
コーポレートガバナンス・コードへの対応

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスの考え方

経営の｢公正性｣、｢透明性｣の維持とさらなる向上を目指すとともに、
法令遵守を超えてステークホルダーの安全と利益の保護に全力を尽くしてまいります。

組織統治

　アジアグローバル社会と共存・共生するマンダムグ
ループの使命として、企業理念を具現化するため、「健全
性と透明性の確保」を前提とした「効率性の追求」を通し
て、良質な利益を生み出すことにより、生活者・社会を含
めたステークホルダーとともに、持続的成長を遂げること
をコーポレートガバナンスの基本方針としています。
　コーポレートガバナンス体制については、監査役会設
置会社制度を採用し、監査役による厳格な適法性監査を

コンプライアンス経営の基礎とした上で、複数名の社外
取締役の招聘によりモニタリング機能・アドバイザリング
機能を強化するとともに、統括・担当執行役員制度を採
用し、責任の明確化と権限委譲を行い積極的・機動的な
業務執行が行えるシステムを整備することにより、積極
果敢にチャレンジする攻めのガバナンスを追求し、企業
価値の向上を目指しています。

社外役員の招聘・諮問委員会

　マンダムでは、法制化に先立ち、早期より社外役員を招
聘（社外監査役：1986年～／社外取締役：1995年～）し
ています。現体制においては、監査役4名中2名の社外監
査役、取締役7名中2名の社外取締役を各々招聘し、経営
意思決定・業務執行に対する客観的株主視点からの監

査・監督を強化しています。
　また、取締役会の諮問機関として、いずれも半数以上
が社外役員で構成される「指名委員会」と「報酬委員会」
を設置し、役員選任プロセスと役員報酬制度の公正性・
透明性を確保しています。

　当社は、「攻めのガバナンスの実現を目指し会社の持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る」という

「コーポレートガバナンス・コード」の趣旨に賛同し、同
コードの各基本原則、原則および補充原則について真摯
に検討してまいりました。そして、2015年10月開催の取
締役会の決議をもって、同コードへの取り組み方針およ
び取り組み内容に、コーポレートガバナンスに関する基本
的な考え方や体制の整備状況を含めて取りまとめた

「コーポレートガバナンス ガイドライン」を策定しました。
　当社の「コーポレートガバナンス・コード」への取り組
み方針および取り組み内容に、コーポレートガバナンス
に関する基本的な考え方や体制の整備状況を含めて取
りまとめた「コーポレートガバナンス ガイドライン」を当
社WEBサイトに掲載しています。
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　リスク管理体制については、「トータルリスクマネジメン
ト推進規程」を制定した上で、総務部を統括する役付執行
役員を委員長とするトータルリスクマネジメント委員会を
推進母体として、リスク管理体制の統括管理を行っていま
す。同委員会は、事業継続に重大な影響をおよぼす可能性

のあるリスクの管理を重要課題としてとらえ、マニュアル
の整備を進めるとともに、リスク顕在化の兆候の洗い出
し・分析・評価を行い、早期発見・未然防止に注力します。
　また、子会社のリスクマネジメント体制に関する指導・
監督を行います。

財務報告にかかる内部統制の整備

　マンダムグループでは、財務報告の信頼性および適正
性の確保を経営の重要な責務として位置づけ、これを実
現するために、社長執行役員主導の下、全社・全グループ
をあげて適正な内部統制システムを整備することを基本
方針としています。
　財務報告の信頼性および適正性の確保にあたっては、

内部監査部門において、内部統制システムの整備・運用
状況の検証および内部監査を行うとともに、取締役会・
監査役会への適切な報告を行うことにより、取締役会お
よび監査役会が継続的にこれをモニタリングできる体制
の整備に努めています。
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株主の皆さまへの利益還元

1. 安心・信頼いただける魅力ある
商品・サービスの提供
わたしたちは、「生活者発・生活者着」を基本とし
て、生活者にとって魅力があり、安心・信頼いただ
ける商品・サービスを提供します。

2. 公正・透明・自由な商取引
わたしたちは、独占禁止法その他の関連法令を
遵守した公正・透明・自由な商取引を前提として、
積極的かつ効果的な競争を行います。

3. 会社財産の適正な管理
わたしたちは、マンダムグループが有する有形無
形の財産・情報、特に知的財産の価値を十分認識
の上、厳正に管理するとともに、他者の財産・情報
を十分に尊重します。

4. 海外での事業活動
わたしたちは、海外においては、各国の歴史・文化
や人々の考え方・習慣を尊重した事業活動を目指
します。

わたしたちは、社会の一員として、国内外の法令、慣
習その他すべての社会規範とその精神を十分に理
解し、遵法精神をもってこれを遵守するとともに、常
に高い社会良識をもって倫理的に考働します。

コンプライアンス

Ⅰ.  法令・社会規範の遵守と倫理的考働
わたしたちは、環境問題への取り組みは、企業の存在
と活動に必須の要件であることを認識し、「地球温暖
化防止」「省エネルギー」「廃棄物の低減」などにより、
地球環境保護を自主的かつ積極的に推進します。

Ⅲ.  地球環境とマンダムグループ

わたしたちは、「良き企業市民」として、社会との協
調・融和に努め、その発展に貢献します。そして、社会
を含めた幅広いステークホルダーとの双方向コミュ
ニケーションに努め、企業情報を積極的かつ公正に
開示するとともに、ステークホルダーからの意見・情
報を真摯に受け止め、透明な経営を実践します。

Ⅳ.  社会とマンダムグループ

わたしたちは、企業理念を具現化し、展開するため
に、「個（個々の従業員）と会社双方のHAPPYの実
現」を目指して、「従業員のために会社が目指すもの
（会社像）」と「会社のために従業員が目指すもの（人
財像）」とのバランスを保ち、安全ではたらきやすい
職場環境づくりと人財育成を通じて、一人ひとりの意
欲向上と能力の最大発揮を図ります。

Ⅴ.  マンダムグループではたらく人々

Ⅱ.  マンダムグループのビジネス考働

コンプライアンスの考え方

　マンダムグループのコンプライアンスの原点は、「企業
理念（生活者へのお役立ち）」と「経営哲学（社会に対して
正直であること）」にあります。マンダムグループのコンプ
ライアンスは「法令さえ遵守すればいい」という他律的・

消極的な概念ではなく、「生活者へのお役立ち」のために
法令遵守はもちろんのこと、これらを超えた独自の基準
をもって生活者の安全や利益を守るという自律的・積極
的な概念です。

マンダムグループ考働規範

　マンダムグループの各社および、その役員・従業員が、
企業理念を具現化するために常時心がけておくべきコン
プライアンスプログラムとして、1999年に「マンダムグ
ループ考働規範」を制定しました。これは仕事を遂行する
上で、考働規範をもとに「この判断は正しいか」「この行い
は恥ずかしくないか」と常に自分をふりかえる礎となるも
のです。

　マンダムグループ考働規範
は、企業理念体系や各種行動指
針の策定・改定に則して、適宜
見直し、改訂を重ねています。
（2002年・2007年・2011年・
2014年に改訂） 「マンダムグループ考働規範」

●ヘルプラインシステム

●マンダムグループ考働規範の概要
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ヘルプライン窓口

株主・投資家の皆さまとの関わり
株主･投資家の皆さまとのコミュニケーションの促進

2011
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2012

40.2
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2013
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2014

40.2
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80
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配当性向（%）
1株当たり配当金（円）

　株主総会の開催に加え、機関投資家向けに行う決算説
明会やスモールミーティングの開催、アニュアルレポート
や株主通信の発刊、WEBサイトの充実など、マンダムに
対する理解を深めていただくよう取り組んでいます。
　また、2015年10月5日と6日には、当社としては初めての

「株主さま向け工場見学会」を実施しました。100株以上の
株式をご所有の株主さまにご案内をお送りし、ご応募いた
だいた方々の中から厳正なる抽選の結果、当選された方々
には、「ペーパーライン」、「水物ライン」、「エアゾールライ
ン」など主力商品の生産ラインをご見学いただきました。

　当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要政
策として位置づけ、中長期的な事業拡大、新規事業開拓およ
び企業リスクのための内部留保に配慮しつつ、配当金による
株主還元を優先的に実施することを基本方針としています。
配当金に関する数値目標については、特別な要素を除いた

連結ベースでの配当性向40％以上としています。
　また、当社は利益還元の一環として株主優待も行ってお
り、100株以上の株式をご所有の皆さまに5,000円相当の
当社商品の詰め合わせをお送りしています。

ヘルプラインシステム

　2002年12月に、コンプライアンス違反に関するリスク
の早期発見・未然防止・再発防止を目的として、内部通報
制度である「ヘルプラインシステム」を導入しました。これ
は、職場で各種法令や考働規範等に反する行為を見た
時、また違反する恐れのある場合に報告や相談を受け付
ける仕組みです。運営は、社外窓口（顧問弁護士）を含め
た考働規範推進委員を受付窓口とし、通報者が不利益な
扱いを受けることのないよう保証されています。
　「ヘルプラインシステム」の対象範囲は、マンダムグ
ループの全役員（顧問を含む）、従業員（契約社員・パート
社員・派遣社員を含む）に加え、2007年9月より、マンダ
ムグループのお取引先さまにも拡大しています。

個人情報の保護

　マンダムではお客さまをはじめ、たくさんの方々の個
人情報をお預かりしています。これらの個人情報を正確
かつ適正に取り扱うために、「個人情報保護マネジメント
システム」を構築しています。
　「個人情報管理台帳」を作成し、全部門の保有状況と管
理状況を毎年調査するとともに内部監査を実施し、適切
な個人情報の保管と管理に努めています。また、全従業

員を対象に個人情報保護教育を実施しています。
　2012年4月には個人情報を適正に取り扱うための社
内体制の整備ができたという判断により、プライバシー
マークの更新を辞退しました。しかしながら、保有する個
人情報を適正に取り扱うことが事業活動の基本の一つで
あり、企業の社会的責務の考えから、今まで通り「個人情
報保護マネジメントシステム」を継続運用しています。

お取引先さま専用受付窓口
・専用TEL & FAX  06-6767-5170
・専用E-mail   mandom-helpline@mandom.co.jp
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株主の皆さまへの利益還元

1. 安心・信頼いただける魅力ある
商品・サービスの提供
わたしたちは、「生活者発・生活者着」を基本とし
て、生活者にとって魅力があり、安心・信頼いただ
ける商品・サービスを提供します。

2. 公正・透明・自由な商取引
わたしたちは、独占禁止法その他の関連法令を
遵守した公正・透明・自由な商取引を前提として、
積極的かつ効果的な競争を行います。

3. 会社財産の適正な管理
わたしたちは、マンダムグループが有する有形無
形の財産・情報、特に知的財産の価値を十分認識
の上、厳正に管理するとともに、他者の財産・情報
を十分に尊重します。

4. 海外での事業活動
わたしたちは、海外においては、各国の歴史・文化
や人々の考え方・習慣を尊重した事業活動を目指
します。

わたしたちは、社会の一員として、国内外の法令、慣
習その他すべての社会規範とその精神を十分に理
解し、遵法精神をもってこれを遵守するとともに、常
に高い社会良識をもって倫理的に考働します。

コンプライアンス

Ⅰ.  法令・社会規範の遵守と倫理的考働
わたしたちは、環境問題への取り組みは、企業の存在
と活動に必須の要件であることを認識し、「地球温暖
化防止」「省エネルギー」「廃棄物の低減」などにより、
地球環境保護を自主的かつ積極的に推進します。

Ⅲ.  地球環境とマンダムグループ

わたしたちは、「良き企業市民」として、社会との協
調・融和に努め、その発展に貢献します。そして、社会
を含めた幅広いステークホルダーとの双方向コミュ
ニケーションに努め、企業情報を積極的かつ公正に
開示するとともに、ステークホルダーからの意見・情
報を真摯に受け止め、透明な経営を実践します。

Ⅳ.  社会とマンダムグループ

わたしたちは、企業理念を具現化し、展開するため
に、「個（個々の従業員）と会社双方のHAPPYの実
現」を目指して、「従業員のために会社が目指すもの
（会社像）」と「会社のために従業員が目指すもの（人
財像）」とのバランスを保ち、安全ではたらきやすい
職場環境づくりと人財育成を通じて、一人ひとりの意
欲向上と能力の最大発揮を図ります。

Ⅴ.  マンダムグループではたらく人々

Ⅱ.  マンダムグループのビジネス考働

コンプライアンスの考え方

　マンダムグループのコンプライアンスの原点は、「企業
理念（生活者へのお役立ち）」と「経営哲学（社会に対して
正直であること）」にあります。マンダムグループのコンプ
ライアンスは「法令さえ遵守すればいい」という他律的・

消極的な概念ではなく、「生活者へのお役立ち」のために
法令遵守はもちろんのこと、これらを超えた独自の基準
をもって生活者の安全や利益を守るという自律的・積極
的な概念です。

マンダムグループ考働規範

　マンダムグループの各社および、その役員・従業員が、
企業理念を具現化するために常時心がけておくべきコン
プライアンスプログラムとして、1999年に「マンダムグ
ループ考働規範」を制定しました。これは仕事を遂行する
上で、考働規範をもとに「この判断は正しいか」「この行い
は恥ずかしくないか」と常に自分をふりかえる礎となるも
のです。

　マンダムグループ考働規範
は、企業理念体系や各種行動指
針の策定・改定に則して、適宜
見直し、改訂を重ねています。
（2002年・2007年・2011年・
2014年に改訂） 「マンダムグループ考働規範」

●ヘルプラインシステム

●マンダムグループ考働規範の概要
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株主・投資家の皆さまとの関わり
株主･投資家の皆さまとのコミュニケーションの促進
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1株当たり配当金（円）
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明会やスモールミーティングの開催、アニュアルレポート
や株主通信の発刊、WEBサイトの充実など、マンダムに
対する理解を深めていただくよう取り組んでいます。
　また、2015年10月5日と6日には、当社としては初めての

「株主さま向け工場見学会」を実施しました。100株以上の
株式をご所有の株主さまにご案内をお送りし、ご応募いた
だいた方々の中から厳正なる抽選の結果、当選された方々
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ヘルプラインシステム

　2002年12月に、コンプライアンス違反に関するリスク
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ける仕組みです。運営は、社外窓口（顧問弁護士）を含め
た考働規範推進委員を受付窓口とし、通報者が不利益な
扱いを受けることのないよう保証されています。
　「ヘルプラインシステム」の対象範囲は、マンダムグ
ループの全役員（顧問を含む）、従業員（契約社員・パート
社員・派遣社員を含む）に加え、2007年9月より、マンダ
ムグループのお取引先さまにも拡大しています。

個人情報の保護

　マンダムではお客さまをはじめ、たくさんの方々の個
人情報をお預かりしています。これらの個人情報を正確
かつ適正に取り扱うために、「個人情報保護マネジメント
システム」を構築しています。
　「個人情報管理台帳」を作成し、全部門の保有状況と管
理状況を毎年調査するとともに内部監査を実施し、適切
な個人情報の保管と管理に努めています。また、全従業

員を対象に個人情報保護教育を実施しています。
　2012年4月には個人情報を適正に取り扱うための社
内体制の整備ができたという判断により、プライバシー
マークの更新を辞退しました。しかしながら、保有する個
人情報を適正に取り扱うことが事業活動の基本の一つで
あり、企業の社会的責務の考えから、今まで通り「個人情
報保護マネジメントシステム」を継続運用しています。
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