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　I H Iは、コーポレート・ガバナンスを、I H I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。わたしたちは、この実現のため、経営監
視監督機能と職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、I H Iグループ全体
における業務の適正を確保しております。
　わたしたちは、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ます。

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの
取り組み
―誠実な企業経営のために―

基本的な考え方

コーポレート・ガバナンス体制の概要

役員の選任に関する方針

　当社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を選任しております。取締役会
は、当社経営上の重要事項および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っております。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
場にて、取締役会の意思決定に参加するとともに、当社
経営に対して助言・提言を行なっております。

業務執行体制
I H Iは、取締役会の意思決定機能と監督機能の強化および業務執
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、取締役会の決議をもって任命されます。

報酬諮問委員会
役員報酬の妥当性を確保するため、社外取締役 3名、社外監査役

コーポレート・ガバナンス充実に関する基本方針

　I H Iは、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。

❶株主の権利を尊重し、平等性を確保します。
❷ 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。
❸ 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。
❹ 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。
❺ 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。

1名、人事担当取締役および財務担当取締役の計 6名にて構成し、
委員長を社外取締役とする「報酬諮問委員会」を設置しています。

指名諮問委員会
代表取締役による役員指名の適切な行使を監督し助言することなどを
目的に、代表取締役社長、社外取締役 4名の計 5名にて構成し、委
員長を代表取締役社長とする「指名諮問委員会」を設置しています。

　取締役会は、「役員に求める人材像」を策定するとともに、
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」を策定します。
　取締役会は、「役員に求める人材像」および「社外役員独
立性判断基準」※ に従って、I H I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
を基本方針とします。
※  詳細についてはウェブサイトをごらんください。
コーポレート・ガバナンス
https://www.ihi.co.jp/ihi/company/policy/governance/
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2003年　 取締役会の改革および執行役員制度を導入　
社外監査役を2名から3名に増員

2007年　報酬諮問委員会の設置
2008年　社外取締役を1名から2名に増員
2008年　取締役の任期を2年から1年に短縮
2013年　 東京証券取引所にすべての社外取締役と社外監査

役を独立役員として届出

2015年5月　 コーポレート・ガバナンスに関する基本的考え
方の改定と基本方針の策定

2015年6月
社外取締役を2名から3名に増員
役員人事に関する強化
（指名諮問委員会の設置等）
報酬諮問委員会メンバーの過半数
を社外役員に

2015年8月　 コーポレートガバナンス・コード対応について、
取締役会で決定

2016年1月　取締役会評価の実施

2016年6月
取締役総数を15名から13名に

2017年6月
社外取締役を3名から4名に増員

新指標に基づく業績連動賞与およ
び業績連動型株式報酬制度の導入
（役員報酬制度改定の完了）

2018年6月
取締役総数を14名から12名とし、
3分の1が社外取締役に
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取締役会評価
　I H Iは、取締役会の実効性を高める取り組みとして、2015 年度から取締役会評価を実施してきました。
　2016年度の評価の結果を受けて、2017年度は取締役会改革に取り組み、その効果の測定のため2018 年度中に実効性評価を実
施する予定です。

取締役会評価の
プロセス

❶  外部コンサルティング会社による取締役および監査役全員を対象とした匿名のアンケートの実施
〈アンケート項目〉取締役会の構成・運営、リスクマネジメント、ボードカルチャー等
❷ 外部コンサルティング会社によるアンケートの集計および分析
❸ アンケートおよび分析結果をもとに、対象役員全員からのヒアリングの実施
❹ 社外役員を主メンバーとする社外役員懇談会による意見交換の実施
❺ 以上の結果を取締役会としての自己評価として取りまとめ、改善すべき課題を抽出

評価結果
2016年度

取締役会にて取りまとめた 2017年度の改善すべき課題
 重要事項の審議の充実
 執行部門への権限委譲の一層の促進
 効率的な取締役会運営

取締役会改革
2017年度

取締役会の評価で抽出した課題への対策を決議
❶ 重要事項の審議の充実

 経営方針・計画に関する議論の充実
 大型受注工事、大型投資案件のモニタリング
 役員報酬・人事に関する審議方法の見直し
 非公式会議（取締役監査役懇談会・社外役員懇談会）の活用

❷ 執行部門への権限委譲の一層の促進
 取締役会へ付議する金額基準を引き上げ

 なお、金額基準には該当しないが、新規事業など当初計画では想定していなかった案件や事業戦略
上重要な意義のある案件、大きなリスクが含まれている案件等は、執行部門の判断により決議事項
または報告事項として取締役会で審議を行なう

❸ 効率的な取締役会運営
 執行側からの提案・説明時間の大幅圧縮

今後の取り組み
2018年度～

• 2018年 4月～　新付議基準による運用を開始
•重要事項の審議の充実に関する実施内容は、順次改善を図る
•改革の成果を測るため、2018年度中に再度実効性評価を実施予定

 社内取締役　　  社外取締役

 社内監査役　　  社外監査役

ポイント
  取締役会は、執行部門への権限委譲と
効率的運営により創出した時間を重要
事項の審議に充てる

ガバナンス強化のあゆみ
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報酬等の種類 報酬等の内容 業績評価指標 業績評価指標
の見直し

固定/
変動

給付の
形式

業績連動型株式報酬
（中長期インセンティブ）

業績目標を達成した場合に交付する
数を100とすると、その達成度に応
じて概ね0～ 150で変動
業績評価期間は将来の３事業年度と
し、業績評価期間開始事業年度にお
いて業績評価期間最終事業年度の業
績目標を設定

「グループ経営方針2016」で重視す
る業績指標である連結ROIC（投下資
本利益率）

グループ経営方針
の見直しに応じて
適宜変更を検討

変動
株式
＋
現金

業績連動賞与
（年次インセンティブ）

業績目標を達成した場合に支給する
額を100とすると、その達成度に応
じて概ね0～ 200程度で変動

•  株主との利害共有を目的とした
「株主に帰属する連結当期純利益」
•  「グループ経営方針2016」で重視す
る収益性（「連結営業利益率」、「担
当事業領域の営業利益率」）

•  「役員ごとのミッションに応じた
個別評価指標」等

経営環境や各役員
の役割の変化等に
応じて適宜見直し
を検討

変動 現金

 I H Iおよび I H Iグループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目的として、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職務の遂行を
最大限に促し、また具体的な経営目標の達成を力強く動
機付けることとしています。この実現のため、固定報酬
に加えて、業績連動型株式報酬および業績連動賞与を採
用しています。

  詳細についてはウェブサイトをご覧ください。
コーポレート・ガバナンス
https://www.ihi.co.jp/ihi/company/policy/governance/

役員報酬の
決定方針と手続き 　取締役および執行役員の報酬に関する事項は、その

妥当性と客観性を確保するため、I H Iが任意に設置す
る報酬諮問委員会における審議・答申を経て、取締役
会で決定することとしています。

2017年度取締役および監査役の報酬等の内容

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 17名 523 135 124 784

監査役 7名 108 - - 108

合計
（うち社外役員）

24名
（9名）

631
（81）

135
（-）

124
（-）

892
（81）

（注） 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。

● 業績連動賞与
（年次インセンティブ）

約20% ● 固定の基本報酬

約60%

（百万円）

取締役（社内）および執行役員の報酬構成割合のイメージ

基本的な考え方

インセンティブ報酬の仕組みおよび報酬構成割合

報酬決定の手続き

社外取締役および監査役の報酬

　社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、基本報酬のみ
としています。監査役の報酬は、I H I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、監査役の協議により決定しています。

● 業績連動型株式報酬
（中長期インセンティブ）

約20%
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