
当社は取締役・監査役を中心として、当社グループにふ

さわしいコーポレート・ガバナンス体制を構築し、その充実

を図っています。

そして、グループ全体として、株主・顧客・従業員・地域社

会などのステークホルダーの皆様に対しても透明性の高

い経営を行い、円滑な関係を構築しながら、効率的で健全

な経営の維持により企業価値を向上させることを、コーポ

レート・ガバナンスに関する基本的な考え方としています。

取締役会は会長が議長を務めており、取締役の人数は

12名（定員15名）となっています。監査役は４名となって

おり、監査役会を設置しています。また、企業統治に関し

て、取締役会のほか、代表取締役および重要な子会社の

経営責任者で構成する経営会議および執行役員を加え

たグループ業務執行会議を設置しています。

取締役については業務執行から独立した取締役を置

いています。監査役については財務および会計に関する

相当程度の知見を有する監査役を選任するとともに、当

社との取引関係などの利害関係のない２名の社外監査役

（うち１名は東京証券取引所の定める独立役員）を選任し

ています。業務執行に際しては、取締役会において選任

された執行役員が業務執行を行っており、業務執行にあ

たっての基本目標・方針は、取締役会において経営計画を

編成する中で決定され、全執行役員に直ちに示達される

とともに、グループ業務執行会議において徹底が図られ

ています。経営計画の実行状況については、代表取締役

および重要な子会社の経営責任者で構成する経営会

議、ならびに取締役会において定期的にフォローアップし

ています。また、取締役については、その報酬に業績を反

映させてインセンティブとする一方で、任期を１年とし、経

営責任の明確化を図っています。なお、重要な経営課題

については、経営会議において重点的に審議し、所定の

事項については取締役会に諮ることとしています。経営

会議は原則として月３回開催し、連結経営の見地に立っ

て、経営方針・経営戦略・重要な経営課題などを審議して

います。

当社は、以下の通り内部統制システムの整備を進めて

おり、当社を取り巻く環境の変化なども視野に入れ、今後

も必要に応じて見直しを行うこととしています。2010年

度における主な整備状況は次の通りです。

①リスク管理体制の整備

当社グループでは、全社で一定のリスク管理水準を確

保するための「全社的リスク管理体制」を構築し、経営に

重大な影響を及ぼす重要リスクの把握と対応を行い、グ

ループ経営原則に掲げているリスクマネジメントの充実を

図ることにしています。

②コンプライアンス推進体制の整備

2010年４月から各事業部門におけるコンプライアンス

委員会をＣＳＲ委員会に改め、ＣＳＲ活動全般の充実に取

り組む中で、コンプライアンスに対する意識向上に取り組

む体制としました。従業員に対しては「コンプライアンス

ガイドブック」の配布のほか、eラーニングなどによるコン

プライアンス教育も充実させており、当社グループを挙げ

てコンプライアンスに対する意識の向上を図っています。

内部監査については、内部監査部門である監査部（10

名）が、当社グループの経営活動全般における業務執行

が、法規ならびに社内ルールに基づいて適切に運用され

ているかなどの監査を定常的に行うなど、内部統制機能

の向上を図っています。また、監査役と監査部は月次で情

報交換を行っており、それぞれの監査結果・指摘事項など

の情報を共有しています。

監査役監査に関して、監査役は、取締役会および経営会

議などに出席するとともに、重要書類の閲覧や、代表取締

役との定期的会合、社内各部門および子会社の監査を通

じて業務および財産の状況の調査などを行っています。ま

た、２名の社外監査役により経営監視機能の客観性および

中立性を確保するとともに、常勤監査役と社外監査役との

情報共有を行い、経営監視機能の充実を図っています。

会計監査については、当社の会計監査人である、あずさ

監査法人の財務諸表監査を受けています。監査役および

監査役会は、会計監査人からの監査計画の概要、監査重点

項目の報告を受け、監査役会からも会計監査人に対し監査

役監査計画の説明を行っています。監査結果については定

期的に（年２回）報告を受け、情報交換や意見交換を行うな

ど連携を図っています。また、必要に応じて監査役が会計

監査人の監査に立ち会うほか、会計監査人から適宜監査に

関する報告を受けています。

監査役設置型を採用し、会計監査人を設置しています。

コーポレート・ガバナンス

企業統治の体制の概要

内部統制システムの整備状況

企業統治の体制 

内部監査

監査役監査

会計監査

川崎重工業のガバナンス体制

株　主　総　会

取締役会 監査役会
会計監査人

監査部（内部監査）
相互連携社長直轄

選任決議 選任決議 選任決議
監視

監査 監査・調査

監督

業務執行体制

重要プロジェクト会議

経営会議

関係会社

本社/カンパニー

グループ業務執行会議
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経営の透明性と健全性を追求し、事業部門の自立的な運営とともにグループ総合力の
発揮を実現します
風通しが良く自浄作用の働く組織を築き、信頼される企業風土を確立します
事業目標の達成を阻害する重要なリスクを把握し、最適な対応が取れる体制を構築します

確実な情報セキュリティ対策を行い、情報の安心と安全を維持します
適時的確に企業情報を発信し、開示内容もさらに一層充実させます
お取引先と共生し、公正なパートナーシップを継続するとともに、
CSR活動の協働を推進します

コーポレート・ガバナンス

コンプライアンス
リスク管理

情報セキュリティ
情報開示・IR活動
お取引先

ありたい
姿

社会の信頼に応えるため、いつも誠実に行動します

2



これまで講じてきた諸施策の成果を検証し、今後の

コンプライアンス推進活動の指針とするため、2009年2

月に初めてコンプライアンス意識調査を実施しました。

この結果、セクハラ・パワハラなどの人権侵害防止の研

修や指導を求める声が多いことが判明しました。

この意識調査結果を踏まえ、2009年度のコンプライ

アンス全社共通重点活動を「セクハラ・パワハラを中心と

する人権問題に関する教育・啓発」と設定しました。この活

動は、全従業員を対象に教育用ＤＶＤ視聴や講義を組み

合わせた研修を行うことを基本として、各事業部門で研

修内容を工夫して実施することとしました。

受講者の感想として、「分かりやすかった」「繰り返し実

施してほしい」などの声が寄せられています。｢コンプライ

アンス報告・相談制度｣にもセクハラ・パワハラに関する相

談が寄せられてきており、今後もこのテーマについての

教育・啓発を検討していきたいと考えています。

従業員が、所属する部門でコンプライアンス違反の疑

いがあることに気付いた時は、まず上司や関係部門に報

告あるいは相談することが基本です。しかし上司が関わっ

ている疑いがある、あるいは所属の多くが関与しており自

分が孤立している、周りから圧力を感じるなどという場合

は、社内では報告あるいは相談することが不安だったり、

怖かったりするかもしれません。そんな時のために、「コン

プライアンス報告・相談制度」を設けています。

「コンプライアンス報告・相談制度」では外部弁護士が

直接相談者の相談に乗り、報告を聞きます。そして相談者

の氏名は秘密にしてCSR部（事務局）に通知し、事務局は

事実関係を調査し、違反の有無を判断の上、今後の対処

方針を決定します。決定した方針を、外部弁護士は相談

者に直接回答します。

この制度が有効活用されるよう、コンプライアンスガイ

ドブックの配布、社内イントラネット掲示板への利用方法

の掲示、そして社内報への利用方法および利用実績の掲

載などにより幅広く従業員に告知しています。

2009年度は14件の報告・相談がありました。

２０１０年４月からリスク管理の最高責任者として社長

を、リスク管理業務を統括する責任者としてＣＲＯ(Chief 

Risk Officer)を置くとともに、リスク管理に関する重要な

事項の審議や実施状況のモニタリング機能を持ったリス

ク管理委員会を設置して全社的リスク管理を実施してお

ります。また、リスク管理部門を設置しリスク管理を全社

的に推進・支援するとともに、各事業部門においても事業

部門長を責任者とした同様の体制を構築し全社的リスク

管理を推進しております。

この体制のもと、２０１０年４月から、各部門におけるリス

クの洗い出し・評価、対策立案・実施、モニタリングといった

一連のサイクルを回し、経営に重大な影響を及ぼす重要

なリスクを毎年共通な尺度で特定し、全社的視点で合理

的かつ最適な方法で管理していくことにしております。

川崎重工グループでは、リスクが顕在化した場合に備

えて、生命・財産の保全、被害・損失の極小化、事業活動の

早期復旧を図ることを目的とした「危機管理規則」を定め

ています。当社グループ全体を組織横断的に統合する危

機管理体制として、社長を最高危機管理責任者とする危

機管理対策機構を設け、危機が発生した時には本社およ

び現地対策本部を立ち上げ、迅速に対応する体制を構築

しております。

2009年の新型インフルエンザ流行時には危機管理対

策機構から情報ならびに注意事項を社内に発信しました

が、神戸において国内感染者が確認された翌営業日には

本社対策本部を設置し、事業所ごとに新型インフルエン

ザ対策行動計画（BCP）を策定し、対策にあたりました。

また、大規模地震など災害発生時に当社グループ社員

の安否確認を迅速に行うための川崎重工グループ安否

情報システムを2004年度から導入し、訓練を重ねてまい

りましたが、さらにリスク対策の一環として、2010年１０月

１日より社外システム（クラウド）を利用した、さらに使いや

すい川崎重工グループ緊急連絡システムに更新し、リス

クが顕在化した場合に備えています。

当社グループはコンプライアンスを重視し、これまでさまざまな施策を実施してきました。
ここでは、以下の二つの取り組みをご紹介します。

コンプライアンス報告・相談制度を
設けています

2009年度はハラスメント研修を
実施しました

コンプライアンス
リスクを予防し、
顕在化した場合には損失を最小限に食い止める取り組みを行っています。

リスク管理 危機管理

リスク管理／危機管理

全社的リスク管理体制

川崎重工グループ緊急連絡システム

全社的リスク管理活動

リスク管理最高責任者（社長）

リスク管理統括責任者（CRO）

全社リスク管理委員会

リスク管理部門

全社的リスク管理計画の策定

対応策の策定

リスクの洗い出し

各部門 各部門 各部門

重要リスクの特定

A

P

D

C
全社的リスク
管理活動の
PDCAサイクル

リスク対策の実行

全社的リスク管理の改善

事業部門および本社
＜リスクの抽出と対応＞

モニタリング
・全社的リスク
 管理の運用状況
・リスク対策進捗状況

全社的リスク管理の方針決定・
対応状況確認

全社的リスク管理の推進
リスク情報の整理・分類

リスク管理委員会

リスク管理責任者

リスク管理部門

情報サーバー

電話へ会社

携帯電話へ

パソコンへ

地震情報

一斉連絡

集計・確認

地震
発生
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株主の皆様への利益還元につきましては、当社は、将

来の成長に備え収益力と経営基盤の強化・拡充を図るた

め、内部留保の充実に配慮しつつ、業績に見合った配当

を安定的に継続することを基本方針としていますが、

2009年度（2010年3月期決算）では、将来の業績見通

しおよび内部留保などを総合的に勘案し、１株あたり３円

の期末配当を実施しました。

当社は、国内外におけるさ

まざまなIR活動を通じ、当社

業績の公平かつタイムリーな

情報開示に努めています。

年２回（半期ごと）の機関投

資家・証券アナリスト向け決算説明会のほか、個別取材への

対応や海外機関投資家の個別訪問などを実施しています。

また、当社ホームページに「IR情報」と題した、株主およ

び投資家向けのページを設け、業績予想などの最新情報

のほか、経営方針、各事業部門別の業績の推移、各種計算

書類や決算説明会での配布資料などを掲載しています。

さらに、株主の皆様には、６月末と１２月初旬の年２回、

会社の経営状況や事業の内容などを分かりやすくご紹介

する「BUSINESS　REPORT」をお送りしています。

当社は、企業の最高意思決定機関である「株主総会」

を、株主の皆様と当社経営陣との間でコミュニケーション

を行う重要な「場」と考えています。

株主の皆様が、株主総会で決議いただく重要な事項に

ついて十分に検討いただけるよう、法定の期限よりも早く

招集通知をお送りしており、また、総会会場に出席するこ

とが困難な株主の皆様のために、インターネットや携帯電

話を利用して議決権を行使できるようにしています。

株主総会会場では、１年間の事業の経過と成果などを、

映像を使用して、株主の皆様に分かりやすくご説明する

よう努めています（株主総会で使用した映像は、当社の

ホームページでもご覧いただけます）。

※2010年3月期決算に係る『第１８７期定時株主総会』は、2010年6月25
日、神戸市内で開催いたしました。約680名の株主にご出席いただき、活発
な意見交換を行いました。
※今回の株主総会では、2010年４月に策定しました中期経営計画と
Kawasaki事業ビジョン2020についての説明パネルをロビーに設置し、多
くの株主の皆様からのご質問にお答えいたしました。 

当社は、1999年11月に「調達関係者行動指針」を制

定し、調達に携わる関係者すべてが、日々の行動において

自覚と良識を持つととも

に、お取引先との公正な関

係を堅持し誠意を持って職

務にあたるように努めてお

ります。

本指針は各部門に大き

く掲示され、常日頃より調

達業務遂行の羅針盤と

なっています。

お取引先と締結する「取引基本契約書」において、

CSR活動全体への取り組み姿勢として、当社とお取引先

の双方が「企業の社会的責任の重要性を認識し、環境、社

会の持続的発展を踏まえた事業活動および社会活動に自

主的かつ積極的に取り組む」ことを定めています。

＜グリーン調達＞

また、環境負荷の少ない製品づく

りを目指す「グリーン調達」につい

ては、事業部門の特性に合わせた

取り組みを推進しています。

一例としては、モーターサイクル

＆エンジンカンパニーでは「グ

リーン調達ガイドライン」を国内外

のお取引先に適用し、環境マネジ

メントシステムの構築の要請や、調達する部品・材料など

に含まれる環境負荷物質の把握・管理を行うなど、お取引

先と連携して取り組みを行っています。

「下請法（下請代金支払遅延等防止法）」や「建設業

法」など調達関連法規の遵守のため、グループの調達部

門を対象とした集合研修を年1～2回実施しています（毎

回約40名が参加）。

さらに、下請法については、次の通り、積極的な取り組

みを継続しています。

■ 設計部門などを対象とした研修を各工場で実施
■ 各業務において注意すべき事例を取り上げた「下請

法違反事例集」を作成・配付
■ 社内Webサイトで下請法の概要や解説を掲載し、全

社への周知活動を実施

また、反社会的勢力との関係遮断については、前述の

「調達関係者行動指針」および「取引基本契約書」におい

て、当社とお取引先の双方が反社会的勢力と一切の関係

を持たないことを義務付けています。 

当社ホームページ「IR情報」

株主の皆様に対しては、業績に見合った利益の還元を行うとともに、株主と投資家の皆様に対して、
ホームページなどを通じた情報開示に積極的に取り組んでいます。

株主総会 利益の還元

ＩＲ活動（情報開示）

2005年度

11円20銭

3円

2006年度

18円94銭

5円

2007年度

21円8銭

5円

2008年度

7円2銭

3円

2009年度

▲6円51銭

3円

純損益

配当金

株主・投資家との関わり
調達活動において、お取引先との公正な取引を通じ、
相互に信頼関係を構築することが重要であると考えています。

公正な取引と信頼関係の構築

CSR調達の推進

コンプライアンスの徹底

社内Webサイト  下請法トップ画面 グリーン調達ガイドライン

お取引先との関わり

１株あたり純損益（連結）と年間配当金の推移

詳しくは：川崎重工「IR情報」

http://www.khi.co.jp/ir/index.html

調達関係者行動指針
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社会の信頼に応えるため、

いつも誠実に行動します

社会の信頼に応えるため、

いつも誠実に行動します
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