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G：ガバナンス

要事項については執行役会議を開催して審議を行っています。

また、監査委員は、監査部やその他内部統制部門より内部

	 また、運用状況については各執行役が自ら定期的に点検し、

監査報告書等の提出を受けるとともに、内部監査方針打合せ

コーポレート・ガバナンス

内部統制部門が内部統制体制、規程等の整備・運用状況等

や定期的な報告会等を通じて意見交換を実施しています。社

基本的な考え方 

の点検を実施するとともに、内部通報制度を整備し、その内

外取締役の監査委員は、必要に応じて当社事業所及び子会

容について監査委員に報告しています。

社等へ調査担当委員とともに往査し、監査委員会等において

当社は、指名委員会等設置会社として、経営の機動性、透明性の一層の向上を図るとともに、経営の監督機能を強化し、持続的成長

	 さらに、当該体制の運用状況について、内部監査人が監査

を目指しています。社会、顧客、株主、従業員をはじめとするステークホルダーの期待により的確に応えうる体制を構築・整備し、更な

を行い、監査担当執行役を通じ、監査の結果を定期的に監査

る企業価値の向上を図ることを基本方針としています。

委員会に報告しています。

web

コーポレート・ガバナンス体制
株主総会

経営の監督と執行の分離を行い、経営の監督機能は取締役会

報告

が、経営の執行機能は執行役が担う体制としました。

選任

〈 経 営 の監 督〉

執 行 役（ 会 議 ）

が挙げられます。また、取締役会長、執行役社長とも、指名・報

執行役副社長

酬委員会のメンバーとはしていません。経営の監督と執行を明

専務執行役
常務執行役

取締役会
選 任・解 任・監 督
業務執行権限の委譲

報告

事 業 部 門・管 理 部 門

取 締 役会 長（Chairman）
指名委員会
取締役

執 行 役 社 長（CEO）

り実効性あるものとしています。

報告

〈業務執行の決定と執行〉

締役会長と、最高経営責任者である執行役社長を分離したこと

確に分離することにより、当社のコーポレート・ガバナンスをよ

社外取締役（過半数）

監査委員会
社外取締役（過半数）

報酬委員会
社外取締役（過 半 数）

当社の取締役会は社外取締役5名
（うち1名は女性）
を含む12
名で構成し、会社法が定める目的及び権限に基づき職務を執行
するとともに、会社法第416条第1項各号及び第4項各号に掲げ
る事項を除き、全ての業務執行の決定権限を執行役に委譲する
ことで、客観的な視点から当社経営への助言と監督を行ってい
ます。
取締役会の内部機関として、指名委員会、監査委員会、報酬委
員会を設置しています。各人の有する経験、専門性を勘案の上、
取締役会にて選定するそれぞれ5名の取締役
（うち過半数は社
外取締役）
により構成され、会社法が定める目的及び権限に基
づき職務を執行しています。
なお、取締役会及び各委員会について、それぞれ事務局を設
置し、取締役を補佐しています。監査委員会には、専属の独立し
たスタッフを配置し、監査委員を補佐しています。
執行役は、会社法が定める目的及び権限に基づき、各執行役
が自己の分掌範囲について取締役会から委譲された事項の業
務執行の決定を行うとともに、業務執行を行っています。このう
ち、重要事項については、全執行役をもって構成される執行役
会議において、審議及び決定を行っています。
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４．
監査委員会における検討事項

１．
監査委員会の組織、人員及び手続

会社機関の概要

当社の経営機構の特長としては、経営監督機能の長である取

について打合せを行うとともに、実施状況、監査結果につき説

監査委員会監査の状況

コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

設置会社）
へ移行し、経営機構の改革を行いました。これにより、

さらに、監査委員は、会計監査人と会計監査の方針・方法
明・報告を受け、意見交換を実施しています。

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」
はこちらをご参照ください。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/management/corp_governance/pdf/corp_governance.pdf

当社は、2003年6月に委員会等設置会社
（現：指名委員会等

専門的知見に基づき意見を述べています。

監査委員会における主な検討事項は、監査方針・活動計画

監査委員会は、5名の取締役(うち3名は社外取締役)で構

の策定、取締役及び執行役の職務執行の状況や内部統制シ

成されています。監査委員会は、取締役及び執行役の職務の

ステムの整備・運用状況の確認、会計監査人の監査の方法

執行の適法性・妥当性・効率性について監査を行い、その決

及び結果の相当性の確認、会計監査人の評価及び再任・不

議により、株主総会に報告する監査報告書を作成しています。

再任の決定等です。

なお、監査委員 佐川 雅彦氏は、長年当社及び関係会社の

特に2020年度においては、三菱電機グループの中長期的

経理・財務部門の業務を経験しており、監査委員 渡邉 和紀

な企業価値の向上にむけて、内部統制・コンプライアンス体

氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関す

制を含めた経営体質の強化及び業績反転に向けた収益性改

る相当程度の知見を有する者です。

善、資産効率化によるキャッシュ・フロー改善、新事業の育成、

また、監査委員会は、監査委員の職務を遂行するため専属
のスタッフを4名配置し、直接指示しています。

み状況について、重点的に確認・検証を実施しました。

２．
監査委員会の開催頻度・個々の監査委員の出席状況
2020年度において原則月1回の定時監査委員会
（他に臨

る専属の使用人を配置するなど独立性を担保するとともに、
監査委員の職務の執行に際して生ずる費用又は債務の処理
についての社内規程を定め、適切に処理しています。
	 また、監査委員会への報告に関する体制を整備し、内部統
制部門より当社及び子会社に関する情報を監査委員会に報
告するとともに、内部通報制度を整備し、その内容について
監査委員に報告しています。
	 さらに、監査委員は、執行役会議等重要な会議への出席、
執行役並びに当社事業所及び子会社幹部へのヒアリング等

ティー、製品・サービス品質に関する問題が判明いたしました。
監査委員会は、各担当執行役等から、労務問題については
「三

した。個々の監査委員の出席状況については、次のとおりです。

菱電機 職場風土改革プログラム」
を推進し再発防止に向け
取り組んでいることを、情報セキュリティー問題については、

役職

氏名

出席回数／開催回数

出席率

その原因分析に基づき情報セキュリティー対策強化に取り組

社外取締役(委員長) 大林 宏

14回／14回

100%

んでいることを、品質不適切行為については、抜本的な意識・

取締役
（常勤）

佐川 雅彦

14回／14回

100%

取締役
（常勤）

坂本 隆

11回／11回

100%

を、それぞれ説明を受け、質問を行い、意見を述べました。こ

社外取締役

渡邉 和紀

14回／14回

100%

れらの再発防止策が着実に実行されるよう継続的に注視して

社外取締役

小山田 隆

14回／14回

100%

（注）1 上
 記の内、
調査担当委員は、
佐川 雅彦及び坂本 隆の両氏です。

2 坂本 隆氏については、
取締役に就任した2020年6月26日以降に開催された監査
委員会への出席状況を記載しています。

体質改善に向けた教育の強化と関連法規・契約仕様の確実
な遵守に向けた品質管理体制の強化等を実行していること

まいります。
５．
監査委員会の実効性評価
監査委員会においては、実効性向上を目的とした評価を毎
年実施しています。2020年度において実施した監査委員会
レビューでは、社外監査委員より、調査担当委員
（常勤監査委

の調査を実施するとともに、
会計監査人及び監査担当執行役
から定期的な報告を受け、監査の方針・方法、実施状況及び

なお、三菱電機グループにおいて近年、労務、情報セキュリ

時2回）
を開催しており、1回あたりの所要時間は概ね2時間で
内部統制システムの整備の状況など
1. 監査委員会の職務の執行のため、監査委員の職務を補助す

課題事業の対策、SDGs目標達成に向けた貢献などの取り組

３．
監査委員の活動状況

員）
の活動結果は定期的に報告が行われ、監査委員会におい

監査委員は、委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査

て経営情報の共有が適時・適切に行われているとの評価を

担当委員
（常勤監査委員）
が中心となって執行役会議等重要

受けました。このような評価から監査委員会の実効性は十分

内規程・体制等を定めるとともに、当該体制については、

な会議に出席するとともに、執行役並びに当社事業所及び子

に担保されていると考えますが、今後も更なる実効性の向上

各執行役が自己の分掌範囲について責任を持って構築し、重

会社幹部へのヒアリング等の調査を実施しています。

に努めてまいります。

結果等の協議を行っています。
2. 三菱電機グループの業務の適正を確保するために必要な社
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内部監査の状況

各事業部門における当社横断的なコンプライアンス施策の

１．
内部監査の組織、人員及び手続

着実な展開や部門内のコンプライアンス状況の点検を実施

内部監査は、当社及び国内外関係会社の経営の効率化、
リ

しています。

役員報酬等の決定に関する方針 
1.基本方針

長目標として
「連結売上高5兆円以上」
「営業利益率8%以

（1）
当 社は指名委員会等設置会社として、経営の監督と執行を

上」
を設定しています。業績連動報酬は、同経営方針・目

スク管理の強化、倫理遵法の徹底、内部統制の充実を図り、経

監査部は、内部統制体制の運用状況等について内部監査

分離し、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は

標を踏まえ、連結業績
（親会社株主に帰属する当期純利

営の健全化と体質強化に寄与することを目的としています。

を実施するとともに、内部通報制度の整備や財務報告に係る

執行役が担う体制としているため、取締役と執行役は、それ

益）
等により支給基準額を決定します。

監査部は国内外に専属の人員を約60名配置し、更に関連

内部統制の評価を実施し、各内部統制部門と相互に必要な情

部門から専門的視点を有する応援監査人を加え、公正・客観
的な立場から内部監査を実施し、その結果を執行役社長及び
監査委員会に報告しています。
２．
内部統制部門との関係
当社の内部統制は、経営企画室、経理部、法務・コンプライ

報提供を行っています。
３．
内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携
監査部は、内部監査方針や内部監査結果を監査委員会に
報告するとともに、監査委員と定期的な意見交換を実施して
います。

アンス部、輸出管理部等の管理部門が、それぞれ所管する内

また、監査部は、会計監査人に対して内部監査結果を報告

部統制体制や規程等の整備運用状況の点検を実施していま

するとともに、会計監査人との間で、財務報告に係る内部統

す。また、各事業部門の中にコンプライアンス部門を設置し、

制の評価に関して適宜協議し、継続的な連携を行っています。

ぞれの職務の内容及び責任に応じた報酬体系とします。

・各執行役の支給額は、担当事業の業績等を踏まえ支給基

（2）
取締役の報酬制度は、客観的に当社の経営へ助言と監督を
行うため、一定金額報酬を支給します。

準額に対し±20％の範囲内で決定します。
・株 主と執行役の利益を一致させ、
より株主重視の経営意

（3）
執行役の報酬制度は、経営方針の実現及び業績向上へのイ

識を高めるとともに、中長期的な視点での業績向上のイン

ンセンティブを重視し、一定金額報酬に加えて、業績連動報

センティブを高めるため、業績連動報酬の50％を株式報

酬を支給することとし、以下を基本方針とします。

酬とします。なお、株式報酬は3年間の据置期間の後に

①中 長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識

当社株式を交付し、交付した当社株式は、原則退任後1年

を高めるものであること
②会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高い

が経過するまで継続保有することとします。
③2020年度成長目標である
「連結売上高5兆円以上」
「営業

ものであること

利益率8%以上」
を達成した場合の報酬構成比率の目安は、

③株主との利益の共有や株主重視の経営意識を高めること

一定金額報酬30％、業績連動報酬70％とし、総報酬のう

を主眼としたものであること

取締役への適時適切な情報提供と、取締役会レビューの実施及びその分析・評価の実施 
当社は2020年度において取締役会を計8回
（定時取締役会

する人材が社外取締役を務め、
また非業務執行取締役が過半を

6回、
臨時取締役会2回）
開催し、
経営の基本方針や執行役の選任、

占め、
かつ各委員会の委員長も社外取締役が務めるなどにより、

内部統制システムなどの重要事項に関し決議を行うとともに、
当

独立性と客観性が担保されていることなどから、
現時点において

年度の経営計画の内容と進捗状況、
事業毎の経営課題への対応

は、
構成・規模ともに経営の監督機能を果たす上で適切との評価

状況や、執行役会議において審議された重要事項などに関し執

がなされました。

行側から報告を受け、議論を行いました。特に本年度は、当社が
2021年6月に発表した中期経営計画策定に向けた議論や、当社
グループにおいて近年発生した労務、
情報セキュリティ、
製品・サ

の実効性は十分に担保されているものと判断しております。
一方、
執行側からの報告充実と議論の活発化により、
開催時間

（4）
社外からの客観的視点及び役員報酬制度に関する専門的知

の割合は35％とします。なお、連結業績等が2020年度成

見を導入するため、外部の報酬コンサルタントを起用し、そ

長目標の範囲内である場合は、総報酬における業績連動

の支援を受け、グローバルに事業展開する日本国内の主要

報酬比率は0％～70％で変動します。

企業の報酬に関する外部データ、国内経済環境、業界動向
及び経営状況等を考慮し、報酬水準及び報酬制度等につい

に関する重要な事項
執行役の業績連動報酬のうち株式報酬に関し、職務の重大
な違反等があった場合、会社の意思に反して在任期間中に

2.役員報酬体系及び報酬等の決定に関する方針
（1）
取締役の報酬
の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる額とします。

他会社経営に重大な影響を及ぼすなどの一定の事由が生じ

報告をさらに充実させることが望ましいことなどから、取締役会

①一定金額報酬については月例の固定報酬とし、執行役の

当社では、
取締役会での審議の状況を踏まえたうえで、
更なる実

の開催回数を増加させてはどうかとの意見がありました。
また、
サ

職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる

効性向上を図るため、
取締役会レビューを毎年実施しております。

ステナビリティや人事施策などへの取組み状況に関する報告の

本年は以下の項目について各取締役にアンケート調査を実施し、

充実や、当社グループにおいて近年発生した労務、情報セキュリ

社外取締役については取締役会事務局による個別インタビュー

ティ、製品・サービス品質の問題についての再発防止策の進捗

により回答結果の詳細確認を行ったうえで、
取締役全員でアンケ

状況の継続的報告を求める意見がありました。これらを踏まえ、

ート結果について議論し、
分析・評価を行いました。

2021年度から定時取締役会の年間開催回数を増加させるとと

・取締役会の開催頻度、
日程、
時間について

もに、
執行側からの上記事項に関する報告とそれを踏まえた議論

・取締役会に提供される情報の質・量及び提供方法について

の更なる充実を行うこととしております。

この結果、
取締役会での審議・議論の状況については、
これま
での評価結果を踏まえた見直しが着実に行われており、
取締役会
において従来以上に様々な切り口からの自由闊達な議論・意見
交換が行われていることを評価する意見が多数ありました。
また、
取締役会の構成・規模等については、
多様なスキルを有
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の実効性の更なる向上に努めてまいります。

議により、当該執行役に対し、株式交付等を受ける権利の没
収、交付した株式等相当の金銭の返還請求ができます。その

議論を行いました。

・取締役会の構成・規模等について

自己都合により退任した場合などにおいて、報酬委員会の決

一定金額報酬については月例の固定報酬とし、取締役の職務

が長時間化傾向にあること、
コーポレート部門から取締役会への

当社は、今後も取締役会レビューを継続的に実施し、取締役会

（3）
その他、取締役等の個人別の報酬等の内容についての決定

て検討します。

ービス品質の問題についての原因や再発防止策などに関し報告、

・取締役会での審議・議論の状況について
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これらの評価より、当社取締役会は適切に運営されており、そ

ち中長期インセンティブ
（業績連動報酬のうち株式報酬）

（2）
執行役の報酬

額とします。
②業績連動報酬については、以下のとおりとし、毎年一定の
時期に支給します。
・三菱電機グループは、
「成長性」
「収益性・効率性」
「健全性」

た場合、報酬委員会の決議により、一定金額報酬を減額する
ことがあります。
（4）
決定プロセス等
社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、取締役
及び執行役の報酬等の決定に関する方針及びそれに基づく
個人別の報酬等の内容を決定します。また、報酬委員会の活
動内容については、その都度取締役会に報告します。

の3つの視点による
「バランス経営」
により持続的成長を追
求し、更なる企業価値向上を目指しており、2020年度成

web

※取締役及び執行役の報酬額は
「有価証券報告書」
をご参照ください。

https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/data/negotiable_securities/

社外取締役について 
社外取締役

社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当

当社の社外取締役は5名であり、各氏と当社の間には、特別の

社経営の監督を行うことを期待しています。その役割を担うに相

利害関係はなく、また、各氏の兼職先又は各氏が過去に役員であ

応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的

った会社には当社との間に取引等の関係があるものも含まれます

に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引所の定めに基

が、その規模・性質から、各氏の独立性に影響を及ぼす関係もな

づく独立役員の要件及び当社が定める社外取締役の独立性

いため、全員一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性

ガイドライン(次頁参照)の要件を満たすなど、一般株主と利益相

のある社外取締役です。

反が生じるおそれもない、独立性のある者を選任しています。
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三菱電機グループのサステナビリティ
コンプライアンス

当社 社外取締役の独立性ガイドライン
実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営
の監督者としてふさわしい者で、かつ以下のいずれにも該当しない者
を社外取締役候補者に指名する。なお、以下1、2、4、5については、過
去3事業年度のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。
1.	当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2％を超
える会社に業務執行取締役若しくは執行役又は支配人その他使用
人
（以下、業務執行者）
として在籍している場合
2.	当社の借入額が、連結総資産の2％を超える会社に業務執行者とし
て在籍している場合

3.	当社の会計監査人の関係者として在籍している場合
4.	専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬
を受けている場合
5.	当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2％を
超える組織に業務執行役員
（理事等）
として在籍している場合
6.	当社の大株主
（10％以上の議決権保有）
又はその業務執行者とし
て在籍している場合
7.	その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の
関係者である場合

三菱電機グループが考えるコンプライアンス
三菱電機グループでは、
コンプライアンスを
「社会規範及び法令を遵守し、高い倫理観を持って行動することで、顧客・消費者・取
引先・株主・従業員・社会といったステークホルダーからの
「信頼」
に応えること」
と捉え、様々な取組を行っています。
コンプライアンス・モットー “Always Act with Integrity”
三菱電機グループでは、2021年6月1日に、グループの役員・従業員一人
ひとりが持つべき心構えとして、
コンプライアンス・モットー “Always Act

なお、社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部門の活動状況についての報告を受け、客観
的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経営監督体制の整備に尽力しています。

with Integrity”
（いかなるときも
「誠実さ」
を貫く）
を制定しました。Integrity
（誠実さ）
とは、
「公正であること」
「
、正直であること」
「
、真
摯であること」
「
、自身の言動に責任を持つこと」
「
、相手を尊重すること」
といった、
「正しいこと」
を貫く強い意志や姿勢を意味します。

社外取締役一覧（2021年6月29日現在）
地位

担当

選任理由

取締役会出席率
（2020年度）

指名委員長
報酬委員

100％
（8／8回）

三十二

薮中三十二氏の国際情勢の専門家としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、2012年6月から当社社
外取締役として、経営を適切に監督いただくとともに、指名委員会の委員長及び報酬委員会の委員を務めてい
ただいています。取締役会及び各委員会において、特に「内部統制・ガバナンス」、
「人事・人材開発」及び「グロー
バル」の分野での幅広い経験・見識を活かして当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役とし
て選任しています。

監査委員長
指名委員

100％
（8／8回）

宏

大林宏氏の検事・弁護士としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、2013年6月から当社社外取締役
として、経営を適切に監督いただくとともに、監査委員会の委員長及び指名委員会の委員を務めていただいて
います。取締役会及び各委員会において、特に「内部統制・ガバナンス」、
「法務・コンプライアンス」及び「人事・人
材開発」の分野での幅広い経験・見識を活かして当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役と
して選任しています。

報酬委員長
監査委員

和紀

渡邉和紀氏の公認会計士としての経験・見識は、当社にとって大変有益であり、2015年6月から当社社外取締役
として、経営を適切に監督いただくとともに、報酬委員会の委員長及び監査委員会の委員を務めていただいて
います。取締役会及び各委員会において、特に「内部統制・ガバナンス」、
「財務・会計」及び「人事・人材開発」の分
野での幅広い経験・見識を活かして当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任し
ています。

指名委員
報酬委員

寬子

小出寬子氏の国際的な企業の経営に携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識は、
当社にとって大変有益であり、2016年6月から当社社外取締役として、経営を適切に監督いただくとともに、指
100％
名委員会及び報酬委員会の委員を務めていただいています。取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・
（8／8回）
経営戦略」、
「内部統制・ガバナンス」、
「人事・人材開発」及び「グローバル」の分野での幅広い経験・見識を活かし
て当社経営を監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

指名委員
監査委員

小山田隆氏の銀行の経営に携わられ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識は、当社に
とって大変有益であり、2019年6月から当社社外取締役として、経営を適切に監督いただくとともに、指名委員
会及び監査委員会の委員を務めていただいています。取締役会及び各委員会において、特に「企業経営・経営戦
略」、
「内部統制・ガバナンス」、
「財務・会計」及び「人事・人材開発」の分野での幅広い経験・見識を活かして当社経
営を監督いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任しています。

氏名／写真

社外
取締役
薮中
社外
取締役
大林
社外
取締役
渡邉
社外
取締役
小出

社外
取締役
小山田

隆

国内関係会社

三菱電機
社

長

企業行動規範委員会

社

長

本部長

100％
（8／8回）

100％
（8／8回）

所長・支社長
事業部長

会社統括
コンプライアンス
マネージャー

◯◯長
コンプライアンス
マネージャー

部

長

課

長

Regional Chief
Compliance Oﬃcer
（RCO）

支援
Corporate / Chief
Compliance Oﬃcer
（CCO）

コンプライアンス
マネージャー

◯◯長

コンプライアンス
リーダー

リスクマネジメント体制
三菱電機グループのリスクマネジメント体制は、各執行役が
ら総合的に保有意義の有無を判断し、毎年、執行役会議及び

1. 投資株式の区分の基準及び考え方

取締役会にて検証・確認を行っています。なお、採算性につ

また、経営執行にかかわる重要事項については、執行役全員

	 当社は、保有目的が純投資である投資株式と純投資目的

いては関係事業から得られる収益と受取配当金合計が資本

により構成する執行役会議において審議・決定しており、執行

以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価

コストを上回る水準にあるか、事業性については事業上の関

役全員の経営参画と情報共有化、経営のシナジー効果の追求及

値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目

係や取引額等に大きな変動がないか、保有リスクについては

び三菱電機グループとしての多面的なリスクマネジメントを行

的で保有するものを純投資に区分しています。なお、純投資

投資先の企業価値が下落していないか等の観点から、それ

っています。

に該当する株式の保有はありません。

ぞれ検証しています。保有意義が希薄と判断した株式は、当

その中で、極めて重い社会的責任が問われ、三菱電機グルー

2．
保有目的が純投資以外の目的である投資株式について

該企業の状況等を勘案した上で売却を進めるなど縮減を図

プ経営への甚大な影響が予想されるような事態や、大規模災

	 当社は、取引先との関係の維持・強化等を勘案し、事業運営上、

ることとしています。

害・事故・パンデミックなど、緊急事態が発生した際には、初動
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長

リスクマネジメント

株式の保有状況

	保有株式については、採算性、事業性、保有リスク等の観点か

社
本部
コンプライアンス部長

株式の保有状況について 

必要性が認められると判断した株式を保有することとしています。

海外関係会社

執行役会議

（注）
当社は、2020年度において、取締役会を8回開催しております。
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コンプライアンス推進体制
（三菱電機グループ）

web

※株式の保有状況は
「有価証券報告書」
をご参照ください。
 https://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/data/negotiable_securities/

自己の分掌範囲について、責任を持って構築しています。

リスクマネジメント体制
（三菱電機グループ）

企画委員会
起業審議会
情報化投資審議会

全社緊急対策室

を迅速かつ適切に遂行すべく、社長を室長とする全社緊急対策
室を設置し対策を講じていくこととしています。
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三菱電機グループのサステナビリティ
情報セキュリティーへの対応
基本的な考え方

国内外の関係会社については、事業本部・事業所
（事業部・

三菱電機グループでは、2020年度も不正アクセスによる情

支社・製作所）
から情報セキュリティーに関する指示・指導を行

報漏洩事案において、お客様や社会にご迷惑とご心配をおかけ

っています。特に海外の関係会社については、地域ごとの事情、

したことを深く反省し、二度とこのような事態を起こさないよう、

特性を考慮すべく情報セキュリティ統括室が、米州・欧州・中国・

情報セキュリティー対策 を強化していきます。

アジアの各拠点の海外地域担当と情報セキュリティー確保のた

※

なお、三菱電機の営業情報や技術情報、知的財産等の企業機
密や顧客・ステークホルダーの皆様からお預かりした情報につ
いては、2005年2月に制定した
「企業機密管理宣言」
の考えに基
づき管理していましたが、過去の事案の反省を踏まえて、本宣言
を、改めて深く三菱電機グループ内へ浸透させ、更なる保護・
管理を徹底していきます。
※情報セキュリティー対策：
「侵入防止」
「拡散防止」
「流出防止」
「グローバル対応」
の４つ
の視点での技術的対策、文書管理の徹底などの業務品質改善の推進及び従業員教育
の充実等の人的対策、並びに体制の強化

めのより一層の連携を深めていきます。
※1

PSIRTはProduct Security Incident Response Team。製品・サービスのセキ
ュリティー品質に対する取組
※2 CVE Numbering Authority、
CVE採番機関。CVEとはCommon Vulnerabilities
and Exposures
※3 国際的に使用されている脆弱性の識別子

個人情報保護
三菱電機では、2001年10月に
「個人情報の保護に関する規則」
を制定の上、三菱電機従業員及びその他関係者に個人情報保護を
周知徹底し、個人情報保護活動に取り組んでいます。2004年には
「個人情報保護方針」を制定し、日本工業規格
「JIS Q 15001：

情報セキュリティーの体制
2020年4月から、社長直轄組織として情報セキュリティ統括

2006個人情報保護マネジメントシステム—要求事項」
に準拠した

室を設け、
「企業機密管理・個人情報保護」
「情報システムセキュ

個人情報保護活動として整備しました。2008年1月には、個人情報

リティー」
「製品セキュリティー」
の三機能を統合し、情報セキュリ

について適切な保護措置を講ずる体制を整備していることを認定

ティー管理活動全般を統括しています。

するプライバシーマークを取得し、以後、継続して更新しています。

情報セキュリティ担当執行役は情報セキュリティー管理全般
を統括し、情報セキュリティ統括室はその指示のもと、三菱電機
グループの情報セキュリティー管理の仕組み、ルール、情報シス
テムのセキュリティー確保に関し、企画・推進を行い、実際に各
情報、
システムの利活用・管理を行う各事業本部、事業所と連携
を図り、情報セキュリティーの確保に努めています。
また、工場の生産に影響を与えるようなサイバー攻撃が他社
で発生していることから、三菱電機においても工場セキュリティ
ーを担当するグループを設置し、体制強化を図っています。
加えて、製品セキュリティ―施策を推進するPSIRT活動 とし
※1

て2020年11月にCNA として認定され、三菱電機製品に影響
※2

を与える脆弱性に自らCVE ID を付与し、公表しております。こ
※3

れにより、社外ステークホルダーとの効率的な脆弱性ハンドリン
グを実践する体制を強化しています。
なお、万一事故が発生した場合、
この体制に沿って報告・指示
が行われ、二次被害を防ぐなど適切な対応をとります。

また、2017年5月に施行された改正個人情報保護法に適切に対
応すべく、社内の規則などを見直しています。
サイバー攻撃対策
企業にとって大きな脅威となっているサイバー攻撃は、年々
巧妙かつ多様化しており、防ぐことは容易ではありません。三菱
電機グループでは大きく二つの対策を進めています。クラウド
サービスの利用、
テレワークの普及に伴いゼロトラストセキュリ
ティー 対策を加速するとともに、既存のIT環境については多層
※

化した複数の異なる防御策を講じる
「多層防御」
によってサイバ
ー攻撃対策に取り組んでいます。さらに、
「多層防御」
だけでは完
全に防ぐことができないサイバー攻撃もあるため、サイバー攻
撃を監視し、事案が発生した場合に即時対応する体制を整え、被
害の防止、最小化を図っています。
また、常に外部から多くの脅威にさらされているインターネッ
ト公開ウェブサイトについては、セキュリティーレベルを保つた
めに三菱電機が認定したウェブサイトのみを公開しています。
※ネットワークの内側・外側を区別せず都度デバイスを認証し、
リソースへのアクセス認可を行う考え

情報セキュリティー体制
（三菱電機グループ）

不正アクセスによる情報流出について

社 長

情報セキュリティ担当執行役

情報システム
セキュリティー

指
示

PSIRT※2
海外地域担当

連携

※１ CSIRT：Computer Security Incident Response Team
※２ PSIRT：Product Security Incident Response Team
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座情報などが流出したことを確認しました。中国にある関係会社からネットワーク

に侵入し、
三菱電機グループ一部従業員のクラウドアクセスするための情報を窃取

製品
セキュリティー
事業部・支社・製作所

CSIRT※1

クラウドサービスに不審なアクセスがあることを検知し、国内取引先の金融機関口

事業本部

連携

情報セキュリティ統括室
企業機密管理
個人情報保護

2020年11月16日に新規導入したクラウド監視システムが三菱電機が契約する

方針・
指示

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ANNUAL REPORT 2021

国内関係会社
海外関係会社
…統括・企画責任
…推進責任単位

して、
クラウドに不正アクセスしたものです。

再発防止のため三菱電機は不正アクセスを受けたクラウドサービスに対する監

視を強化するとともにゼロトラストセキュリティー対策を加速します。また、国内外

のネットワークアクセス制御の強化、端末のセキュリティー対策や監視・認証基盤
の強化等、総合的な多層防御によるセキュリティー対策の強化を三菱電機グルー

プ全体で加速し、今後も関係機関と連携しながら、
さらなる強化に継続的に取り組
んでまいります。

