の行動につなげていきます。

P.25 	IHIグループ行動規範

IHIグループ品質宣言

IHIグループは

1．品質第一を徹底します

2．三現主義とコミュニケーションで，日々改善
に取り組みます

3．課題に耳を傾け，速やかに対応し，正しい情
報を提供します

4．ルールを守り，正しい作業で品質を保証しま
す

5．一人ひとりが努力して，お客さまに安心をお
届けします
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体制

●品質保証体制・品質マネジメントシステムの強化
IHIグループは，全社委員会組織としてIHIグループ品質
委員会を設置しています。IHIグループ品質保証全般担当
役員を委員長，事業領域長・事業領域品質担当幹部・本
社部門幹部を委員として委員会を構成し，品質に関わる
重要な方針を審議・立案し，活動を推進しました。

品質向上推進体制図

IHIグループ品質委員会

最高執行責任者（COO）

事業領域
事業領域長 

品質担当幹部 
品質保証部門長

SBU・関係会社
SBU長・関係会社社長 

品質担当幹部 
品質保証部門長

委員長 グループ品質保証全般担当役員

事務局 ものづくりシステム戦略本部

委員
事業領域長，
事業領域品質担当幹部，
本社部門幹部

2019年度の開催回数 1回

教育・浸透

P.27 	品質・コンプライアンス研修

取組み

●声の出る職場づくり
IHIは，社長をはじめとする経営幹部が職場訪問を実施し，
経営トップが現場と同じ目線で従業員と対話するなど，活
発な意見交換を行なっています。
2019年度は，現場で抱える問題や困りごとを解決するた
め，設計・技術・品質部門のメンバーで構成された「QA
チーム」を国内工場内で立ち上げました。三現主義とコ
ミュニケーションを基本に，QC（品質管理）ではなくQA

（品質保証）視点で問題解決を図り，働きやすい職場づく
りを推進しました。
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IHIグループは，リスク管理を経営の最重要課題の一つと
とらえ，グループ全体で強化に取り組んでいます。
リスク管理の基本目的は，事業の継続，役員ならびに従
業員とその家族の安全確保，経営資源の保全，社会的信
用の確保です。そして，「IHIグループ基本行動指針」に基
づき，次の行動指針に沿ったリスク管理を行なっています。
1．IHIグループの事業の継続を図ること
2．IHIグループの社会的評価を高めること
3．IHIグループの経営資源の保全を図ること
4．ステークホルダーの利益を損なわないこと
5．被害が生じた場合には，速やかに回復を図ること
6．事態が発生した場合には，責任ある行動をとること
7．リスクに関する社会的要請を反映すること

体制

IHIグループは，リスク管理全般に関わる重要事項を検討
する機関として，CEOを議長とするリスク管理会議を設置
し，取り組み方針や年次計画，是正措置などの重要事項
を検討しています。
重点的に対処すべきリスクを「グループリスク管理活動重
点方針」として定め，IHIの各部門および海外を含むグルー
プ会社は，この方針に沿って主体的・自立的にリスク管理
活動を進めています。

リスク管理の徹底

グループ全体に共通するリスクについては，主にIHIの本
社部門から構成されるグループリスク統括部門が専門性
を生かした情報提供や教育を実施し，グループ各部門の
リスク管理活動を支援しています。また，内部監査部門は，
グループのリスク管理体制の整備状況および運用状況に
ついて監査を実施し，適正性の確保に努めています。

リスク管理体制

事業領域長

リスク管理
グループ

※SBU：事業領域傘下の事業執行単位

リスク管理会議
議長：CEO

取締役会

…

グループリスク統括部門が
グループ横断でリスクの把握・管理を支援

本社部門

SBU長SBU※長

部門
主管関係会社

部門
主管関係会社

部門
主管関係会社

部門
主管関係会社

内部監査部，
法務部，人事部，
技術開発本部，
…………………
…………………
…………………

グ
ル
ー
プ
リ
ス
ク

統
括
部
門

議長 最高経営責任者（CEO）

事務局 経営企画部

出席者 グループリスク統括部門長，事業領域長その他議長の指名する者

2019年度の開催回数 4回
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取組み

2019年度は，複数のディフェンスラインによる強固なリス
ク管理を行なうための，3段階のリスク管理体制を構築す
るとともに，重点テーマに基づくリスク管理の強化に向け
た取組みを実施しました。

P.25 	コンプライアンスの強化
P.30 	コンプライアンスの強化（品質）

●2020年度リスク管理活動重点方針
現在，IHIグループを取り巻く事業環境は大きく変化して
います。これらの急激な変化に対応しながら事業変革を
加速させていくためには，変化を鋭敏にとらえた上でリス
クを検知し，迅速・的確に対応する能力をより一層高め
るとともに，PDCAに基づく徹底したリスク管理を進めて
いく必要があります。この認識のもと，右記のリスク管理
重点テーマに取り組んでいます。

●トップダウンで定めたテーマに対して管理計画を立案・
推進していくリスク管理活動

1．コンプライアンス：取組みの深化
2．品質保証体制の定着
3．事業面の重要リスクへの対応力強化

●事業活動に潜むリスクを網羅的に確認し，管理計画を
立案・推進していくリスク管理活動

1．安全管理の徹底・強化
2．コンプライアンスの強化
3．品質システム，業務システムの改革
4．変化する経営環境・競争環境への対応，  

環境経営の推進
5．グローバル戦略の実行に伴うリスクへの適切

な対応
6．強靭なプロジェクト遂行体制とリスクマネジ

メント体制への変革
7．情報セキュリティの確保
8．災害や事故発生時の適切な対応
9．大型投資の適正性の確保

10．働き方改革推進による業務生産性の向上・
多様な人材が活躍できる職場環境づくり

11．営業秘密・個人情報・重要技術情報の流出
防止

12．ステークホルダーとの信頼関係の維持向上
13．ハラスメント対策の徹底
14．ダイバーシティ向上の一層の推進
15．人権教育・啓発活動の推進

リスク管理の仕組み

3段階のリスクへの構えリスク管理の仕組み

トップダウンテーマ

1．コンプライアンス：取組みの深化
2．品質保証体制の定着
3．事業面の重要リスクへの対応力強化

四半期ごとに開催

ボトムアップ活動

100項目を超える事業関連リスク
について，対応計画と実施状況を
継続的に評価・確認

リスク管理会議

ディフェンスライン 対応部門 対応内容

第2 事業領域
監視および指示／
リスクの予兆検知

第1
事業部門
SBU
関係会社

リスクの特定／直接対応

第3
内部監査部

評価および助言／注意喚起／
リスクの予兆検知／水平展開コーポレート

リスク管理機能の保証
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リスク管理の徹底

危機管理
考え方

非常時のリスク管理体制については「IHIグループ危機管
理基本規程」において，IHIグループ全体の危機管理体制
や対応手順，事業継続計画（BCP）を定めています。
経営や事業活動に重大な影響を与えるおそれのある状態
が発生したときは，危機管理対策本部を設置し，被害を
極小化するための適切な措置を講じています。

取組み

●新型コロナウイルス感染拡大への対策
IHIグループは，社会インフラを支える企業として，緊急
事態宣言のようなさまざまな状況下においても事業を継
続することが重要であると考えています。
新型コロナウイルス感染拡大に対しては，社長を本部長と
する危機管理対策本部を速やかに設置し，お客さまなら
びに従業員とその家族の安全・健康を確保することを最
優先として，十分な感染拡大防止策を講じた上で事業活
動を継続しています。
主な対策は以下のとおりです。
1．感染を防止する勤務体制
事務所部門では，在宅勤務の比率を高め，勤務を継続し
ています。工場などでは，就業中や通勤途上における感
染リスクを低減するために，出勤者数の抑制，交代制勤
務の実施，自家用車による通勤の拡大などの対策を講じ
ています。また，従業員およびその家族の健康状態を日々
把握し，感染の恐れのある場合には出勤の停止を指示す
るなどの対策をとっています。
2．感染防止備品の確保
マスクならびに消毒用アルコールなどの感染防止備品に
ついては，安定した調達ルートを確保し，各拠点に配布
するとともに備蓄も行なっています。
3．新たな働き方の検討
感染拡大の防止と事業活動の継続を両立させるとともに，
事業環境の変化へ柔軟に対応するために，従来の仕事の
進め方や仕組みを見直し，新しい働き方の検討を進めて
います。

●防災への取組み
IHIグループは，激甚災害の発生に備え，従業員の安全を
確保し事業継続を担保するための体制を構築しています。
具体的には，事前対策などについて社内規定を定めると
ともに，各事業所・部門・関係会社においてBCP（事業継
続計画）を策定しており，レジリエンス認証も取得してい
ます。
また，工場や事務所の耐震化などの設備投資を行なうほ
か，地方自治体と防災協定を締結するなど，災害時にお
ける協力関係も着実につくりあげています。

●BCPの策定と改善
IHIグループは，BCPの実効性を維持・向上するため，定
期的にBCPを見直すほか，従業員の安否確認システムへ
の登録促進や，各拠点におけるリスクマップのメンテナン
スを行なっています。
さらに，毎年3月には社長を含めた経営陣が参加するグ
ループ激甚災害対策訓練を実施し，発生日時や被害想定
を毎回変化させることでさまざまな角度からBCPの実効
性を検証しています。また，関係会社でもBCPの検証訓
練を行ない，防災力の向上に取り組んでいます。
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方針

IHIグループは，お客さまやお取引先の機密情報，会社の経営情報や技術情報などを確実に保護するために「IHIグループ情報セキュリティポリシー」を定め，情報の適正な管理と情報セキュ
リティの維持・向上に取り組んでいます。

IHIグループ情報セキュリティポリシー

IHIグループが保有する情報資産の安全性を確保し，
お客さまおよびユーザや社会との信頼関係を一層ゆる
ぎないものにするため，ここにIHIグループ情報セキュ
リティポリシーを定める｡

（活動の基本）
1．IHIグループは，漏洩，盗難，紛失，破壊，不正な

侵入，障害および災害等から情報資産を保護し，
維持するために，適切な人的・組織的・技術的諸
対策を講じる。

　 万一情報資産にセキュリティ上の問題が発生した
場合は，その原因を迅速に究明し，その被害を最
小限に止めるように努める。

（情報資産）
2．情報資産とは，媒体を問わずIHIグループが事業

の活動の中で扱う情報，および情報を扱うために
必要な装置･施設･サービスをいう｡

（適用範囲）
3．IHIグループ各社の役員，従業員のほか，派遣社

員等，IHIグループの情報資産を利用する者に対

し本ポリシーを適用する｡

（法令等の遵守）
4．IHIグループは，情報資産に関する法令，規範およ

びお客さまとのセキュリティに関する契約上の要
求事項･義務を遵守する｡

（教育）
5．IHIグループ各社は，IHIグループの情報資産を利

用する者に対し，必要なセキュリティの教育を行
ない，セキュリティ意識の向上および維持を図る｡

（運用体制等）
6．IHIグループ各社は，情報セキュリティに関する規

定を定め，情報管理の責任者を置く等，情報セキュ
リティの運用管理の仕組みを確立し，維持および
改善を含めた活動を継続的に実施する｡

（経営幹部の責任）
7．経営幹部は，率先垂範して本ポリシーを実践する

ものとする｡ 本ポリシーに反するような事態が発
生したときには，自ら解決に当たり，原因究明，

再発防止に努め，権限と責任を明確にしたうえで，
適正に対処する。

（処分）
8．情報セキュリティに関する規定に違反する事例が

生じた場合には，IHIグループ各社の就業規則等
により処分する｡

（公表）
9．本ポリシーは，IHIグループの情報資産を利用する

者に対して公表･通知するとともに，一般にも公表
する｡
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体制

IHIグループでは，情報マネジメント関連事項担当役員を
最高責任者とした情報セキュリティ推進体制を構築してい
ます。IoT／ICT推進委員会に置いた情報セキュリティ部
会を取りまとめ機関とし，IHIの本社部門・事業領域・
SBUおよび関係会社ごとに統括管理責任者をおいて，情
報セキュリティ活動に取り組んでいます。

情報セキュリティ活動推進体制

最高執行責任者（COO）

経営会議

IoT/ICT 推進委員会

情報セキュリティ部会

本社部門 事業領域

情報セキュリティ部会

部会長
高度情報マネジメント統括本部　
本部長

事務局
高度情報マネジメント統括本部
情報セキュリティ部

部会委員 事業領域，SBU，本社部門

2019年度の開催回数 3回

●情報セキュリティマネジメントシステム
IHIグループは，IHIの主要部門と主要なグループ会社で
構成する情報セキュリティ部会を年3回開催し，情報セキュ
リティ対策の計画・実施・点検を1年サイクルで実施して
います。
2019年度は，PDCAにおけるチェック（C）機能の強化とし
て，自組織・事業領域・コーポレート部門による三段階
の情報セキュリティ監査体制を構築し，IHI部門および関
係会社による内部監査，コーポレート部門による文書監査，
事業領域による訪問監査をそれぞれ実施しました。訪問
監査では，関係会社6社を監査し，発見された不備に対し
て事業領域が改善を指導しました。
IHIグループの中でも国の重要な業務に携わる部署およ
びグループ会社では，社外の専門機関による情報セキュリ
ティの国際規格ISO27001の認証審査を毎年受け，高い
セキュリティレベルの維持に努めています。

教育・浸透

●従業員への教育
IHIグループは，情報セキュリティのルールやツールに対
する従業員の理解を深めるためのe-ラーニングを毎年実
施し，セキュリティ意識の維持・向上を図っています。

e-ラーニング受講率	 (単位：％，対象：IHI）	

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

e-ラーニング
受講率

98.5 98.0 96.8 83.0

実績

●情報セキュリティ対策
IHIグループは，情報セキュリティのリスクに対してルー
ル・ツール・教育の3つの側面から対策を実施していま
す。
ルール面では，「IHIグループ情報セキュリティポリシー」

「情報セキュリティ対策基準」「情報システム利用者規程」な
どの諸規定を定めています。ツール面では，ウイルス対策
ソフトウェアなどのセキュリティツールを導入し，適宜最
新機種に更新しています。

●情報セキュリティ対策レベルの評価
IPA（独立行政法人 情報処理推進機構）が提供する企業向
けの情報セキュリティ対策ベンチマークに基づき，毎年
IHIグループ全体の情報セキュリティ対策レベルを定量的
に評価しています。2019年度の情報セキュリティ対策レ
ベルは，5点満点中3.2点でした。4点を目標スコアとして，
2020年度もIHIグループ全体で情報セキュリティレベルの
向上に努めます。

情報セキュリティ対策レベル評価
	 (単位：点，対象：IHIおよび連結子会社）	

項目 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

情報セキュリティ
対策レベル評価

（5点満点）
ー 3.0 2.9 3.2


