ESG_Governance
ガバナンス
企業価値、株主価値向上を目指して
リコーグループは、経営者の活動を含む企業活動全体が社会的良識にかない、多様なステークホルダーの期待に応えられるように、
企業倫理と遵法の精神に基づき、経営の透明性を確保しつつ、競争力の強化を目指したコーポレート・ガバナンスの充実に取り組ん
でいます。これにより、持続的な成長と企業価値・株主価値の向上を図っていきます。
企業活動の基礎となる理念・価値観を「リコーウェイ」
として定めています。「リコーウェイ」は、
「創業の精神」および「私たちの使命・
私たちの目指す姿・私たちの価値観」で構成されています。経営の方針・戦略はリコーウェイに基づき策定されるなど、リコーウェイ
は自律的なコーポレート・ガバナンスの根本的な考え方となっています。
リコーグループが価値創造を行いながら持続的に成長するため、その基盤となるコーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図って
きました。強化にあたり全体の考え方として、①健全なリスクテイクと適切なリスクマネジメントによる企業価値・株主価値の向上、②
監督・監査機能の独立性の強化、③積極的な開示と対話姿勢の3点を掲げ、さまざまな観点からの取り組みを行っています。2019
年度においては、CEO・社内取締役の評価の厳格化、サクセッションプランの強化、監査役選任プロセスの見直しなどを行いました。

コー ポレ ート・ガバナンス体 制
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リコーグループは監査役制度を採用しています。

ています。取締役および執行役員の指名・報酬につ

また 、取締役会による経営監督の強化、ならびに執

いては 、取締役会の諮問機関であり、委員の半数以

行役員制度による経営執行の効率化を図っていま

上を社外取締役で構成する「指名委員会」、
「報酬委

す。さらに社外取締役を招聘し、独立した客観的な

員会」において審議を行い 、取締役会へ答申してい

立場での議論を通じた意思決定および経営監督に

ます。

よりコーポレート・ガバナンスのさらなる強化を図っ
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詳しくはWEB
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コーポレート・ガバナンス jp.ricoh.com/governance/governance.html
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取締役
等

社内取締役

指名委員会
取締役会室

監査役

取締役検討会
取締役
監査役

ガバナンス検討会
リコーのガバナンスの方向性や
課題について、包括的な議論を
行う場として開催し、実施した
検討会の概要はガバナンス報告書
などに開示
取締役検討会
会社の重要なテーマ
（中計など）
の決議に向けて、事前に十分な
議論を尽くすための機会・時間と
して開催

取締役会
取締役会では経営監督およびグループ経営に関

るとともに、経営の恣意性を排除するよう努めてい

取締役会の内容
定数：15名以内
人数：8名
（うち社外取締役4名）
任期：1年

わる重要な意思決定を行っています。独立性の高

ます。社内、社外ともにすべての取締役に対して取

2020年6月29日現在

い社外取締役を招聘することにより、経営の透明性

締役会への出席率が原則80％を下回らないことを

の確保と公正な意思決定の一層の向上を図ってい

求め、経営に対する実効的な監督機能を果たすよう、

ます。社外取締役と非執行取締役、執行を担う取締

要請しています。

役がそれぞれの専門性や経験などを活かし、重要
案件に対して深い議論を行うことで 、成長につなが

取締役会
取締役会議長

る新たな挑戦を促すとともに、株主をはじめとする

（非執行取締役）

多様なステークホルダー の視点で経営の監督が行

社外取締役

われる体制を構築しています。取締役会における
社外取締役（独⽴役員）の割合は3分の1以上とし
ています。取締役8名のうち、4名が社外取締役（独
立役員）で構成されており、多様な意見を取り入れ

非執行
取締役が
過半数

（独立役員）

執行取締役

執行取締役

社外取締役
（独立役員）

非執行取締役

監査役会
監査役会では監査の方針および業務の分担など
を協議決定し、経営への監督機能を果たしています。
監査役は 、取締役会にとどまらず 、重要な会議に出
席し、また 、代表取締役と定期的な情報交換を行っ
ています。

監査役会の内容
定数：5名以内
⼈数：5名
（うち社外監査役3名）
任期：4年

監査役室による監査役の職務遂行補助体制
監査役会

監査役室

2020年6⽉29⽇現在

常勤監査役
（社内）

独立社外
監査役
※社外が過半数

販売、人事、経理、品質
保証など、さまざまな経歴の
従業員が専従で監査役の
職務を補助

各委員会
指名委員会／報酬委員会
指名、報酬決定などについては、取締役会の経営

開示委員会
開示統括部⾨／経理部⾨／法務部⾨／情報発生・

監督機能の一環として 、非執行取締役を委員長、委

情報認知部署／関連会社の主管管理部⾨／内部統

員の過半数を非執行取締役とし、半数以上を社外取

制部⾨の各機能の代表とCFOで構成される開示委

締役とする「指名委員会」、社外取締役を委員長、

員会を設けています。

委員の過半数を非執行取締役とし、半数以上を社外
取締役とする「報酬委員会」を設置することで、取締
役、執行役員などの選解任や報酬の透明性、客観性
を確保しています。

内部統制委員会
グループ全体の内部統制に関する審議および意
思決定を行います。一定の資格要件を満たす執行
役員で構成されており、四半期ごと開催を原則とし、

グループマネジメントコミッティ（ GMC）

状況に応じて臨時あるいは緊急で開催されます。

取締役会から権限委譲された社長執行役員が主
催する意思決定機関として 、一定の資格要件を満た
す執行役員で構成されるグループマネジメントコミッ
ティを設置しています。

投資委員会
投資について 、資本コストも踏まえた財務的視点
での妥当性、事業戦略視点での収益性や成長性リス
ク等の観点で投資計画の検証を行います。多様化
する投融資案件について 、投資判断のスピードと適
確性を向上させることを狙いとしています。

詳しくはWEB
有価証券報告書 jp.ricoh.com/IR/securities_report/
事業報告書 jp.ricoh.com/IR/financial_report/
監査役会 jp.ricoh.com/governance/audit_and_supervisory/
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ESG 委員会

フィードバックなどに基づき意見や情報の交換を行っ

CEOを委員長に主なGMCメンバーと監査役お

ています。また、経営と各事業執行組織の連携を取

よびサステナビリティ推進本部長から構成されます。

り、より実効性の⾼い一気通貫のリスクマネジメント

環境・社会・ガバナンス分野における中長期的な課

システムとするために、各部⾨からリスクマネジメン

題を経営レベルで継続的に議論し、グループの経営

ト責任者（原則部⾨長）
・推進者（部⾨長と日常的にコ

品質の向上につなげ、ステークホルダーからの期待・

ミュニケーション可能な者）
を選定しています。これ

要請に迅速かつ適切に応えていくことを目的として

らの部⾨代表者チームと半期に1度程度、連携強化

います。

会議を行い 、各部⾨のリスクマネジメント活動の好事

リスクマネジメント委員会

ト強化のためのワークショップなどを行っています。

例の共有や重点経営リスクの周知、リスクマネジメン
リコーグループの全体リスクマネジメントプロセス
強化のために、GMCの諮問機関として設⽴されまし
た。当委員会は、リスクマネジメント担当役員を委員
長とし、各本社・横串機能部⾨（経営企画／人事／経

リコーグループのリスクマネジメントシステム
下図に示すように大きく2つの層があります。
G MCがリコーグループの経営において 、重要

理／法務／サステナビリティ推進／IT ／販売／生産

度が⾼いと考える管理項目を主体的に選択し、

など）
の組織長を委員とすることで、リスクの網羅性

管理する重点経営リスク

確保と議論の充実を図り、リコーグループの経営に

各 事業執行組織が責任を持って 、自組織のリス

おいて対応・重点化すべきリスクをGMCに提案しま

ク管理を行う部⾨・個社リスク

す。また、リコーグループのリスクマネジメント実効

この2つの層は 、リスクのレベルごとに機動的な

性強化のため、必要に応じて下図に示すリスクマネジ

意思決定・迅速な活動を可能とするべく管理主体を

メントシステムそのものを見直し・再構築を行います。

明確にするために存在しており、全体で一つのリス

2019年度は、重点経営リスク候補の選定のために、

クマネジメントシステムを構成します。また 、環境変

11月に2度会議形式での委員会を開催し集中討議

化に応じた影響度の変化によって 、各層で扱うリス

を行いました。Microsoft Teamsなどを活用した

クの入替えなどが行われます。体制図の右側に各

常時の情報共有網を持ち、リコーグループで発生し

活動主体の役割を記載しています。

たインシデントや重要な外部環境変化、GMCからの

リコーグループ リスクマネジメント体制
役割概要
社長執行役員

 コーグループ全体のリスクマネジメント活動方針の決定
リ
全 社リスクマネジメント活動の整備・運用状況の定期的な
評価、是正

経営者

GMC

新たなリスクを体系的・網羅的に抽出・評価しGMCに提言
リ
 スクマネジメントシステム見直しによる実効性の高いしくみ作り
部 門・個社との連携によるグループ全体のリスクマネジメント
活動の強化
⇒“リスクマネジメント連携強化会議”の主催

リスクマネジメント委員会 *
リスクマネジメント支援部門

重点経営
リスク

重点経営戦略リスク
主管区（長）

部門代表者チーム（各部門の責任者、推進担当者）

当社部門
リスク

第一階層および
社長直轄組織

 点化された経営リスクのPDCA 推進（関係区の巻き込み）
重
経 営者との連携

重点経営オペレーショナルリスク
主管区（長）

第一階層および
社長直轄組織

“リスクマネジメント連携強化会議”

への参画
重 点経営リスクの把握、部門での認知と展開
重 要な部門・個社リスクの全社リスクへの反映
リスクマネジメント推進に関する情報共有と意見交換

•••

責任者

推進担当

責任者

推進担当

 部門のリスクマネジメントのPDCA 管理
自
管 掌子会社の活動情報把握、必要情報の共有

個社と主管部門との連携
関連会社
個社リスク

連結決算対象会社

戦略リスク
* 委員長は執行役員またはフェロー以上

45 Ricoh Group Integrated Report 2020

連結決算対象会社

オペレーショナルリスク

 社の自律的リスクマネジメントのPDCA 管理
自
主 管部門への活動情報共有

役 員一覧
２０20 年6 月26 日現在

取締役会
山下 良則

稲葉 延雄

松石 秀隆

坂田 誠二

代表取締役 、CEO 、
CHRO

取締役
取締役会議長

取締役 、CFO

取締役、CTO

指名委員
報酬委員

指名委員
報酬委員

1957 年8 月22 日生

1950 年11月11日生

1957 年2 月22 日生

1958 年9 月12 日生

1980 年 当社 入社

2008 年 当社 入社

19 81 年 当社 入社

19 81 年 当社 入社

現職
株式会社リコー 社長執行役員

現職
株式会社リコー 取締役

現職
株式会社リコー 専務執行役員、
同 経営企画本部長

現職
株式会社リコー 専務執行役員

主な経歴
Ricoh Electronics, Inc. 社長 、
株式会社リコー 総合経営企画室長など

主な経歴
日本銀行 理事 、
リコー経済社会研究所 所長など

主な経歴
株式会社リコー 日本販売事業本部長 、
リコージャパン株式会社
代表取締役社長執行役員 、CEOなど

主な経歴
株式会社リコー 人事本部長、
同 日本統括本部長 、
同 画像システム開発本部長など

飯島 彰己
取締役
（社外）

波多野 睦子

森 和廣

取締役
（社外）

取締役
（社外）

横尾 敬介
取締役
（社外）

指名委員長
報酬委員

報酬委員長

指名委員
報酬委員

指名委員
報酬委員

1950 年9 月23 日生

1960 年10 月1日生

1946 年10 月7 日生

19 51 年11月26 日生

2016 年6 月 取 締役 就任

2016 年6 月 取 締役 就任

2018 年6 月 取 締役 就任

現職
三井物産株式会社 代表取締役会長 、
ソフトバンクグループ株式会社 社外取締役 、
日本銀行 参与、
株式会社三越伊勢丹ホー ルディングス
社外取締役

現職
東京工業大学工学院電気電子系 教授 、
日本学術会議 会員

現職
東洋大学理事

2020 年6 月 取 締役 就任

現職
第一生命保険株式会社 社外取締役、
ソナー・アドバイザーズ株式会社 取締役会長、
株式会社産業革新投資機構 代表取締役社長
CEO、株式会社髙島屋 社外取締役

監査役会
大澤 洋

辻 和浩

監査役

監査役

1964 年2 月28 日生

19 61 年1月25 日生

1988 年 当社 入社

19 8 4 年 当社 入社

2 017 年6 月 監 査役 就任

主な経歴
Ricoh Europe PLC Executive Vice
President、株式会社リコー コーポレート統
括本部 経営企画センター 経営管理部長など

太田 洋
監査役
（社外）

2020 年6 月 監 査役 就任

主な経歴
株式会社リコー 人事本部長、
執行役員など

小林 省治
監査役
（社外）

古川 康信
監査役
（社外）

1967 年10 月3 日生

195 3 年12 月29 日生

195 3 年10 月11日生

2 017 年6 月 監 査役 就任

2020 年6 月 監 査役 就任

2020 年6 月 監 査役 就任

現職
西村あさひ法律事務所 パートナー、
電気興業株式会社 社外取締役、
一般社団法人日本取締役協会 幹事、
公益財団法人ロッテ財団 評議員、
一般社団法人 日本取締役協会 コーポレート・
ガバナンス委員会 副委員長、
日本化薬株式会社 社外取締役

現職
現職
独立行政法人 製品評価技術基盤機構（NITE） 京成電鉄株式会社 社外取締役、
「契約監視委員会」委員、
株式会社埼玉りそな銀行 社外取締役
幸商事株式会社 取締役 管理本部管掌［非常勤］ （監査等委員）
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取 締 役 選 任 の 考え方
●取締役の選任基準
【経営能力】
（経営機能の適切な遂行にあたっての高い洞察力お
よび判断力）
1. 事 業・機能の広い領域に識見をもち 、全社的・長期的視
点に立って適切に思考し、判断する能力を有すること
2. 本質を見極め、課題を明らかにする洞察力を有すること
3. グローバルに発想し、グローバルに最適な判断を行うこ
とができること
4. 判断力・洞察力の基点として幅広い経験を有し、企業価
値および競争力の飛躍的向上につながる高い実績をあ
げていること
5. コ ーポレート・ガバナンスのあり方をしっかり認識した

●取締役の選任プロセス・評価プロセス
【指名委員会】
取締役、CEO 、および経営陣幹部などの選解任・
評価における手続の客観性・透明性・適時性を確保
するために設置しています。客観性・独⽴性を⾼め
るために、非執行取締役を委員長、過半数を非執行
取締役、かつ半数以上を社外取締役で構成すること
としています。2020年度は 、社外取締役3名、社
内非執行取締役1名、社内執行取締役1名で構成さ
れており、社外取締役が過半数、かつ指名委員長も
社外取締役となっています。

上で 、株主および顧客をはじめとする多様なステーク
ホルダー の視点に立って 、適切に思考し判断を行うこと
ができること

【人格・人間性】
（監督機能の円滑な遂行にあたっての取締役相互お
よび経営執行との良好な信頼関係）
1. 高潔（誠実かつ高い道徳観・倫理観を有する）
であり、法

【選任プロセス】
指名委員会は 、取締役会が経営判断および執行
監督を適切かつ有効に行うことができる体制を維持
するために、取締役会の構成や取締役に求められる
専⾨性・経歴（スキル・キャリアマトリクス）などにつ
いて継続的な審議を行っています。取締役候補者

令および社内ルー ルの厳格な遵守はもとより、高い道

の指名に関しては 、指名委員会における2回の審議

徳観、倫理観に基づくフェアで誠実な判断・行動を率先

を経て 、厳選な審査を行います。取締役会は 、指名

していること

委員会からの答申を踏まえ株主視点で審議を行い 、

2. 人間尊重の精神に立って 、他者に対し敬意と信頼を持っ
て接するとともに、多様な価値観や考え方を深く理解・

株主総会へ付議する取締役候補者を決定します。

受容し、個々 の人格と個性を尊重した判断・言動・行動
を率先していること

【評価プロセス】
指名委員会が毎年、取締役の評価を実施しており、

●社外取締役の選任基準

2018年度よりこれまでの一段階の評価から二段

社外取締役の選任基準は 、社内取締役と同じ上記

階による評価へと変更しました。一次評価は、取締

の基準に加え、異分野に関する専門性、問題の発見

役の職務継続の妥当性について慎重かつ適正に審

および解決能力、洞察力、戦略的思考能力、リスク

議することで、選解任の適時性を確保しています。

管理能力、指導力等に優れていることを付加的な基

また、二次評価においては、実績を多面的に評価し、

準とします。

課題等を明確にして、本人へ評価結果のフィードバッ
クを行うことにより、経営の質的向上を図っています。

●ダイバーシティについて

なお 、評価にあたっては 、
「取締役として経営監

取締役の選任にあたっては経営能力や人格・人間

督の遂行状況」、
「業績・資本収益性・その他の主要

性などの他に、多様な視点や、経験、さらに多様か

経営指標など財務の視点」、ならびに「株主への貢

つ⾼度なスキルを持った取締役で構成されることが

献度や資本市場の評価の視点」などを基準としてい

必要であると考えています。ダイバーシティを考慮

ます。

する際には、人種、民族、性別、国籍などの区別なく、
それぞれの人格および識見に基づいて候補者を選
定することで、これらの属性に関する多様性を確保
することに加え、経営に関連する各分野の専⾨知識
や経験などの面での多様性を確保することも重視し
ています。
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CEO 評 価と サクセッションプラン
リコーグループが中長期にわたり、継続的に株主価

【候補者の選定】

値・企業価値を高め、社会の構成員としてその社会的

CEO候補者の選定にあたっては 、交代時期を想

責任を果たし永続していくための重要な取り組みとし

定しタームごとの候補者を選定しています。なお、

て、CEOサクセッションプランを位置付けています。

事故あるときの交代候補者1名は、CEOの選定と同

コーポレート・ガバナンスの強化の観点から、客

時に取締役会の決議により決定しています。

観性、適時性、透明性の高い手続きによるCEOサ
クセッションプランの構築を目指しています。
●CEO 評価

ターム

選定人数

事故あるときの交代候補者

1名

次期交代候補者

数名程度

次々期交代候補者

数名程度

現CEOの評価は指名委員会が毎年実施しており、
2018年度から二段階による評価へと変更しました。

【候補者の育成】

一次評価は 、職務継続の妥当性について慎重かつ

CEOは、将来のCEO候補者の育成計画について

適正に審議することで 、選解任の適時性を確保して

の指名委員会での審議・助言を踏まえて 、次年度、

います。また、二次評価においては、実績を多面的

CEO候補者それぞれの課題に応じた当人の成長に

に評価し、課題等を明確にして 、本人へ評価結果の

必要なチャレンジの場を付与し、実績を積ませると

フィードバックを行うことにより、経営の質的向上を

ともに、CEO候補者のアセスメントを踏まえ当人の

図っています。なお、指名委員会での評価に関する

成長に必要な助言等を実施しています。

審議の結果は 、取締役会へ報告され、CEOに対す
る実効性の高い監督を行うこととしています。

【候補者の評価】
CEO候補者の評価は毎年実施し、CEOはCEO候
補者の育成期間（4月から3月）
における実績および

CEO 評価の主な項目

（1）財務の視点

中期経営計画や事業計画の
進捗、資本収益性、その他の
主要経営指標など

（2）株主・資本市場の視点

TSR（株式総利回り）等の株
式関連指標、アナリスト評価
など

（3）非財務の視点

ESGへの取り組み、顧客・
社員満足度、安全・品質など

成長状況（評価期間は4月から指名委員会開催前月
である10月まで）
について11月初めの指名委員会
へ報告を行っています。指名委員会は、CEO候補者
の継続・交代などについて審議を行い 、その結果を
取締役会へ報告しています。取締役会は、指名委員
会からの報告を受けてCEO候補者の評価および継続・
交代における審議の妥当性を確認するなど、CEO候
補者の評価プロセスに主体的に関与しています。

●CEO 候補者の選定・育成・評価
年に1回（9月頃）
、CEOは将来のCEO候補者案を
作成するとともに、それらのCEO候補者に対する育
成計画を策定し、11月初めの指名委員会でCEO候
補者案および育成計画について説明を行っています。
指名委員会は、CEO候補者案ならびに育成計画の妥
当性を審議するとともに、CEOに対して育成に関す
る助言を行い 、その結果を取締役会へ報告していま
す。取締役会は、指名委員会からの報告を受けて候
補者選定および育成計画の妥当性を確認する等、
CEO候補者の選定・育成に主体的に関与しています。

Ricoh Group Integrated Report 2020

48

ガバ ナンス

取 締 役 の 報 酬に対 す る考え方
株主価値の増大にむけて 、中⻑期にわたって持

透明性・妥当性の確保を図るための取り組みを行っ

続的な業績向上を実現することに対する有効なイ

ており、以下の基本方針に基づいて報酬を決定して

ンセンティブとして、役員報酬を位置付けています。

います。

また 、コーポレート・ガバナンス強化の視点から、報

1. 取締役に期待される役割・能力を反映する基本報酬、会
社業績を反映する賞与（業績連動報酬）
、中⻑期的な株
主価値向上を反映する報酬の3つの要素で構成する。
2. 報 酬水準設定や個別報酬決定にあたり、適切な外部ベ
ンチマークや 、報酬委員会での審議を通じ、客観性・透
明性・妥当性を確保する。

酬水準の設定や個別報酬の決定について 、客観性・

2020 年 3 月期役員報酬の内容
役員区分

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額
（百万円）
固定

短期

対象人数
（名）

なお、業務執行から独立した立場にある社外取締

中長期
株式取得
目的報酬

役は 、業績連動報酬等の変動報酬はなく、基本報酬

株価条件付
株価連動給
株式報酬

基本報酬

賞与

取締役（社外取締役を除く）

267

193

54

9

3

5

4

のみの支給としています。加えて、役員退職慰労金

監査役（社外監査役を除く）

57

57

―

―

―

―

2

社外役員

86

86

―

―

―

―

7

制度については、2007年6月27日開催の第107

社外取締役

57

57

―

―

―

―

4

回 定 時 株 主 総 会 の 日 をもって 廃 止しています。

社外監査役

28

28

―

―

―

―

3

2019年 度 に 支 払った 取 締 役 の 報 酬 総 額 は3億

計

411

337

54

9

3

5

13

2,462万円となります。

役員報酬の内訳と比率
固定
基本報酬
（役割・能力を反映）

短期

中長期

賞与 *

●株式取得目的報酬 *2
●株価条件付き株式報酬 *3

*1 社外取締役を除く

*2 社外取締役および非執行取締役を除く
*3 社外取締役および非執行取締役を除く

1

6：3：1*

4

*4上記の比率は、2019年度の
実績に基づく概算の比率です。

基本報酬は 、経営監督の役

賞与は 、営業利益を支給額算出の基準としてい

株価を反映する報酬のうち 、株式取得目的報酬は 、中長

割に対する報酬、経営責任や

ます。時価総額と相関の強い営業利益を重要指

期の株主価値増大に対するインセンティブとして 、支給

役割の重さを反映する報酬

標に設定することにより、取締役が全社業績と

全額をリコー役員持株会において株式の取得に充てま
す。また 、2019年度途中より株価連動給（⾦銭報酬）

から 構 成 されています。加

株主価値向上に責任を持つことを明確にしてい

えて 、代 表 取 締 役や取 締 役

ます。加えて 、仕組み上算出された結果に関わ

の新規支給を取り止め、株価条件付株式報酬を導入して

会議長、指名委員長・報酬委

らず 、ガバナンスや非財務等の状況も含め、賞

おります。2019年 度 の 株 式 取 得 目 的 報 酬 および

員長等の役割給が加算され

与支給の可否を報酬委員会で審議の上、取締役

2019年度途中に廃止した株価連動給は 、どちらも当

ます。2019年 度 の 支 給 総

会で決定します。

社から各取締役へキャッシュで支払いを行っており、支

額は、2億5,152万円です。

給総額は1,299万円です。また 、2019年度途中に導
（ご参考）

入した株価条件付株式報酬の付与ポイントに基づく費用

賞与の支給額は 、報酬委員会の審議において適

計上額は575万円です。

切であると判断し、決定された以下のフォーミュ
ラにより算出されます。

（ご参考）

取 締役の賞与支給額＝算定基礎額（基本報酬

株式取得目的報酬は 、固定給となっております。株価連

月額）
×利益係数（連結営業利益から決定され

動給は 、報酬委員会の審議により、廃止前の2019年4

る月数* ）
5

*5 月数＝連結営業利益額（単位：百万円）
÷20,000

なお 、2019年度における業績連動報酬に係る
指標の目標は連結営業利益1,000億円、実績
は790億円となっています。

月から7月までの当社株価の伸長率とTOPIXの伸長率
との比較結果に基づき支給額を決定しています。株価
条件付株式報酬は 、報酬委員会の審議により決定され
た役位別のポイントが付与され、制度適用時から退任時
までの当社株価の伸長率とTOPIXの伸長率との比較結
果に応じた率（0 〜200％）
を乗じ、最終的な支給株式数
（支給額）
を決定します。
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重要 指 標と連 動し た取 締 役 賞 与フォー ミュラへ の改定に つ い て
取締役賞与は、前述のとおり株主価値の向上や競
争力強化に関わる重要指標をもとに決めていますが、
2021年度より、取締役賞与フォーミュラに新たに
資本収益性指標およびESG指標を設定することを

【フォーミュラ改定のポイント】
1. 資
 本収益性向上のインセンティブとしてROEの

当該年度実績値を用いた指標を設定
2. ESG指標向上へのインセンティブとして全社的

2020年3月31日の取締役会で決定しました。こ

な取り組みを行っているDJSI

の賞与フォーミュラ改定により、重要指標の目標達

を指標として設定

成に取締役が責任をもつことを明確にしました。

1

の年次Rating

※ 執
 行役員のフォーミュラについても、資本収益性指標とESG 指標を
同様に追加

1 DJSI（ダウ・ジョーンズ・
サステナビリティ・インデックス）
米国のダウ・ジョーンズ
（Dow
Jones）社と、サステナビリティ
投資に関する調査専⾨会社で
あるS＆Pグローバル
（S＆P
Global）社が共同開発した
株価指標で、経済・環境・社会
の3つの側面から世界各国の
大手企業の持続可能性（サス
テナビリティ）
を評価するもの

取締役賞与算定式
営業利益額によって決定する部分

個人
賞与額＝

ポイント1
追加する資本収益性指標

ポイント2
追加するESG 指標

算定基礎ポイント

利益係数

資本収益性係数

ESG 係数

役位別ポイント

連結の営業利益から
決定される係数

ROEの当該年度
実績に基づく達成率

DJSI Rating

＝実績値÷目標値

※ 毎年9 月に結果受領
→ 翌年支給賞与に反映

（係数＝営業利益（千円）÷20,000）

※ 目標値を毎年公表

取締役の役位

役位別ポイント

目標達成率

係数

Rating

係数

社長

6,000

110％以上

1.2

World

1.05

専務

3,040

1.1

1.00

1,680

110％未満
105％以上

AP

なし

105％未満
100％以上

組入り無し

0.95

1.0

100％未満
95％以上

0.9

95％未満

0.8

取締役会の実効性評価
■2019 年度取締役会実効性評価の概要
1.2019年度取締役会の実効性評価にあたって
2020年度は 、新型コロナウイルス感染症の拡大が全世界的な規模で経済社会に影響をおよぼしており、 企業にとっても不確実
性の⾼い経営環境が続くものと想定されます。こうした状況を受け、当社取締役会は、緊急事態における経営を前提とした適切な監
督と支援を行うことを最重要課題とし、さらに新型コロナウイルス感染症の収束後も見据えた中長期的な企業価値向上の実現に向
けて、2019年度の取締役会実効性評価を実施しました。
評価にあたっては、引き続き、取締役会の実効性にとどまらず、取締役会における執行の対応も対象とした評価を行いました。また、
評価の客観性を確保するため、第三者による評価をあわせて実施しました。
＜2019 年度の基本方針＞
①第 19次中期経営計画（以下19次中計）の最終年度として 、
中計目標の達成に向けた進捗のモニタリングと支援を強化
する。
②第 20次中期経営計画（以下20次中計）の策定にあたって、
企業価値向上のための中長期視点を踏まえた議論を充実する。

【評価プロセスについて】
取締役・監査役による記述評価、および匿名性を確保した第
三者によるアンケートの分析結果を共有した上で、すべての取
締役と監査役が参加した討議により評価を行いました。討議で
は 、前回の実効性評価で当社取締役会が設定した以下の取締
役会運営の基本方針および3つの改善項目について 、2019
年度の取締役会を振り返って評価を実施しました。
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2.取締役会の運営実績
取締役会の運営において、
〈 2019年度の基本方針〉に則り、事前説明の充実や計画的な重点議案の設定、また書面報告の導入や
情報共有の充実などによる報告の効率化によって 、中長期的な事項に関する審議の充実と重要課題に対する監督の強化の両⽴を図
ることに努めました。当社取締役会における審議状況の透明性の確保を目的として 、2019年度取締役会の議案に関する時間の配
分について、以下のとおり開示します。
取締役会 議案別時間配分
決議／報告議案の時間配分

議案カテゴリー別の時間配分

報告議案

15.1%

決算・業績関連

30.0%

構造改革関連

29.6%

17.4%

ガバナンス関連

16.7%

37.9%

中長期関連

8.5%

55.8%

70.7%
決議議案 *1

44.2%
2018年度

10.7%

その他 *2

29.3%

2019年度

2018年度

18.1%
15.8%

2019年度

*1 決議議案：取締役会での決議議案に加え、決議に向けた審議を行う取締役検討会およびガバナンス検討会を含む。
*2 その他：会社法上の規定に則った決議など。

3.2019年度の改善項目および結果概要
改善項目1

改善項目3

改善項目2

19次中計で掲げた重点施策の進捗状況

成長戦略、人材戦略、技術戦略などの重

20次中計を視野に入れた経営システムの

と、財務目標・非財務目標・主要管理指標な

要テーマについて中長期視点での議論を重

継続改善をモニタリングし、成長戦略の本格

どの達成度をモニタリングし、状況に応じた

ね、20次中計に反映させる。

展開に向けた環境整備を促す。

結果概要

結果概要

適切な審議と支援を行う。
結果概要
19次中計の最終年度における主要指標

適切な議題設定により、長期ビジョン・20

20次中計・成長戦略と並行して、ROICに

の進捗のモニタリングと適切な支援を通した

次中計・成長戦略・資本政策・グループ再編

よる経営管理、資本政策、CEO評価の厳格

実績が確認でき、また社外取締役による株

などの企業価値向上に向けた中長期的な議

化、株式報酬制度の導入などが行われ、20

主視点での厳しい指摘に対して、CEOをは

論が従来よりも充実し、経営計画に反映でき

次中計を視野に入れた経営システム・ガバナ

じめとした経営幹部が真摯に対応し成果に

た点が評価されました。

ンスの向上を図るための議論が行われた点

つなげているとの評価がされました。

が評価されました。

■ 2020 年度取締役会実効性向上に向けた取り組み
上記のような評価に加え、新型コロナウイルス感染症拡大の影響も勘案し、当社取締役会は 、以下の〈基本方針〉に基づいて運営
を行い、3つの具体的な〈対応項目〉を軸として取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。
＜2020 年度の基本方針＞

＜2020 年度の対応項目＞

①経営環境に応じた適時適切な対応と将来を見据えた戦略の

①新 型コロナウイルス感染症の拡大に伴う影響に対して 、緊

更新・実行を確保するための監督と支援を行う
②資 本収益性の向上と経営基盤を構成する資本の強化を両⽴
するための適切なモニタリングと中長期視点での議論を充
実する

急／中長期の両視点から的確な対応を促す
②経 営環境に応じた戦略の更新のための適切な審議と支援を
行うことにより、実行を加速させる
③資本収益性の視点から事業展開をモニタリングするとともに、
持続的な成長を実現するための経営基盤を構成する諸資本
（人的資本、技術資本、知的資本、流動性基盤など）の強化に
向けた議論と支援を行う
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監査 役 選 任 の 考え方
●監査役の選任基準

【素養・⼈間性】

監査役候補者は、監査役としての職務の遂行を通
じて 、当社の健全で持続的な成長と中長期的な企業
価値の向上に貢献できる人材、かつ監査役会として
の知識、経験、専⾨能力のバランスを考慮し、適切

1. 心身ともに健康であり、監査役の任期4年を全うするこ
とができること
2. 常に向上心を持ち、新たなことに対する学習意欲を持っ
ていること
3. 現 地人マネジメントと英語によるコミュニケーションを
図ることができること

な要件の候補者を選任することとしています。なお、
監査役候補者の選任にあたって 、客観的な適格性
評価を行うための基準（要件定義）を監査役会にて
以下のように策定しています。

●社外監査役の選任基準
社外監査役の選任基準は 、上記の基準に加え、企
業経営・財務会計・法律における⾼い専⾨的知見お
よび豊富な経験を有していること、および「社外役

【監査能力】
1. 適 切な経験、能力および必要な財務・会計・法律に関す

員の独⽴性基準」と照らし合わせ 、会社との関係、
代表取締役その他の取締役および主要な従業員と

る知識を有していること
2. 職業的懐疑心を持ち、真摯な態度で事実を正しく調査し、
客観的に物事を判断することができること
3. 自らの信念に基づいて使命感と勇気を持って 、取締役

の関係などを勘案して独⽴性に問題がないことを
付加的な基準としています。

または従業員に対し能動的・積極的な助言・ 提言ができ

●ダイバーシティにつ い て

ること
4. 株 主の⽴場で考え、行動し、現場・現物・現実から学ぶ
姿勢に基づいた監査をすることができること

監査役の選任にあたって 、ダイバーシティを考慮
する際には 、人種、民族、性別、国籍などの区別な
く、それぞれの人格および識見に基づいて候補者
を選定することで 、これらの属性に関する多様性を
確保することも重視しています。

監査 役 選 任プロセス
監査役候補者の選任にあたっては 、監査役の独

監査役会は 、監査役候補者の選任基準に基づき、

⽴性確保を重視し、
「候補者の推薦」
「 候補者の指名」

CEOと協議の上、候補者の推薦を行い 、指名委員

を監査役会主導で行う下図のようなプロセスとして

会による確認を経て 、候補者の指名・提案を行いま

います。

す。取締役会では 、監査役会の判断を尊重し、監査
役候補者の指名について決議されます。
見解

監査役会
（協議）CEO

指名委員会

監査役会

取締役会

株主総会

候補者の推薦

協議内容の共有
推薦理由の確認

候補者の指名・提案

候補者の決定

監査役の選任

監査 役 の 活 動と開 示
監査役会は 、1.取締役、2.業務執行、3.子会社、

2019年度､ 監査役会は ､ 前年度の監査実績の

4.内部監査、5.会計監査の5つの領域についての

レビュー結果､ ならびにリスク検討の結果から､ ｢海

リスクや課題を検討し、年間の活動計画を定めてい

外子会社管理の実効性｣､ ｢ M&A実施後の子会社に

ます。各領域に対する監査活動の概要は次ページ

対するガバナンス実態｣および｢会計監査人に対す

に示す図のとおりです。これらの監査活動を通じて

るグローバルでの総合的な監査品質のモニタリン

認識した事項について、取締役や執行部門に課題提

グ｣を重点実施項目として定め ､ 監査活動を実施し

起や提言を行っています。

ました。
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ガバ ナンス

監査役監査活動の概要

★監査役が主催する会合

1. 取締役

取締役会へ の出席
取締役会議長・代表取締役との定例会の開催（四半期）★
取締役・監査役によるガバナンス検討会の開催（半期）★

2. 業務執行

本社・事業所へ の監査
グループマネジメントコミッティ
（GMC）
への出席
業績審議会 、グロー バル会議 、投資委員会 、その他重要会議へ の出席
CEO 定例会・CFO 定例会の開催（月次）★
重要書類の閲覧・確認（重要会議議案書・議事録、決裁書類 、契約書等）

3. 子会社

子会社へ の監査
子会社監査役との定例会の開催（月次）★
グループ監査役情報交換会の開催（半期）★

4. 内部監査

内部監査部門からの内部監査計画説明 、結果報告（四半期）★
内部統制部門との定例会の開催（月次）★

監査役

三様監査会議（月次）★

5. 会計監査

監査実績説明書

会計監査人からの監査計画説明 、四半期レビュー報告 、監査結果報告
会計監査人評価の実施

に行うことが監査の透明性の強化につながるという

1

監査役は 、株主の皆様の負託を受けた独⽴の機

認識に⽴ち 、株主の皆様をはじめとするステークホ

関として取締役の職務の執行を監査し、社会的信頼

ルダーとの対話の実効性を⾼めるべく、監査報告書

に応える良質な企業統治体制を確⽴する責務を負っ

を補足するものとして 、2017年度より任意に本説

ています。当監査役会は、活動内容の説明を具体的

明書を作成しています。

内部統制

2

リコーグループは、
「リコーウェイ」に込められた価値観に立脚して、企業倫理と遵法の精神に基づき、経営
の透明性を確保しつつ 、競争力の強化を目指した内部統制システムを整備・運用し、その継続的な改善に努
めています。活動の指針として「リコーグループ経営管理基本原則」を制定し、その中の「内部統制原則」に沿っ
て活動を展開しています。

コンプライアンス

3

法令だけでなく社内規則や社会倫理を遵守することを
“コンプライアンス”
と考え、リコーグループの行動
原則と役員および従業員の基本的な行動の規範を定めた「リコーグループ企業行動規範」

4

をグループ全

員に徹底し、一人ひとりが日常の活動の中で確実に遵守していくことに努めています。

内部通報制度

（パートタイマー、アルバイト、人材派遣社員含む）
が

コンプライアンス違反に関する通報・相談窓口とし

利用できる
「リコーグループほっとライン」を設置し

て、国 内 のリコーグ ループすべての 役 員・従 業 員

ています。また、国内・海外の主要各社が組織や地
域の特性に合わせて、自社で通報・相談窓口を構築、

ほっとラインの基本的な運営フロー

社内窓口
（リコー）

結果報告

相談者
相談
結果報告

運用しており、内部通報制度の周知状況を監査部門

連絡

調査・対応策の立案・実施の依頼

結果報告

社外窓口
（委託会社）

調査・対応、結果報告

による内部監査実施時に確認しています。
対応区

加えて2018年11月から、国内外のリコーグルー
プすべての役員・従業員が利用できる
「リコーグルー
プグローバル内部通報制度」を設置し、リコー常勤
監査役に直接WEB 、メー ルで報告できる仕組みを
構築しました。

詳しくはWEB
1
2
3
4

監査実績説明書 jp.ricoh.com/-/Media/Ricoh/Sites/jp_ricoh/IR/events/2020/pdf/meeting120.pdf
内部統制 jp.ricoh.com/governance/system.html
コンプライアンス jp.ricoh.com/governance/compliance.html
リコーグループ企業行動規範 jp.ricoh.com/csr/vision/code_of_conduct.html
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