
サステナビリティを重視した経営の実践

サステナビリティ基本方針
ブラザーグループは2006年11月に「CSR経営の基本的な考
え方」を策定し、その後、三度の改訂を経ながら昨年度までグ
ループのCSR活動の礎としてきました。一方この間に経営環
境はグローバルに大きく変化し、SDGs/ESGへの対応も含め
企業の責任の枠がさらに広がりました。そこでブラザーグルー
プはあらためてサステナブルな社会の構築への貢献を目指して
以前の方針を見直し、2022年2月に「サステナビリティ基本方
針」を新たに策定しました。
　この「サステナビリティ基本方針」においてブラザーグループ
は、創業の精神から始まる“At your side.”の精神のもと、社会
的な責任を果たしてきたことを再確認するとともに、2030年に
向けたグループビジョン「At your side 2030」の実現を通じ
て、取り組むべき重要社会課題を解決することを宣言しました。

推進体制
ブラザーグループでは、2022年4月に代表取締役社長を委員
長とするサステナビリティ委員会を設置しました。
　この委員会は、サステナビリティ基本方針に基づく、マテリア
リティへの取り組みを中心とした各種活動をグローバルに推進
し、サステナビリティを重視した経営を進めていくことを目的と
しています。
　サステナビリティ委員会には定例会と必要に応じて委員長が
招集する臨時会があり、各分科会のオーナーおよび常務以上の
執行役員、事業統括執行役員、その他必要な機能として代表取
締役社長が定める者により構成されています。またサステナビリ
ティ委員長は、定期的に取締役会において、サステナビリティ委
員会の活動計画および活動実績について報告を行うものとして
います。

サステナビリティ委員会の傘下には、特定分野における各種活
動の推進を目的として以下の三つの分科会を設置し、各種活動
を推進しています。

● 気候変動対応分科会：地球の未来に関わるマテリアリティ解決
に向けた全社活動の推進

● 社会分科会：社会の発展に関わるマテリアリティ解決に向けた
全社活動の推進

● コーポレートガバナンス分科会：ビジョン実現とそのための経
営戦略の実効性を促進するコーポレートガバナンスの構築

　2022年4月には第1回となる委員会を開催し、各分科会の目
標設定に関して審議をしました。また8月には三度にわたる委員
会での議論を経て、ブラザーの価値創造プロセスを策定してい
ます。

サステナビリティ推進体制

“At your side.”の精神で、事業活動を通じて
社会課題の解決に取り組み、
持続可能な社会の実現に貢献します

専務執行役員
サステナビリティ委員会  事務局担当責任者
只　雄一

サステナビリティ基本方針

ミシンの修理業から始まったブラザーは、働きたい人に仕事をつ
くるために輸入産業を輸出産業にするという志のもと、ミシンの
生産を始めました。壊れにくい国産ミシンを作ろうという思いは、
お客様を第一に考える“At your side.”の精神として、すべての
活動の礎である「ブラザーグループ グローバル憲章」に受け継が
れ、お客様への価値提供を増大させ、そこから生まれる成果をス
テークホルダーや地球環境への貢献に生かすことで企業価値を
高めてきました。
ブラザーグループはこれからも、お客様の課題、ひいては社会の
課題に向き合い、取り組むべきマテリアリティ（重要社会課題）を
定め、解決することで、「世界中の“あなた”の生産性と創造性を
すぐそばで支え、社会の発展と地球の未来に貢献する」というビ
ジョン「At your side 2030」の実現、および国連が定めた「持
続可能な開発目標（SDGs）」の達成を目指してまいります。
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ブラザーグループは、“At your side.”の精神のもと、持続的
なお客様への価値提供と、事業を通じた社会課題の解決を図
るべく、サステナビリティを重視した経営を実践しています。
　私たちは、ブラザーグループビジョン「At your side 
2030」において、当社のあり続けたい姿を「世界中の“あな
た”の生産性と創造性をすぐそばで支え、社会の発展と地球
の未来に貢献する」と定めています。このビジョンからバック
キャストする形で策定・スタートした中期戦略「CS B2024」
においては、サステナビリティへの貢献を最重要な経営課題
と位置付け、当社として初めてマテリアリティを特定し公開い
たしました。
　それに先立ち2022年2月には、これまで培われてきたブラ
ザーの価値観を大切にしながらサステナブルな企業活動をさ
らに促進していくために、「サステナビリティ基本方針」を策
定しています。
　マテリアリティとは、企業が経営上、何を重要としているの
かを示すものであり、将来財務価値を向上させるために企業
が取り組むべき課題であると考えています。従いましてマテリ
アリティを特定し、目標を設定するにあたっては、経営の方向
性と合致しているか、その重要度について十分な説明が可能
か、将来の財務目標へのインパクトをストーリーとして語れる
か、目標に経営陣・従業員がコミットできるか、といった点を
重要視しました。またこの特定プロセスにおいては、お客様を
はじめとする各ステークホルダーに対してどのような価値を
提供できるかを常に意識しながら議論を重ねてきました。

　それらの観点から次のような意味合いを持たせて、マテリ
アリティを解決する目標を選んでいます。

● ブラザーが製品・サービスの提供を通じて顧客の価値創出を
支援し、それにより顧客から支持を得ることができているかど
うか

● 誰もが生き生きと活躍できる社会を実現するために、ブラザー
グループがさらなる多様性とエンゲージメントに満ちた職場を
つくることができているかどうか

● ブラザーのバリューチェーンにおいて、事業に関わる人々の人
権が尊重され、労働者に安全安心な職場を提供できているか
どうか

● 「ブラザーグループ環境ビジョン2050」における脱炭素社会
への貢献、資源循環の最大化達成へのマイルストーンとなって
いるかどうか

　また、これらの目標を着実に達成するため、2022年４月に
「サステナビリティ委員会」を新たに設置しました。委員会の
設置と活動の実践を通じて、サステナビリティを全社の経営
課題として捉え、環境・社会・経済の三つの観点すべてにお
いて持続可能な状態を実現する経営を推進してまいります。
　私たちブラザーグループは、社会の一員として、これまでも
社会におけるさまざまな重要課題の解決に取り組んできまし
た。そして、これらサステナビリティに関連する取り組みは、
当社の事業そのものの持続的な成長を支えていると強く実
感しています。私たちは、これまでもそうであったように、“At 
your side.”の精神でお客様のご要望やお困り事に寄り添い
続けるとともに、環境や社会課題にも真摯に向き合い、社会
から信頼され続ける企業でありたいと考えています。

P.19 参照

P.14 参照
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ブラザーグループは、持続可能な社会の構築に向け、企業活動のあらゆる面で
地球環境の配慮に前向きで継続的な取り組みを行っていきます

「ブラザーグループ環境方針」の基本理念にのっとり、モノづくり企業の社会的責任として、製品が開発・設計・製造・使用・廃
棄・再利用されるまで、すべての段階で環境に配慮しています。

ブラザーグループ環境方針   https://global.brother/ja/sustainability/eco/policy

環境への取り組み

ブラザーグループ 環境ビジョン2050
エネルギーや資源を使用し、紙や糸、布などの生物由来の物を
使用する製品を提供する企業として、CO2排出削減、資源循環、
生物多様性保全を三本柱とする「ブラザーグループ 環境ビジョ
ン2050」を策定しています。この環境ビジョンは、2018年に気
候変動や資源枯渇、環境汚染、生態系破壊といった社会的な
重要課題をブラザーグループの事業上のリスクとして捉え、長
期的かつ継続的にその解決に取り組むことを明確にしたもので

す。その後、加速する持続可能な社会に向けた動きを見据え、
2021年度に環境ビジョンにおけるCO2排出削減目標を見直し
ました。CO2排出削減では脱炭素社会の形成に貢献するため、
2050年度までにあらゆる事業活動のカーボンニュートラル※

を目指すとともに、2030年度までに2015年度比でブラザーグ
ループ全体のCO2排出量（スコープ1・2）を65％削減する目標
を新たに掲げました。
※ ブラザーグループから排出するCO2を全体としてゼロにする

製品におけるCO2排出削減貢献
ブラザー製品・サービスの省エネ性能の向上により製品のライ
フサイクル全体のCO2排出量の削減に取り組んでいます。ブラ
ザーの省エネ製品・サービスを活用いただくことで、お客様のも
とでの消費電力量を減らし、お客様のCO2排出量の削減にも貢
献することができます。実際にどのくらい削減に貢献しているの
か、またその貢献量を増やしていくために、ブラザー製品・サー
ビスによりお客様のもとで削減したCO2をCO2排出削減貢献量
と定義し、ブラザーグループの製品・サービスによるCO2排出
削減貢献量の見える化を行いました。今後もブラザーグループ
から排出するCO2の排出削減を進めるとともに、従来よりもライ
フサイクル全体のCO2排出量が少ないブラザーの製品・サービ
スを提供することでCO2排出削減貢献量を拡大し、社会全体の
CO2排出削減にも貢献していきます。

資源循環・廃棄物削減の取り組み
ブラザーグループは、資源循環活動のさらなる推進とサーキュ
ラーエコノミーに適合した事業運営を行っていくため、2022年
2月に資源循環目標に関して「2030年度中期目標」を改定しま
した。サブスクリプション型のような循環経済型ビジネスの拡大
と、製品に対してリサイクル材やリユース品を活用するといった
資源の再生利用により、製品に使用する総資源量に対する新規
資源の比率を65%以下とすることを目指していきます。今後、ブ
ラザーグループはこの目標達成に向けて活動を加速させて、バ
リューチェーン全体の資源循環および廃棄物削減を推進してい
きます。

生物多様性保全
環境ビジョン2050の達成に向け、ブラザーグループの事業活
動が生態系へ与える環境負荷の定量化と低減を進めています。
　事業活動と生物多様性の関係性マップでは製品のライフサ
イクルアセスメントを基に、事業活動の各プロセスに対するイン
プットとアウトプットから発生する環境負荷を定量化し、各プロ
セスに占める環境負荷の比率を示しています。さらに、事業活動
が生態系へ与える主な影響として、気候変動、汚染、生物資源
の減少、生息地の喪失、外来種の侵入の五つを挙げ、それぞれ
のリスク軽減に貢献するグループの生態系保全活動を掲載して
います。今後も事業活動によって発生する環境負荷の定量化を
行う事業活動範囲を広げていくとともに、環境負荷低減や生態
系保全に関わる活動の定量化にも取り組み、より効果的な生物
多様性保全活動を展開していきます。

ブラザーグループ 環境ビジョン（2050年目標）
目標・ありたい姿 2030年度中期目標

CO2

排出削減

グループ全体で、あらゆる事業活動のカーボンニュートラルとバ
リューチェーン全体のCO2排出最小化を目指し、脱炭素社会の
形成に貢献している

主な取り組み
太陽光発電の導入、空調設備の更新、生産設備の更新・省エネ化など

• スコープ1・2 2015年度比で65%削減する
• スコープ3：C1・C11・C12 2015年度比で30%削減する
※  「2030年度 中期目標」は、温室効果ガスの排出削減目標達成を推進するために設立された国

際的なイニシアチブ「Science Based Targets initiative（SBTi）」より、科学的根拠に基づいた
目標（1.5℃目標）として認定されています

資源循環

2050年に向けて、グループ全体で資源循環の最大化により、資
源の持続可能な利用と廃棄物による環境負荷の最小化を目指す

主な取り組み
製品・部品のリユース、リサイクル材使用など

• 循環経済型ビジネスの拡大と資源の再生利用により、2030年度までに製品※1に
投入する新規資源率を65%以下※2とする

• グループ生産拠点において継続的に水資源の効率的な利用と適正処理による
排水に努めている

※1  包装材を含む
※2  対象は、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業、パーソナル・アンド・ホーム事業、
 マシナリー事業

生物多様性
保全

グループ全体で事業活動が生態系へ与える環境負荷を最小化
し、環境負荷を上回る修復・保全活動をしている

主な取り組み
生物多様性保全活動、CO2排出削減、資源循環の推進

• 事業活動が生態系に与える環境負荷および、その修復・保全活動の影響を評
価し、生態系への環境負荷の回避、低減に取り組んでいる

• グループ全体の生産・販売拠点において、各地域の状況に応じた自主的な生
態系の修復・保全活動をしている

2024年度目標と実績
マテリアリティ 2024年度目標 2017年度～2021年度の実績

地
球
の
未
来

CO2

排出削減

 スコープ1・2 2015年度比47%削減（2022~2024年度の3年間で9%を削減）
参考）2030年度目標：2015年度比65%削減

CO2排出量（スコープ1・2・3） P.71 「非財務指標」参照
 スコープ3：C1・C11・C12 自助努力での15万t削減対策の実施
参考）2030年度目標：2015年度比30%削減

資源循環 製品に投入する新規資源率 81%以下
参考）2030年度目標：65%以下

生産系廃棄物量・リサイクル量 P.71 「非財務指標」参照

具体的な取り組み
事業所におけるCO2排出削減の取り組み
ブラザーグループは一丸となって、持続的発展が可能な社会の
構築に向けて環境への取り組みを強化しています。2021年度
から2022年度にかけて、ブラザーグループの二つの製造拠点

が、PAS 2060※規格の基準を満たしていると判断され、カーボ
ンニュートラル企業として認定されました。今後もグループ一丸
となって、グローバルに持続的発展が可能な社会の構築に向け
て環境への取り組みを強化していきます。

※  Publicly Available Specification 2060：カーボンニュートラルを実現していることを証明する国際的な規格

事業活動と生物多様性の関係性マップ
https://global.brother/ja/sustainability/eco/biodiversity#b02

カーボンニュートラル工場認定  
ブラザーインダストリーズ（U.K.） Ltd.
https://global.brother/ja/news/2021/211118carbonneutral

ブラザーインダストリーズ（スロバキア） s.r.o.
https://global.brother/ja/news/2022/220627carbonneutral

ブラザーインダストリーズ（U.K.） Ltd.
工場内やオフィスにおける省エネ活動の推進、一部の社
用車をハイブリッド車へ切り替えることによるCO2排出
削減に加え、発電時にCO2を出さないCO2フリー電力の
購入などの取り組みを進めるとともに、残りの排出量を
カーボンクレジットで相殺しました。

ブラザーインダストリーズ（スロバキア） s.r.o.
地熱交換システムを利用した空調の活用をはじめとした
工場内やオフィスにおける省エネ活動の推進、太陽光パ
ネルの設置による創エネ活動、CO2フリー電力の購入な
どの取り組みを進めるとともに、残りの排出量をカーボ
ンクレジットで相殺しました。

事業所におけるCO2排出削減の取り組み

工作機械 CO2排出削減貢献量 ［2016年度-2020年度累計］

CO2排出削減貢献量の算定方法（当社の調査結果による）
自社製品（工作機械「SPEEDIO」主軸30番機）と他社製品（30番機、40番機）
を比較し、省エネ性能向上などによって得られるCO2排出量削減効果を算定
※  算定式（他社製品CO2排出量 － 自社製品CO2排出量）× 製品販売台数（製品を10年間使用

時の試算）
※  他社製品CO2排出量は一般的な主軸30番機と40番機を当社のシナリオに基づき設定し、当

社用意の加工プログラムで動作させたデータを参考に算出（主軸30番機・40番機とは工具
取り付け部分の大きさで、製品カテゴリーを表す工作機械業界の用語）

※  削減貢献量は当社独自のシナリオに基づき算定しており、実際の削減量とは異なります
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https://global.brother/ja/sustainability/eco/biodiversity#b02
https://global.brother/ja/sustainability/eco/policy
https://global.brother/ja/news/2021/211118carbonneutral
https://global.brother/ja/news/2022/220627carbonneutral


ガバナンス
ブラザーグループでは「ブラザーグループ環境方針」に基づき、
地球環境の保全に向けた取り組みをグループ全体でグローバル
に推進しており、代表取締役および役付き執行役員を中心に構
成される戦略会議において、気候変動に関わる重要案件に対す
る審議・決定を行っています。
　また、気候変動をはじめとする環境リスクやブラザーグループ
の環境課題に関する責任を担い、気候変動対応を含む環境へ
の取り組み状況の進捗管理および活動推進を行う機関として、
2021年度は環境委員会（議長：環境担当役員）を3回開催しま
した。環境委員会で挙がった気候変動に関わる重要な環境リス
クや環境課題については、代表取締役社長を委員長とするリス
ク管理委員会に報告しています。その報告の中から特に重要な
課題については取締役会に報告し、経営層からの指示・監督を
受けています。
　2022年度以降は、代表取締役社長を委員長とするサステナ
ビリティ委員会が新設され、委員会の下部組織の一つである気
候変動対応分科会（議長：環境担当役員）において、気候変動
対応を含む環境への取り組み状況の進捗管理および活動推進
を行う予定です。さらに、気候変動対応分科会で挙がった気候
変動に関わる重要な環境リスクや環境課題についてはサステナ
ビリティ委員会に報告する予定です。その報告の中から特に重
要となる課題があった場合は、取締役会に報告し、経営層から
の指示・監督を受ける予定です。

戦略（シナリオ分析）
ブラザーグループは、「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」
でCO2排出削減を重要項目の一つに掲げています。世界的に深
刻化する気候変動を社会的な重要課題と認識するとともに、ブ
ラザーグループの事業上のリスクと機会として捉え、長期的かつ
継続的にその解決に取り組んでいます。
　2020年度はTCFD提言に基づき、主要な事業について
2020年現在から将来までの間に事業に影響を及ぼす可能性
がある気候関連のリスクと機会の重要性を評価しました。それ
ぞれのリスクと機会に対して、『世界で温暖化対策が進み、脱炭
素社会の実現に近づくという1.5°Cシナリオ』と『世界で現状を
上回る温暖化対策がとられず、気温上昇がさらに進むという4.0
°Cシナリオ』に基づき、7つの重要なリスクと機会を特定し、自社
の事業や財務に及ぼす影響を評価しました。
　1.5°Cシナリオおよび4.0°CシナリオではIEA（International 
Energy Agency）のSDS（持続可能な開発シナリオ）、IPCC

（Intergovernmental Panel on Climate Change）のRCP 
8.5シナリオ、Aqueduct（水リスク評価ツール）などを参照しま
した。
　今回の分析の結果、リスク、機会の両面において、ブラザーグ
ループにとってカーボンニュートラルの推進、特にサーキュラー
エコノミー対応の推進が重要である事が判明しました。今後は
さらなるCO2排出削減活動や循環型ビジネスの拡大などの取り
組みを強化していきます。

指標と目標
「ブラザーグループ 環境ビジョン2050」のCO2排出削減では、
2050年度までにあらゆる事業活動のカーボンニュートラル※と
バリューチェーン全体のCO2排出最小化を目指すことを掲げて
います。また、そのマイルストーンとなる「2030年度 中期目標」
では、2030年度までにブラザーグループから排出するCO2（ス
コープ1・2）を2015年度比で65％削減、バリューチェーンの
中でも特に排出量の多い製品の調達・使用・廃棄の各ステー
ジで排出されるCO2（スコープ3のC1・11・12）を2015年度
比で30%削減することを目標としています。この「2030年度中
期目標」は、国際的なイニシアチブ「Science Based Targets 
initiative（SBTi）による「1.5°C目標」の認定を取得しました。

　ブラザーグループはこの「2030年度中期目標」達成に向け
て、生産工程で使用される温室効果ガスを含む溶剤の削減、事
業所内の省エネルギー活動（高効率機器の導入など）の推進、
再生可能エネルギーの活用や自社製品の省資源・省エネルギー
化の促進、資源循環の推進などに取り組んでいます。
※ ブラザーグループから排出するCO2を全体としてゼロにする

2030年度中期目標（スコープ1・2） 2015年度比65％削減
2030年度中期目標（スコープ3） 2015年度比30％削減

P.71 「非財務指標」 参照

2030年度中期目標  
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気候関連リスク
外部環境の変化 財務影響 想定時期 ブラザーグループへの影響 対応策
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炭素税導入または
炭素税率上昇 中 中期

炭素税の導入または炭素税率の上
昇による製品・サービス原価の増加

2030年度CO2排出削減中期目標の設定と目標達
成に向けた計画的なCO2排出削減活動の実施

内燃機関車から
電気自動車への転換 中 短期

内燃機関関連の金属加工部品の需
要減少

増加が見込まれる電気自動車関連部品の加工に適
した工作機械製品・機能の開発
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環境規制の強化
市場要請の高まり

― 短期～
中期

通信・プリンティング機器分野にお
ける環境規制ならびに市場要請へ
の対応遅れによる販売機会損失

• 規制動向の先行調査と早期対応の実施
• プリンティング機器におけるリサイクルプラスチッ
ク使用率向上および発泡スチロール使用量削減
活動の実施

• 新規資源使用削減活動の実施
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）

サイクロン、洪水などの
異常気象の激甚化 中 短期～

長期 洪水の影響による生産停止

• 自然災害に対する一定施策を実施
• 複数拠点生産によるリスク対応の実施（一部モデル）
• 部品調達先およびその上流サプライヤーの戦略的
検討

注） 想定時期 短期：10年以内／中期：10年～50年／長期：50年超　│　財務影響度 小：10億円以内／中：10億円～100億円／大：100億円超／―：今後検討予定

気候関連機会
外部環境の変化 ブラザーグループへの影響

機会
（製品とサービス）

カーボン
ニュートラル

顧客のCO2排出量削減のニーズの増加 省エネ性の高い製品や低炭素製品の需要増加

内燃機関車から電気自動車への転換 電気自動車関連部品などの新たな加工ワークの増加による工作機械の需要増加

サーキュラーエコノミー 循環経済型ビジネス拡大による事業機会獲得

現在および将来に想定される「移行
リスク」「物理リスク」「機会」を検討
し、重要なリスクと機会を特定

リスクと機会の
マテリアリティ評価

主要な国際機関などが公表して
いる情報から1.5℃シナリオと
4.0℃シナリオを設定

シナリオ群の決定

設定したシナリオに基づき、自社
のビジネスへの影響を評価

事業への影響評価

想定されるビジネスへの影響に
対する対応策を検討

対応策の検討

TCFD提言に賛同し、マテリアリティの一つであるCO2排出削減を推進すべく気候変動対策を加速
ブラザーグループは社会の発展と地球の未来に貢献するため、解決すべき重要な社会課題の一つとしてCO2排出削減をマテ
リアリティに特定し、サステナビリティ目標としてCO2排出削減目標を設定しています。2020年2月に気候関連財務情報開示
タスクフォース（TCFD）提言に賛同を表明しました。
　このTCFDの提言に基づき、プリンティング・アンド・ソリューションズ事業、パーソナル・アンド・ホーム事業、マシナリー
事業および新規事業について、気候変動が事業に及ぼすリスクと機会を分析し、関連する情報を2021年度に開示しました。 
今後は分析対象とする事業範囲を拡大し、情報開示の充足に努めるとともに、脱炭素社会の形成に貢献するため、より一層の
気候変動対策を推進していきます。

リスク管理
気候変動や資源枯渇、環境汚染、生態系破壊といった社会的な
重要課題をブラザーグループの事業上のリスクとして捉え、「ブ
ラザーグループ 環境ビジョン2050」にて長期的かつ継続的に
その解決に取り組むことを明確にしています。
　ブラザーグループでは、代表取締役社長を委員長とするリス
ク管理委員会を設け、定期的に気候変動をはじめとする環境リ
スクを含む全社的なリスクを識別、評価し、適切な対応指示を
行ってきました。また、リスク管理委員会の下部組織として設け
られた環境委員会で、気候変動などの重要な問題を特定し、適

切な対策を決定し、実行してきました。さらに、気候変動対策と
しての野心的な目標を設定し、進捗状況を定期的にモニタリン
グしてきました。2022年度以降は定期的な気候変動をはじめ
とする環境リスクの識別、評価、適切な対応指示については新
設されたサステナビリティ委員会で、気候変動などの重要な問
題の特定、適切な対策の決定・実行と野心的な目標設定、進
捗状況の定期モニタリングについてはサステナビリティ委員会
の下部組織として設けられた気候変動対応分科会で行う予定
です。

環境への取り組み

TCFD
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44 Brother Integrated Report 2022 45Brother Integrated Report 2022

環境への取り組み
サステナビリティへの取り組み
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ブラザーグループは、“At your side.”の精神でマテリアリティ解決に向けた取り組
みを加速させ、ステークホルダーの皆さまと長期的な信頼関係を構築していきます
ブラザーグループビジョン「At your side 2030」の実現に向けて特定されたマテリアリティのうち、事業を通じた社会の発展
に向けて、「人々の価値創出の支援」「多様な人々が活躍できる社会の実現」「責任あるバリューチェーンの追求」を目指し、ス
テークホルダーの皆さまとのエンゲージメントを誠実に積み重ねることで、長期的な信頼を構築していきます。

社会への取り組み

グローバル憲章に基づくステークホルダーとの信頼関係
ブラザーグループは、“At your side.”の精神のもと、事業を通じた社会価値
の創出を目指しています。その基盤となるのが「グローバル憲章」に示された、
お客様を第一としたステークホルダーの皆さまとの長期的な信頼関係の構築
です。グループの全従業員が、この価値観に基づき行動することで、ブラザー
のサステナビリティを重視した経営をこれからも進化させていきます。

サプライヤー（ビジネスパートナー）との価値協創
ブラザーグループでは、グローバル憲章で示された「お客様に
優れた価値を迅速に提供するために、ビジネスパートナーと
常に公平・公正な取引を行い、相互信頼関係を築いて成長し
合うことを目指す」という考えのもと、「調達方針」や「CSR調
達基準」を定めています。また、ブラザーグループでは、「CSR
調達レベルアッププログラム」を構築、実行しており、以下3つ
のステップを繰り返し行うことで、各お取引先でのCSR調達の
レベル向上につなげています。

「ブラザーCSR調達基準」の理解と
順守のお願い

お取引先での「ブラザーCSR調達
基準」の順守状況の把握

CSRアンケートによる評価の結果、リスクが
見つかった場合、お取引先に改善を依頼

同意確認書にて確認

CSRアンケート（RBA準拠）
へのご回答にて確認

監査、モニタリング等により、
お取引先の改善状況を確認

STEP1

STEP2

STEP3

　また、ブラザーインダストリーズ（ベトナム）Ltd.では、お取
引先の皆さまとともにRBA要求事項に基づくセルフアセスメ
ントを実施、2022年にはブラザーグループの生産拠点におい
て初めてRBAによる実地監査を受審し、RBAゴールド認証を
取得しました。このように、ブラザーグループは、生産拠点に
おけるRBA要求事項の適合に向けた活動を継続して行うとと
もに、生産拠点ごとの事業リスクに応じてセルフアセスメント
の実施対象拠点を拡大するなど、マテリアリティに掲げた「責
任あるバリューチェーンの追求」に向けた取り組みを強化して
います。

責任あるサプライチェーン

https://global.brother/ja/sustainability/social/supply-chain

従業員との対話
グローバル憲章には「“At your side.”の精神で、優れた価値
を創造し、迅速に提供する」「あらゆる変革を恐れず、グローバ
ルな視点で経営を行う」「最高度の倫理観を持って行動する」
といった考え方が示されています。各拠点の経営層は毎年、グ
ローバル憲章に基づくコミットメントを策定し、率先して行動
で示すとともに、方針の共有や現場の課題を把握するため、従
業員と直接語り合うことを大切にしています。2021年度は、経
営層と従業員の直接対話を約4,500回実施し、経営層からは
52件（うち社長42件）のメッセージが発信されました。この内
容は社内イントラネット上に8言語で公開されています。また、
グローバル憲章に基づく一人ひとりの行動をさらに促進するた
め、各拠点や部門ごとに「グローバル憲章共有リーダー」を任命
し、共有リーダー会を定期的に実施しています。共有リーダー
会は、グローバル憲章に基づいた従業員の行動によって生産性

が向上した事例などを話し合うことで、自拠点の活動に生かす
ヒントを得る場となっています。加えて、2022年度からは、従
来行ってきたグローバル憲章共有活動の仕組みを利用し、ブ
ラザーグループビジョン「At your side 2030」の共有活動も
行っています。この共有活動は、2022年７月現在で、約6,300
人の従業員が参加しており、従業員のビジョン達成に向けた行
動を促進する大きな役割を果たしています。

地域社会との関わり
ブラザーグループは、グローバルに一体感を持って、地域社会
に対する社会貢献活動を推進しています。グローバルでの活動
例として、世界各地で開催されているがん患者を支援するチャ
リティー活動に、20以上の拠点から4,300人以上※の従業員な
どが参加しています。また国内では、2008年から地域の課題
解決に取り組む若手起業家を支援する「東海若手起業塾」に協
賛しています。起業家支援の現場には毎年3～4人程度の従業
員がプロボノとして参加し、2021年までに参加した従業員数
は延べ32人になりました。こうした活動は、地域社会とのつな
がりを強化するだけ
でなく、従業員の意
識や視座が高まるこ
とにもつながり、自ら
の行動や業務に生か
されています。
※  2019年の参加者数。2020-

21年度は、新型コロナウイル
スの影響で中止や延期、オン
ライン開催に変更。

株主との対話
株主・投資家の皆さまに対しては、招集通知、Webサイト、決
算説明会、スモールミーティングなどを通じてブラザーグルー
プの最新情報をお伝えするとともに、建設的な対話を積極的
に実施しています。具体的には、ブラザーグループビジョン「At 
your side 2030」や、中期戦略「CS B2024」をテーマに、株
主・投資家の皆さまに経営戦略や今後の方向性などについて
詳しく説明し、意見交換しています。2021年度は、統合報告書
を活用してESG投資家と対話を行い、ブラザーグループのESG
に関する取り組みについて説明し、フィードバックをいただきま
した。ESG投資家の皆
さまからいただいた「よ
りブラザーらしい」統
合報告書に向けたアド
バイスや課題は、今後
の経営や情報開示に
適宜反映していきます。

人権への取り組み

グローバルに事業を展開するブラザーグループでは、人権を尊重し、企業としての責任を明確に定義し行動していくために、「ブラ
ザーグループ社会的責任に関する基本原則」を制定しており、すべての人に対して信義と尊敬を持って接し、基本的人権を守ること
を明記しています。加えて、ブラザーグループは、人権尊重の徹底と顕著な人権課題への対応を強化するため、「ブラザーグループ　
人権グローバルポリシー」を2023年3月末までに制定する予定です。ほかにも、コンプライアンス違反やハラスメントに関わる相談
通報窓口の設置、経営層や管理職、新入社員に対して人権研修を実施するなど、人権に関して取り組みを強化しています。
　また、マテリアリティに掲げた「責任あるバリューチェーンの追求」の一環として、サプライヤーに対しても人権への取り組みを推
進しています。ブラザー工業では、グローバルでCSR調達を推進しており、2022年度からは「CSR調達基準」に限らず「RBA行動
規範」の順守も要請しています。加えて、人権デューデリジェンスとして、2017年から一次サプライヤーを対象とした強制労働の有
無に関するアンケートも実施しています※。2021年度は、アンケートを実施したすべての一次サプライヤーに強制労働がないこと
を確認しました。
　今後も、ブラザーグループの事業に関わるすべての人々の人権を尊重し、働く人々の安心・安全を実現するため、人権への取り組
みを加速させていきます。
※ プリンティング・アンド・ソリューションズ事業、マシナリー事業、パーソナル・アンド・ホーム事業対象

TOPICS

対面とオンライン併用で開催した最終報告会（2021年度
東海若手起業塾）

オンラインによる投資家への決算説明会

各ステークホルダーとの長期的な信頼関係構築に向けた取り組み
ステークホルダー ブラザーグループ グローバル憲章 取り組み例

お客様

● あらゆる場面でお客様第一を考え、モノ創りを通じて優れた価
値を創造し、迅速に提供する

● グローバルな市場から求められる多様な要請や期待にすばやく
応える

● 「お客様の声」を起点とし、ニーズにあった製品・サービスを提供
● お客様が安心して使い続けることができる製品づくりを推進
● 品質向上活動を継続

従業員
● 従業員の多様性を重視し、さまざまな能力を発揮できる職場環

境とチャレンジングな仕事への機会を提供する
● 努力と成果に対して、公正な評価と正当な報酬で応える

● 多様な人材が能力を発揮できる制度・環境を整備
● 公正な評価と処遇を目指した目標管理制度
● マネジメント層を育成する研修や、トレーニー制度など人材育成

制度を構築

ビジネスパートナー
● 常に公平・公正な取引を行い、相互信頼関係を築いて成長し

合う
● お取引先の皆さまに「調達方針」と「CSR調達基準」を公開
● 「CSR調達レベルアッププログラム」を運用

株主
● 株主からもたらされた資本を活かし、継続して企業価値を高め
るとともに、積極的な情報公開を行う

● 株主総会や決算説明会などで株主・投資家の皆さまへ最新の
情報を提供

地域社会
● 地域社会に対する社会的・経済的・文化的責任を可能な限り

分担する
● グローバルに一体感を持った社会貢献活動を推進

環境
● 持続的な発展が可能な社会の構築に向け、企業活動のあらゆる

場面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行う

● 環境配慮製品の創出
●消耗品・製品の回収リサイクル
●CO2排出量・廃棄物削減の推進

ブラザー
グループ

従業員

株  主

ビジネスパートナー

お客様

環  境

地域社会
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取締役会長メッセージ

変化に迅速に対応する経営
世界的にさまざまなリスクが顕在化し、私たちをとりまく
環境は刻々と変化しています。この混迷の時代にあって重
要なことは、できる限り多くの情報をグローバルにリアルタ
イムで把握し、環境変化に迅速に対応することです。私た
ち取締役会は、ブラザーグループにとって正しいと思われ
る意思決定が迅速に行われるよう、経営の執行を支えて
いきたいと思います。新型コロナウイルス感染症によって、
人々の生活や働き方は大きく変化しました。加えて、ロシ
アのウクライナ侵攻に端を発したエネルギー危機、食糧問
題、物価高、為替の乱高下など、経済の先行きへの不透明
感が増しています。このような環境下においても、お客様の
価値観の変化を察知して、お客様の求める価値創造を模
索するなど、あらゆる変化に対して感度を高め、きめ細か
く、迅速に対応していかねばなりません。
　ブラザーグループは114年の歴史の中で、変化に対応
し、事業を変革することで、さまざまな難局を乗り越えてき
ました。どのような危機や変化においても、私たちにとって
一番大切なことは、“At your side.”の精神で事業活動を
行うことです。ブラザーグループがグローバルに“At your 
side.”の精神を発揮し、ステークホルダーの皆さまの期待
に応え続けることができるよう、取締役会として、業務執行
に対する助言、監督機能を果たしていきます。

ガバナンス体制強化の歩みと今後の方向性
ブラザーでは、意思決定の迅速化とコーポレートガバナン
ス強化を図るための体制として、2000年から執行役員制
度を導入し、執行と監督の役割分担を明確にするとともに、
2008年以降、取締役の約半数を社外取締役としていま

か”といった視点から、戦略テーマや財務方針、サステナ
ビリティに関する取り組みなどについて活発な議論を行い
ました。特に、企業価値向上に取締役および執行役員が
よりコミットするための役員報酬制度については、報酬委
員会で何度も審議を重ね、社外取締役から多くの指摘や
助言をいただきながら、制度改定を行いました。サステナ
ビリティに関する社会要請に対応し、2050年にカーボン
ニュートラルを目指すCO2排出削減の取り組みの実行力
を高めると同時に、短期および中期業績に加えて株価に連
動する業績連動報酬制度を導入することによって、中長期
的な企業価値向上を加速していきます。

取締役会の実効性を高めるために
取締役会において取締役・監査役に十分に役割を果たし
てもらうためには、経営や事業における課題を背景含めて
情報共有し、その上で遠慮なく議論しあうことが重要です。
そのため、社外取締役・社外監査役とも、いつでもスムー
ズに情報共有ができる体制を整え、特に社外から理解が
難しい重要な案件については、私自身が背景や意図を十
分に説明した上で議論に参加してもらうようにしています。
この情報共有により、幅広い分野の経験者である社外取
締役・社外監査役から有益な助言をいただくことができ、
ガバナンスやコンプライアンスといった守りの面だけでな
く、執行面においても、長期的・俯瞰的な視点での指摘が
あり、経営への良い緊張感を与えていると感じます。
　さらに、実効性向上に向けては、2015年から毎年取締
役会の実効性評価を行っており、2019年からは外部機関
を利用したより客観的な評価を得ています。実効性評価の
結果に関しては、毎年真摯に向き合っており、2020年度

す。また監査役会の過半数が社外監査役で構成されてい
ます。取締役および執行役員の指名および報酬に関しては、
2015年にガバナンスコードが導入されて以降、コードへ
のいち早い対応と取締役会の実効性向上の観点から、任
意の「指名委員会」および「報酬委員会」を設置し、委員長
を社外取締役が務め、委員の過半数も社外取締役が占め
る体制とするなど、手続きの公平性・透明性の確保に努め
てきました。
　変化の激しい事業環境の中で、グローバルかつ多岐に
わたる事業課題に対応するためには、さまざまな知見、異
なるバックグラウンドからの意見を踏まえ、監督と執行を
高度に両立させるガバナンス体制が不可欠です。また、企
業が永続していくためには、国籍や性別などを問わず、多
種多様な人財が集まり、持てる能力を発揮することが重
要です。そのため、社外取締役の選任においてはグローバ
ルでの事業経験や豊富な経営経験、高い専門性、社会課
題解決の経験などを重視し、特定分野に偏らず、企業経営
に求められる多様なスキルを備えた構成を意識していま
す。今後もすべての取締役が十二分にスキルを発揮できる
よう、コミュニケーションや情報共有、議論のさらなる充実
を図っていきます。また、取締役会のみならず、執行側にも
強くダイバーシティの推進を促しており、外国人執行役員
や女性執行役員の登用を進めています。

21年度の主な取締役会での議論と
未来に向けた変革の推進
中期戦略「CS B2024」の策定にあたっては、取締役会に
おいて“持続的な成長と企業価値の向上を果たすことがで
きるか”、“ステークホルダーの皆さまの期待に応えている

の実効性評価で課題として挙がった「取締役会での中期
戦略策定に関する議論の充実」に対して、2021年度の取
締役会では、「CS B2024」策定にあたって初期段階から
内容の濃い議論を行うことができました。今後も実効性評
価を通じ、継続的に取締役会の改善を図っていきます。

攻めのガバナンスで挑戦を支援
ブラザーグループが長期的に企業価値を高めていくために
は、イノベーションを生み出し続けることが不可欠です。新
規事業や新しいビジネスモデルへの挑戦を支援し、常に活
発な取り組みが行われるように促すことが攻めのガバナン
スであると考えます。そして、ブラザーグループの持続的な
成長のための基盤はなんといっても「人財」です。すべての
従業員が常に前向きに挑戦できるよう、背中を押してあげ
たいと思います。私は一人でも多くの多様性に富んだ従業
員が高いレベルを目指してチャレンジできるよう、新人、若
手、新任管理職など、さまざまな階層のメンバーとの対話・
面談を自ら直接行っています。若手の挑戦を支援する人財
育成プログラム「テリー※のチャレンジ塾」は今年で9年目
になりました。失敗を恐れることなく、若手がチャレンジで
きる社風がブラザーの特徴であり、これからも引き継いで
いくべき企業文化だと考えます。一人でも多くの従業員に
若い時から“自分が未来のブラザーグループを背負って立
つんだ”といった気概を持ってもらいたいと思います。そし
て、だれもが生き生きと明るく・楽しく・元気に・前向きに
挑戦し続け、それがブラザーグループの未来永劫の繁栄に
つながるという良い循環をつくるため、グループ全員が力
を合わせて成長し続けたいと思います。
※  テリーは小池の愛称。ブラザーには役職ではなく“さん付け”の文化があり、“小池会長”ではな

く、“テリーさん”が定着しています

活発な議論と迅速な意思決定で
変化対応力を高め、企業価値向上を図ります

取締役会長
取締役会議長

小池 利和
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取締役会の構成取締役会の構成

コーポレートガバナンス
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区
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造
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取
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小 池 利 和 取締役会長 ● ● ● ● ● ● ● 66 12回／12回

佐々木　一　郎 代表取締役
社長 ● ● ● ● ● ● ● 65 12回／12回

石 黒 　 雅 代表取締役
副社長 ● ● ● ● 61 12回／12回

池 田 和 史 取締役
常務執行役員 ● ● ● ● 59 10回／10回

桑 原 　 悟 取締役
常務執行役員 ● ● ● 59 9回／10回

村 上 泰 三 取締役
常務執行役員 ● ● ● 60 －

竹 内 敬 介 社外取締役 ●
委員長 ● ● ● ● 74 ● 12回／12回

白 井 　 文 社外取締役 ● ● ● ● ● 62 ● 12回／12回

内 田 和 成 社外取締役 ● ●
委員長 ● ● ● ● 70 ● 12回／12回

日 髙 直 輝 社外取締役 ● ● ● ● ● 69 ● 12回／12回

宮 木 正 彦 社外取締役 ● ● ● ● ● 68 ● 10回／10回

監
査
役

小 川 和 之 監査役
（常勤） ● ● 62 12回／12回

大 林 啓 造 監査役
（常勤） ● ● 59 12回／12回

山 田 　 昭 社外監査役 ● ● 69 ● 12回／12回

神 田 真 秋 社外監査役 ● ● 70 ● 12回／12回

城 野 和 也 社外監査役 ● ● 67 ● 12回／12回

ブラザー工業の取締役会は、グローバルに展開するブラザーグループの持続可能な事業運営に資するため、異なる知見・経
験などを備え多様性に富んだ人員による構成です。取締役会による監督と助言の両面の機能を重視する当社では、特に、社
外取締役の選任においては、当社の経営から独立しており、かつ豊富な経営経験を有していることを重視しています。
　ブラザーグループビジョン「At your side 2030」の実現に向けて、中期戦略「CS B2024」において産業用領域の成
長戦略をはじめとした各事業戦略のみならず、サステナビリティ課題にも積極的に対応していくため、当社の各取締役・監
査役には、監督および助言の両面から、スキルマトリックス表内の九つの専門性における貢献を特に期待しています。

スキルマトリックス（2022年6月20日現在）

　※ 上記は各取締役・監査役の有するすべての知見を表すものではありません
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形態 監査役会設置会社
取締役の人数 11名
うち社外取締役の人数 5名
うち女性取締役の人数 1名
独立役員の人数 5名
取締役の任期 1年

ブラザーの取締役会の特徴
コーポレートガバナンス体制一覧表（2022年6月20日現在）

　

3
4

■1-2年目　■3-4年目　■5-6年目　■7年目以上

3

1

取締役の在任年数構成比

選任理由

長年にわたり米州統括販社最高責任者およびインフォメーション・アンド・ドキュメントカンパニープレジデントとして当社最主力のプリンティング事業をグロー
バルに成長に導くなど、経営者として優れた実績・資質を有しています。2007年以降、当社社長として長期経営ビジョンの達成に向けて当社グループを統率・牽
引し、2018年以降は、当社取締役会長として、当社グループガバナンスの推進に手腕を発揮しており、これらの幅広い見識と高い能力が当社に欠かせないと判断
しています。

開発エンジニアとして当社レーザープリンター技術の基礎を築いた一人であり、商品企画や品質保証などのモノ創り分野での業務経験に加えて英国販社での経営経
験なども併せ持ち、幅広い分野で高い見識を有しています。ドミノ事業の買収・事業統合を率先し、2018年の当社社長就任以降は各事業分野において優れたリー
ダーシップを発揮しており、これらの幅広い見識とリーダーシップが今後の当社グループの企業価値向上に寄与できると考えています。

長年にわたり米州統括販社最高責任者として米州ビジネスの成長を牽引してきた実績を有しています。帰国後は経営企画担当として中期戦略の立案にあたり、
2017年以降はプリンティング事業の責任者として同事業の業績に大きく貢献してきました。これらの知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与
できると考えています。

当社入社後、商品企画・営業部門等での業務経験およびドイツ販売子会社での事業経営経験を有しています。その後は、本社経営企画部門の責任者として中期戦略
立案および推進に手腕を発揮し、米州統括販社最高責任者として米州ビジネスの発展を牽引した実績を有しています。これらの知見および経験が当社グループの今
後の企業価値向上に寄与できると考えています。

当社入社後、最主力であるP&S事業の開発設計業務に長年にわたり携わり、特にレーザープリンター製品開発において優れたリーダーシップを発揮してきまし
た。2010年より主力生産拠点である中国製造子会社の運営責任者を務め、2021年度からはP&S事業執行責任者として同事業の成長を牽引しています。これらの
知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与できると考えています。

当社入社後、ミシン・プリンターなど主力事業の生産技術分野に長らく携わり、アセアン生産拠点のトップも務めるなど、当社グループの製造・品質管理分野の幅
広い知見を有しています。直近では、当社の品質・製造機能責任者として、製造技術戦略・製造拠点戦略の推進ならびに事業継続のためのサプライチェーン対応に
手腕を発揮しています。これらの知見および経験が今後の当社グループの企業価値向上に寄与できると考えています。

日揮株式会社の社長および会長として経営に携わってこられたご経歴からの、グローバル企業グループの経営者としての豊富な経験、実績および見識に基づき、当
社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断しています。

長年にわたりメーカー各社の社外取締役として企業経営に関わられたご経歴に加え、地方行政のトップマネジメントならびに組織のダイバーシティ化を積極的に推
進してこられた豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断
しています。

ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営にかかる幅広い知見に加え、長年にわたり各社の社外取締役および社外監査役として企業経営に
関わられた豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断して
います。

住友商事株式会社の副社長として、また同社海外拠点において、グローバル企業グループの経営に携わってこられた豊富な経験、実績および見識に基づき、当社グ
ループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断しています。

株式会社デンソーの副社長として、技術開発・品質・環境などの分野においてグローバル企業グループの経営に携わってこられた豊富な経験、実績および見識に基
づき、当社グループ経営に対する助言、重要事項の決定および業務執行の監督をいただくことが期待できると判断しています。

当社入社後、当社およびグループ会社において長年にわたり経理業務を中心とした管理業務に従事し、またアジア各国販売子会社の取締役・監査役としてグループ
会社のガバナンス業務を推進した経験を有しています。これらの知見および経験から当社の監査役に適任と判断しています。

当社入社後、情報機器事業部門・経営企画部門および欧州統括販社での事業管理・経営管理業務に携わり、会計・税務等に関する知見を有しています。また、直近
では本社財務部門の責任者としてグループ内部統制を推進した経験を有しています。これらの知見および経験から当社の監査役に適任と判断しています。

弁護士として長年にわたり国内外の企業法務業務に関わってこられた豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査
いただくことが期待できると判断しています。

弁護士としてのご経歴に加え、長年にわたり地方行政に深く携われたご経歴、ならびに社外役員として企業経営に関わられたご経歴からの、豊富な経験、実績およ
び見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査いただくことができると判断しています。

長年にわたり金融機関の経営に携わってこられた豊富な経験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場から、当社の経営を監査いただくことが期待
できると判断しています。
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取締役

取締役会長
小池 利和

1979年 4月 当社入社
1982年 8月 ブ ラ ザ ー イ ン タ ー ナ シ ョ ナ ル

コーポレーション（U.S.A.）出向
1992年10月 同社取締役
2000年 1月 同社取締役社長
2004年 6月 当社取締役
2005年 1月 ブラザーインターナショナル

コーポレーション（U.S.A.）
取締役会長

2005年 4月 当社取締役 常務執行役員
2006年 4月 当社取締役 専務執行役員
2006年 6月 当社代表取締役 専務執行役員
2007年 6月 当社代表取締役社長
2018年 6月 当社代表取締役会長
2020年 6月 東洋製罐グループホールディン

グス（株）社外取締役（現任）
2021年 5月 （株）安川電機 社外取締役

（監査等委員）（現任）
2022年 6月 当社取締役会長（現任）　

代表取締役社長
佐々木 一郎

1983年 4月 当社入社
2005年 1月 ブラザーU.K.取締役社長
2008年 4月 当社NID開発部長
2009年 4月 当社執行役員
2013年 4月 当社常務執行役員
2014年 6月 当社取締役 常務執行役員
2016年 6月 当社代表取締役 常務執行役員
2017年 4月 当社代表取締役 専務執行役員
2018年 6月 当社代表取締役社長（現任）　

代表取締役副社長
IT戦略推進部、
新規事業推進部 担当
石黒 雅

1984年 4月 当社入社
1987年 5月 ブラザーインターナショナル

コーポレーション（U.S.A.）出向
2005年 1月 同社取締役社長
2011年 4月 当社グループ執行役員
2013年 4月 当社グループ常務執行役員
2014年 4月 ブラザーインターナショナル

コーポレーション（U.S.A.）
取締役会長

2014年 6月 当社取締役
グループ常務執行役員

2015年 1月 当社取締役 常務執行役員
2017年 4月 当社取締役 専務執行役員
2017年 6月 当社代表取締役 専務執行役員
2021年 4月 当社代表取締役副社長（現任）　

取締役 常務執行役員
人事部 兼
CSR & コミュニケーション部 担当
池田 和史

1985年 4月 当社入社
2003年 4月 ブラザーインターナショナル

（ドイツ）取締役副社長
2009年 4月 当社経営企画部長
2013年 4月 ブラザーインターナショナル

コーポレーション（U.S.A.）
取締役副社長

2014年 4月 同社取締役社長
2015年 4月 当社グループ執行役員
2019年 4月 同社取締役会長
2020年 4月 当社常務執行役員
2021年 6月 当社取締役 常務執行役員

（現任）　

取締役 常務執行役員
P&S事業統括 兼 P&S事業
LE開発部、LC開発部、
IDS開発部、PA開発部、
LM開発部、製造部、
QM推進部 担当
桑原 悟

1987年 4月 当社入社
2004年10月 当社インフォメーション・アンド・

ドキュメント カンパニー
第1開発部長

2008年 4月 当社第1開発部長
2009年 4月 当社開発企画部長
2010年 4月 兄弟高科技（深 ）有限公司

総経理
2014年 4月 当社開発企画部長
2014年10月 当社LE開発部長
2015年 4月 当社執行役員
2019年 4月 当社常務執行役員
2021年 6月 当社取締役 常務執行役員

（現任）　

村上 泰三 新任　

取締役 常務執行役員
品質・製造センター
製造企画部、技術開発部、
基盤技術部、品質革新部、
IJ製造部、購買部 担当

　

1984年 4月 当社入社
2007年 4月 当社プリンティング・アンド・

ソリューションズ カンパニー
生産技術部長

2008年 4月 当社生産技術部長
2009年 4月 当社部品技術部長
2010年 4月 ブラザーインダストリーズ

テクノロジー（マレーシア）
取締役社長

2013年 4月 当社試作技術部長
2016年 4月 当社執行役員
2019年 4月 当社常務執行役員
2022年 6月 当社取締役 常務執行役員

（現任）　
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社外取締役 独立役員　竹内 敬介

1970年 4月 日本揮発油（株）（現 日揮
ホールディングス（株））入社

2000年 6月 日揮（株）（現 日揮ホール
ディングス（株））取締役

2001年 6月 同社常務取締役
2002年 6月 同社専務取締役
2006年 6月 同社取締役副社長
2007年 3月 同社代表取締役社長
2009年 6月 同社代表取締役会長
2014年 6月 同社相談役
2017年 6月 当社取締役（現任）
2019年 6月 （株）ゆうちょ銀行社外取締役

（現任）　 社外取締役 独立役員　白井 文

1979年 4月 全日本空輸（株）入社
1993年 6月 尼崎市議会議員
2002年12月 尼崎市長
2011年 6月 グンゼ（株）社外取締役
2013年 4月 （一財）大阪府男女共同参画

推進財団 業務執行理事
2015年 6月 ペガサスミシン製造（株）

社外取締役
住友精密工業（株）社外取締役

2018年 6月 三洋化成工業（株）
社外取締役（現任）

2019年 6月 当社取締役（現任）　

社外取締役 独立役員　内田 和成

1974年 4月 日本航空（株）入社
1985年 1月 ボストン・コンサルティング・

グループ入社
2000年 6月 同社日本代表
2006年 4月 早稲田大学商学学術院教授
2012年 2月 キユーピー（株）社外監査役
2012年 6月 ライフネット生命（株）

社外取締役
三井倉庫（株）（現 三井倉庫
ホールディングス（株））
社外取締役

2012年 8月 日本ERI（株）社外取締役
2013年12月 ERIホールディングス（株）

社外取締役
2014年 6月 当社独立諮問委員会委員
2015年 2月 キユーピー（株）社外取締役
2016年 3月 ライオン（株）社外取締役

（現任）
2020年 6月 当社取締役（現任）　

社外取締役 独立役員　日髙 直輝

1976年 4月 住友商事（株）入社
2001年 4月 米国住友商事会社

シカゴ支店長
2007年 4月 住友商事（株）執行役員

自動車金属製品本部長
2009年 4月 同社常務執行役員

中部ブロック長
2012年 4月 同社専務執行役員

関西ブロック長
2013年 6月 同社代表取締役専務執行役員

輸送機・建機事業部門長
2015年 4月 同社代表取締役副社長

執行役員
輸送機・建機事業部門長

2018年 6月 同社特別顧問
2019年 6月 同社顧問
2020年 6月 当社取締役（現任）
2021年 3月 ナブテスコ（株）社外取締役

（現任）　

社外取締役 独立役員　宮木 正彦

1977年 4月 日本電装（株）
（現（株）デンソー）入社

2004年 6月 同社常務役員
燃料噴射事業部長

2007年 6月 同社常務役員 パワトレイン
機器事業グループ担当

2010年 6月 同社専務取締役 電気機器事業
グループ担当

2011年 6月 トヨタ紡織（株）取締役
2012年 1月 （株）デンソー専務取締役

パワトレイン機器事業グループ
担当

2013年 6月 同社代表取締役副社長
技術統括、技術開発センター・
中国地域担当

2015年 4月 同社代表取締役副社長
品質・安全環境本部担当

2017年 4月 同社取締役
2017年 6月 同社顧問
2021年 6月 当社取締役（現任）　
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監査役

監査役（常勤）
小川 和之

1982年 4月 当社入社
1993年 6月 台弟工業股 有限公司出向
2003年 4月 ブラザーインターナショナル

（株）出向
2007年 6月 同社企画総務部長
2009年 5月 同社取締役 経営統括部長
2018年 4月 当社監査役室長
2018年 6月 当社監査役（現任）　

監査役（常勤）
大林 啓造

1986年 4月 当社入社
2004年 3月 ブラザーインターナショナル

（ヨーロッパ）出向
2017年 4月 当社 財務部長
2020年 4月 当社監査役室長
2020年 6月 当社監査役（現任）　

監査役 独立役員　山田 昭

1986年 4月 弁護士登録（現任）
三宅・畠澤・山崎法律事務所
入所

1991年 6月 ニューヨーク州弁護士登録
（現任）

1992年 1月 三宅・山崎法律事務所
パートナー

1994年 3月 三宅・山崎法律事務所
バンコク事務所所長

2015年 1月 （株）アミファ社外取締役
2015年 6月 デンヨー（株）社外監査役
2015年12月 スリーフィールズ（同）代表社員

（現任）
2016年12月 （株）アミファ社外取締役

（監査等委員）（現任）
2018年 6月 当社監査役（現任）
2021年 6月 デンヨー（株）社外取締役

（監査等委員）（現任）　

監査役 独立役員　神田 真秋

1976年 4月 名古屋弁護士会（現 愛知県
弁護士会）登録

1989年11月 一宮市長
1999年 2月 愛知県知事
2011年 1月 愛知芸術文化センター総長

（現任）
2014年 6月 （株）大垣共立銀行社外取締役

（現任）
2019年 6月 当社監査役（現任）　

監査役 独立役員　城野 和也

1977年 4月 （株）三井銀行
（現 （株）三井住友銀行）入社

2005年 6月 （株）三井住友銀行執行役員
2007年 4月 同行常務執行役員
2009年 4月 （株）三井住友フィナンシャル

グループ常務執行役員
（株）SMFGカード＆クレジット
代表取締役社長

2010年 4月 （株）三井住友銀行取締役
兼 専務執行役員
（株）三井住友フィナンシャル
グループ専務執行役員

2011年 6月 （株）三井住友フィナンシャル
グループ取締役

2012年 6月 シティバンク銀行（株）
代表取締役社長 兼 CEO

2015年 6月 （株）日本製鋼所社外監査役
東レ（株）社外監査役（現任）

2019年 6月 当社監査役（現任）　
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執行役員

専務執行役員

只 雄一
経営企画部 担当
ニッセイ事業 担当
株式会社ニッセイ 取締役

久野 光康
P&H事業 統括
P&H事業
　●事業企画部、営業企画部、開発部、
生産革新部、QMCS推進部 担当

常務執行役員

鈴木 剛
開発センター
　●技術革新部、ソフト技術開発部、
IJ技術開発部 担当

知的財産部 担当

星 真
マシナリー事業 統括
産業機器事業 担当
マシナリー事業
　●事業企画部、産業機器営業部、
産業機器開発部、技術部、製造部、
産業機器CS推進部、QM推進部 担当

小出 哲郎
ドミノ事業 統括
ドミノ事業
　●ドミノ事業推進部、DPシステム開発部、
CMシステム開発部 担当

伊藤 敏宏
財務部、法務・環境・総務部、
気候変動対応戦略部 担当

岩垂 友美子
P&S事業
　●事業企画部、営業企画推進部、
商品企画推進部、CX推進部、
SPS推進部 担当

執行役員

長谷川 泰之
マシナリー事業 工業用ミシン事業 担当
マシナリー事業
　●産業用プリンター事業推進部、
工業ミシン営業部、工業ミシン開発部 担当

佐藤 龍也
開発センター
　●電子技術開発部 担当
総合デザイン部 担当

杉本 吉市
N&C事業 統括
N&C事業
　●ネットワークシステム推進部 担当
株式会社エクシング 取締役

グループ常務執行役員

野地 勲
ブラザーインターナショナル（ヨーロッパ） Ltd.
取締役会長 兼 社長

ドナルド カミンズ
ブラザーインターナショナルコーポレーション
（U.S.A）
Director & President

ロバート パルフォード
ドミノプリンティングサイエンス
Director & CEO

グループ執行役員

三島 勉
ブラザー販売株式会社
代表取締役社長
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ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針

年 改革・強化内容 ポイント

2000 執行役員制度の導入 業務執行と監督の分離

2006 独立社外取締役の選任開始 監督機能の強化

2007 女性取締役の選任 多様性に富んだ取締役会
体制

2008 取締役の約半数を独立社外
取締役に 監督機能の強化

2015 「ブラザー・コーポレート
ガバナンス基本方針」制定

企業価値向上に資する
ガバナンスの強化

2022 サステナビリティ委員会の
設置

サステナビリティを重視
した経営体制

基本的な考え方
ブラザー工業は､すべての活動の礎である「ブラザーグルー
プ グローバル憲章」の中で､経営資源の最適化と顧客価値の
創造により企業価値を長期的に高めることや､株主に対する
積極的な企業情報の提供により企業の透明性を高め､株主と
の間に長期的信頼関係を築くことなどを掲げています。この
ような考えをブラザー工業のコーポレートガバナンスに関す
る基本的な考え方とし､企業価値の向上にとって最適なコー
ポレートガバナンスを追求し､その充実に継続的に取り組ん
でいます。
　また、株主の権利・平等性の確保、ステークホルダーとの
適切な協働、取締役会などの責務、株主との対話などについ
て定めた「ブラザー・コーポレートガバナンス基本方針」に
のっとり、ガバナンス強化を図っています。

https://global.brother/ja/sustainability/governance/corporate

コーポレートガバナンスの変遷

コーポレートガバナンス体制
ブラザー工業は、取締役会を経営の基本方針の決定や高度な
経営判断ならびに業務執行の監督を行う機関として位置付
け、監査役会設置会社の形態を採用しています。また、高い
透明性と客観性を確保すべく、コーポレートガバナンスの仕
組みを継続的に充実させています。サステナビリティを重視
した経営体制の充実化を図るため、2022年度に代表取締役
社長が委員長を務めるサステナビリティ委員会を設置し、サ
ステナビリティに関する継続的な議論を行い、取締役会に定
期的に報告しています。

取締役会
取締役会は取締役11名（うち社外取締役5名）で構成さ
れ、うち1名が女性の取締役です。議長は取締役会長が務め
ており、原則月1回開催しています。2021年度において
は、取締役会を12回開催しました。取締役会では、中長期
的な企業価値向上のため、経営戦略・経営計画の策定、重要

な業務執行の意思決定を行うとともに、取締役・執行役員な
どによる業務執行の監督、グループ内部統制やリスク管理体
制など､経営の健全性確保のための体制整備に努めています｡
<独立社外取締役>
ブラザー工業は、豊富な経営経験を有する多くの独立社外取
締役を選任しており、外部からの客観的・中立的な視点で経
営を監視することにより、経営に対する監督機能の強化を図
っています。当社の独立社外取締役は、それぞれの豊富な経
験、実績および見識に基づき、当社経営陣から独立した立場
で、経営に対する助言、重要事項の決定を行うとともに業務
執行を監督しています。
＜取締役トレーニング／社外取締役のサポート体制＞
当社は、当社の取締役に対して必要と考えるトレーニングを
対象者ごとに体系化し、その体系に基づきトレーニングを実
施しています。トレーニングでは、社外取締役に対しては、
主に当社の事業・歴史・財務・組織などに関する情報提供を
行い、その他の取締役に対しては、取締役の義務と責任に関
する知識の習得の機会を提供しています。あわせて、海外・
国内拠点の見学など現場視察の機会も設け、事業への理解を
深める場の提供を進めています。

監査役会
監査役会は、監査役5名（うち社外監査役3名）で構成さ
れ、2021年度においては、監査役会を合計12回開催しま
した。法律・会計分野などでの高度な専門性を有する監査役
は、監査役会で定めた監査基準に従って、主に以下の監査活
動を行い、取締役の職務執行を監査し、広くグループの内部
統制システムの整備運用状況の監査を行っています。
＜主な取り組み＞

　● 取締役会への出席と意見陳述
　● グループ会社への実地監査および報告聴取
　● 取締役との面談および意見交換
　● 執行部門との面談および意見交換
　● 内部監査部や会計監査人との定期的な情報および意見
交換（三様監査連絡会、決算報告会など）

執行役員体制
業務執行と監督を分離し、意思決定の迅速化を図るため
に、執行役員制を導入しています。執行役員は15名（うち
女性1名）、グループ執行役員は4名（うち外国籍2名）で
す。執行役員のうち5名は取締役を兼務しています。グルー
プ執行役員を含む執行役員は取締役会で選任され、取締役会
の定める経営の基本方針に沿って、取締役会から委任された
業務執行を決定および遂行するとともに、それぞれが担当す
る事業、各部門およびグループ子会社の業務執行に対し責任
を負っています。
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指名委員会および報酬委員会
取締役・執行役員の選解任や報酬に関する取締役会の機能の
独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問委員会
として「指名委員会」および「報酬委員会」を設置していま
す。各委員会は、全社外取締役5名ならびに取締役会長およ
び代表取締役社長の計7名で構成され、委員長はそれぞれ社
外取締役（指名委員会：竹内敬介、報酬委員会：内田
和成）が務めています。（2022年6月20日時点）
　指名委員会は、取締役の選解任に関する株主総会の議案お
よび執行役員の選解任に関する取締役会の議案の内容につい
て、当該議案の確定前に公正、透明かつ厳格な審査を行い、
取締役会に答申します。また、最高経営責任者などの後継者
計画などにつき取締役会に答申します。指名委員会の主な検
討事項は、取締役および執行役員などの経営幹部の選任に
関する事項ならびにこれらに関連する事項などであり、
2021年度は4回指名委員会を開催し、各指名委員の出席率
は100％でした。

　報酬委員会は、取締役および執行役員の報酬の算定基準を
含む、役員報酬の方針および社内規程の内容、ならびに個
人別の報酬の内容について検討し、取締役会に答申します。
報酬委員会の主な検討事項は、取締役および執行役員などの
経営幹部の報酬の内容・算定方法・個別支給額・他社との水
準比較などであり、2021年度は8回報酬委員会を開催し、
各報酬委員の出席率は100％でした。
＜経営層の後継者計画＞
ブラザー工業の指名委員会では、社長をはじめとした経営層
の後継者計画について定期的に検討を行っています。社外取
締役を中心に構成される指名委員会では、経営戦略・事業環
境に応じた経営人材要件、人材育成・登用など、多面的な検
討・議論が行われ、執行役員層との面談などを通じた経営人
材評価とあわせて、毎年の取締役・執行役員指名に反映させ
ています。

コーポレートガバナンス体制図（2022年6月20日現在）
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社外役員の独立性基準

社外取締役
独立役員選定基準
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独
立性に関する基準として、「ブラザー・コーポレートガバナン
ス基本方針」において「社外役員の独立性基準」を定めてい
ます。当社の社外取締役および社外監査役のいずれもが当該
基準を満たしており、当社経営陣から独立した立場で社外役
員としての職務を遂行いただける十分な独立性を有すると判
断しています。また、当社は社外取締役および社外監査役全
員について、東京および名古屋の各証券取引所が定める独立
役員として同取引所に届け出ています。

https://global.brother/ja/sustainability/governance/corporate

P.51　参照

社外役員の選任理由
社外取締役の選任においては、グローバルでの事業経験や豊
富な経営経験、高い専門性、社会課題解決の経験などを重視
し、特定分野に偏らず、企業経営に求められる多様なスキル
を備えた構成を意識しています。

　

氏名（出席状況） 専門性の発揮・活動状況

竹内 敬介
（12回／12回）

日揮株式会社の社長および会長を歴任するなど、グローバル企業グループの経営に携わってこられたご経歴からの豊富な経験と見
識を生かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役
として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただきました。また、指名委員会委員長および報酬
委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べていただきました。特に、社長を始めとする取締役候補者の選再
任案の決定にあたっては、指名委員会委員長として、その検討プロセスにおいて主導的役割を務められました。

白井 文
（12回／12回）

メーカー各社の社外取締役としてのご経歴に加え、地方行政のトップマネジメントならびに組織のダイバーシティ化を積極的に推
進してこられたご経歴からの豊富な経験と見識を生かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極
的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただき
ました。また、指名委員会委員および報酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。

内田 和成
（12回／12回）

ボストン・コンサルティング・グループ日本代表としての企業経営に係る幅広い知見に加え、各社の社外取締役および社外監査役
として企業経営に関わられたご経歴からの豊富な経験と見識を生かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会
において積極的な発言をいただくなど、当社の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果
たしていただきました。また、報酬委員会委員長および指名委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的な意見を述べてい
ただきました。特に、 取締役の報酬制度改定案などの決定に当たっては、報酬委員会委員長として、その検討プロセスにおいて
主導的役割を務められました。

日髙 直輝
（12回／12回）

住友商事株式会社の海外拠点責任者ならびに同社副社長を歴任されるなど、グローバル企業グループの経営に携わってこられたご
経歴からの豊富な経験と見識を生かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言をいただ
くなど、当社の社外取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただきました。また、指
名委員会委員および報酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。

宮木 正彦
（10回／10回）※1

株式会社デンソーの副社長を歴任するなど、グローバル企業グループの経営に携わってこられたご経歴からの豊富な経験、実績お
よび見識を生かし、当社経営陣から独立した立場および視点から当社取締役会において積極的な発言をいただくなど、当社の社外
取締役として経営に対する助言、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただきました。また、指名委員会委員および
報酬委員会委員としてこれらの委員会に出席し、積極的に意見を述べていただきました。

社外取締役の主な活動状況（2021年度）

※1 2021年6月の社外取締役就任以降に開催された取締役会の回数です
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取締役会の実効性
取締役会の実効性評価の実施
各取締役および各監査役は、取締役会の有効性・実効性など
について、毎年評価を行い、その結果を取締役会に提出して
います。取締役会は、その評価に基づき、取締役会全体の実
効性について分析・評価を行い、その結果の概要を適時適切
に開示しています。
　2021年度の取締役会評価は、2022年2月に全取締役お
よび全監査役が、外部コンサルタントの意見を受け作成した
アンケートに回答する方法により行いました。主な設問は以
下のとおりです。
　●取締役会の構成と運営
　●経営戦略と事業戦略
　●企業倫理とリスク管理
　●業績モニタリングと経営陣の評価・報酬
　●株主などとの対話
　●前年度の課題と対策の効果

取締役会の実効性評価のプロセス
客観的な分析を担保するために、アンケートの集計と結果の
分析を外部コンサルタントに依頼し、当社の取締役会事務局
では、集計後のデータを用いて分析を行っています。分析結
果・改善策などについては取締役会で報告・審議され、改善
に向けた施策を実施し、翌年再度評価を行うというサイクル
を回しています。

実効性評価項目・
評価方法の検討

（10月～1月）

実効性評価の
実施・分析

（2月～3月）

実効性向上施策
の実行

（5月～）

課題の抽出、実効性
向上施策の検討

（3月～5月）

4 3

1 2

❶コーポレートガバナンスに関する社会動向などを踏まえ､外部コンサル
タントを交えて取締役会の実効性を測るための設問設計をしています｡
❷すべての取締役・監査役に対し、アンケート方式を用いて取締役会の
実効性に関する評価を実施しています。アンケートの集計と結果分析
は外部コンサルタントに依頼しています。2021年度におけるアンケー
トの回答率は100%でした。
❸アンケートの集計結果を外部コンサルタントとともに分析し、取締役
会実効性向上のための課題の抽出および改善策の立案を行います。分
析結果･改善策などについては取締役会に報告し､審議を受けています｡
❹取締役会での審議を踏まえ、取締役会実効性向上に向けた施策を実施
します。翌年度の実効性評価アンケートにより、この取り組みの成果
について取締役・監査役の確認を受けます。

指摘された課題 施策

取締役への知識習得の機会のさ
らなる拡充

取締役会役員トレーニングの実施

中期戦略の審議時の事業ポート
フォリオ・資本コスト・サステ
ナブル経営・ＤＸに関する議論
の強化

取締役会でのサステナブル経営・DX
に関する審議
取締役会での中期経営戦略策定に関
する議論の充実

指名委員会および報酬委員会
における審議内容の適切な情報
共有

報酬委員会および指名委員会で議論
されたポイントの取締役会での説明

取締役会の実効性評価の結果と対応方針
2022年5月開催の取締役会において、その評価結果につい
て審議し、当社の取締役会はおおむね有効に機能しているこ
とを確認しました。一方、今回の取締役会評価を通じて、以
下の点などの要望および改善の余地につき意見が述べられま
した。
　●事業ポートフォリオ・資本コスト・DXに関する議論を
活発に実施するための施策の追加
　●サステナブル経営に関する議論の範囲の拡大と充実
　●取締役が適切に議論するための、取締役会資料の質の
さらなる向上
　●取締役が自らの役割を果たすため、知識習得の機会の
継続的な提供

取締役会はこれらの意見を踏まえて、取締役会の実効性向上
に引き続き取り組んでいきます。

過去の評価結果に対する改善状況
前回2021年2月に実施した取締役会実効性評価の結果で
は、全体としては当社の取締役会は有効に機能していること
を確認しましたが、以下のような指摘を受けました。これら
の指摘に対し､2021年度においては次の施策を行いました｡
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報酬の種類 対象者 報酬の内容

基本報酬 全取締役 固定金銭報酬

年次賞与 執行役員を兼務
する常勤取締役

毎事業年度の業績に連動する金銭
報酬

株式報酬
社外取締役およ
び非常勤取締役
を除く取締役

中期業績などに連動する株式報酬
（対象者が国内非居住者の場合は
金銭による代替報酬）

役員報酬
役員報酬の方針
ブラザー工業は、持続的な企業価値の向上という目的にかな
う社内外の優秀な経営人材の確保と保持を可能とする役員報
酬体系を定め、その職責および成果に応じた適正な水準の報
酬額の支給を行う方針としています。当年度より、当社企業
価値の持続的な向上を目指して、業績連動報酬・株式報酬の
内容を改定しました。
　当社の取締役報酬は、以下のものから構成されます。

常勤取締役のうち執行役員を兼務しない取締役（社外取締役
を除く）には、基本報酬および株式報酬のみを支給します。
社外取締役および非常勤取締役には、基本報酬のみを支給し
ます。
　すべての取締役報酬の金額または算定方法は、当社の取締
役報酬規則および株式交付規則（以下総称して「取締役報酬
規則等」といいます。）にその詳細を定めることで客観性と
透明性を確保しています。なお、取締役報酬規則等の改定
は、報酬委員会の審議および取締役会の決議を要することと
しています。
　当社の監査役報酬は、固定金銭報酬である基本報酬のみと
し、監査役会で定める監査役報酬規則で定めています。

役員報酬の額・算定方法等
＜基本報酬＞
取締役および監査役の基本報酬は、固定金銭報酬とし、株主
総会で承認を得た報酬限度額内において、役位・職責に応じ
て決定しています。取締役および監査役の基本報酬はそれぞ
れ年額400百万円および年額140百万円を限度と定めてい
ます。

コーポレートガバナンス体制 役員報酬
（年次賞与の算定方法）

コーポレートガバナンス体制 役員報酬
（株式報酬として交付される株式などの算定方法）

＜年次賞与＞
執行役員を兼務する常勤取締役に対する年次賞与は、事業年
度ごとの連結当期利益（親会社の所有者に帰属する当期利
益）の0.4％を限度額とし、報酬委員会の答申および取締役
会の決議に基づき支給します。年次賞与は、所定の算定方法
により決定します。ただし、各事業年度の年次賞与支給総額
は、当該事業年度の連結当期利益の額の0.4％を上限とし、
もし算定の結果、支給総額が当該上限額を超えることとなっ
た場合は、上限額の範囲内とするための調整を行うものとし
ます。
注）本項において「売上収益」は「連結売上収益」、「当期利益」は「親会社の所有者に
　帰属する当期利益」をそれぞれ指します

https://global.brother/ja/sustainability/governance/structure#s03

＜株式報酬＞
株式報酬は、当社の中長期的な企業価値向上に資するため、
中期戦略等の目標達成度および株主価値の向上度に連動する
変動報酬とします。株式報酬は、株式交付信託の仕組みを活
用し、当社が金銭を拠出した信託を用いて取締役（社外取締
役、非常勤取締役および国内非居住者を除く）に株式等を交
付します。
　取締役が株式報酬として株式等の交付を受ける時期は、原
則として取締役の退任後とします。
　株式報酬として交付される株式等は、所定の算定方法によ
り決定します。

https://global.brother/ja/sustainability/governance/structure#s03

＜報酬の種類ごとの構成割合＞
執行役員を兼務する常勤取締役の個人別の報酬等の構成割
合は、年次賞与の指標となる短期の業績目標および株式報酬
の指標となる中期の業績目標どおりの実績値となったとき
に、基本報酬（固定）：年次賞与（業績連動）：株式報酬
（業績連動）＝概ね5：3：2となります。
　執行役員を兼務しない常勤取締役（社外取締役を除く）の
個人別の報酬等の構成割合は、株式報酬の指標となる中期の
業績目標どおりの実績値となったときに、基本報酬（固
定）：株式報酬（業績連動）＝概ね3：1となります。

＜クローバック・マルス条項＞
年次賞与および株式報酬については、対象取締役による非違
行為等、または会計不正等が発生した場合、報酬委員会の答
申および取締役会の決定に基づき、支給済み報酬の全部また
は一部の返還等を求めることができることとしています。
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　●2021年 5月 7日 執行役員年次賞与査定方法の一部
変更
業績連動報酬の件

　●2021年 8月 3日 役員報酬制度の見直しに向けて
　●2021年11月 8日 役員報酬ポリシーと具体的制度

設計について
　●2021年11月29日 （役員報酬）役員年次賞与計算式

について
　●2021年12月21日 役員報酬水準調査など
　●2022年 2月 1日 役員報酬水準調査など
　●2022年 3月 1日 役員報酬制度改定に関する残課題
　●2022年 3月29日 役員報酬制度に関する追加提案

　●2021年 5月19日 執行役員年次賞与査定方法の一部
変更

　●2021年 6月23日 業績連動報酬の件
株式報酬型ストックオプションの
割当およびファントムストックの
付与について

　●2022年 3月29日 役員報酬制度改定

役員報酬などの額の決定過程における
報酬委員会の活動内容
取締役の役位別・種類別の報酬等および報酬総額の支給水準
については、毎年定期的に外部調査機関による客観的報酬水
準データを参照の上、報酬委員会においてその妥当性を検証
することとしています。
　上記活動をはじめとして、当期においては、報酬委員会で
以下のような議題を審議しました。

役員報酬などの額の決定過程における
取締役会の活動内容
当期の役員報酬などについては、取締役会において以下のと
おり審議・決定しました。

　

区分 支給
人員

支給額
(百万円)

報酬などの種類別総額

基本報酬
(百万円)

業績連動
報酬
(百万円)

株式報酬型
ストック
オプション
(百万円)

取締役
(うち社外取締役)

14名
(6名)

463
(54)

248
(54)

147
(－)

67
(－)

監査役
(うち社外監査役)

5名
(3名)

75
(26)

75
(26)

－
(－)

－
(－)

合計
(うち社外役員)

19名
(9名)

539
(80)

324
(80)

147
(－)

67
(－)

第130期 有価証券報告書

役員報酬などの額
（2021年4月1日から2022年3月31日までの1年間）

注）1．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません
2．上記表における支給人員には、当期中に退任した取締役3名（うち社外取締役1名）

を含んでいます
3．2021年度に支給された取締役報酬は、2021年3月開催の取締役会で定められた従

前の「取締役の個人別の報酬等の決定方針」に基づき算定・支給されたものでありま
す。当該方針の詳細については、当社第130期有価証券報告書P.73～75をご参照く
ださい

https://download.brother.com/pub/jp/investor/yuho/pdf/2021q4/
2021.pdf

政策保有株式
当社は、良好な取引関係の構築が当社の中長期的な企業価値
の向上に資すると認められる上場企業の株式（以下「政策保
有株式」といいます）を保有します。また、取締役会は、個
別の政策保有株式の保有の適否を毎年検証し、保有の意義が
乏しい銘柄については縮減を進めます。2021年11月の取
締役会において、個別の銘柄ごとに、保有目的、配当利回
り・時価、その他の便益やリスクを検証した結果、株式保有
の合理性が確認できたため、各株式の保有を継続することと
しました。
　当社は、政策保有株式の議決権を、原則として行使しま
す。議案について、その内容を精査した上で、当社の中長期
的な経済的利益を損なわないものであり、また、上場企業や
上場企業の経営陣による反社会的な行為など、株主価値の棄
損が明らかな場合でない限り、当社は賛成を表明します。
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社外取締役座談会

ス改革が進展する中で執行サイドのボードメンバーを
務めた経験が社外取締役の任務を果たす上で役に立っ
ています。

宮木：�自動車部品メーカーで燃料噴射装置の開発を手がけ、
世界標準に引き上げたという自負があります。一方で、
生産や販売の過程では失敗や苦労も数多く、製品をつ
くり上げてお客様に満足していただき利益を生むまで
の難しさを味わってきました。そうしたエンジニアと
しての経験と知見でブラザーのモノづくりに貢献した
いと考えています。

取締役会の実効性向上に向けた取り組みと今後の�
改善点

Q1.��取締役会への上程議案の妥当性、事前情報提供支援
に課題がありますか？

竹内：�上程される議案はおおむね適正だと判断していますが、
長期的な企業価値向上に向けた議論にもっと時間を割
く こ と も 必 要 だ と
思っています。また、
発表者は丁寧に詳し
く報告しようとする
ので、取締役も担当
者レベルの細部にわ
たる議論に陥りがち
です。何を伝えるか、

社外取締役の専門性とブラザーの企業価値向上のた
めに果たす役割

竹内：�私は、これまで経験してきた中でも国内外のさまざ
まな地域でビジネスを行ってきたこと、BtoB分野で
多くの経験を有していること、また、非中核事業を
成長させ事業基盤を確立した実績に加え、企業のトッ
プとしての数多くの経験と知見を有していることが 
ブラザーの企業価値向上に役立つのではないかと考え
ています。

白井：�私は16年間にわたり政治の世界を経験してきました。
政治的決断は多数決で決まりますが、議論の過程では
多様な意見、特に「声なき声」に耳を傾けることが重
要です。企業経営においても特定のステークホルダー
だけでなく地域社会や自然環境に対しても説明責任を
果たすことが重要だと考えます。

内田：�事業会社勤務から経営コンサルタントとなり、経営を
担った後に大学のビジネススクールで教鞭をとりまし
た。取締役会のモニタリングの機能としてブレーキと
アクセルの二つの側面がありますが、どちらかという
と私はアクセルの役割をしっかり果たしたいと考えて
います。

日髙：�総合商社の鉄鋼部門を中心に計14年間、海外で勤務し、
拠点の立ち上げや事業売却、M＆Aなどの経験があり
ます。国内外で築いた広範なネットワークやガバナン

社外取締役座談会

コーポレートガバナンス
サステナビリティへの取り組み
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どのような助言が欲しいかを意識した資料と発表につ
いて工夫の余地があると思います。一方、社外取締役
が経営会議を傍聴できるようになるなど、情報提供は
より適切になってきていると思います。

内田：�どの会社でも社内取締役と社外取締役の間で情報の非
対称性が存在します。社外取締役が情報を持ち過ぎる
と意見が同質化するし、逆に少なすぎると議論がかみ
合わないので、微妙なさじ加減が必要です。ブラザー 
はこの点においてとてもバランスが取れています。事
務局経由ではなく事前に担当役員や部門長から直接話
を聞くことができるので、疑問点を整理した上で取締
役会に臨むことができています。一方で、取締役会で
同じ話が繰り返されることもあるので、さらに改善に
向けた努力が必要です。

日髙：�一般論として、取締役会の議論のあり方は過去5年で
大きく変わりました。かつては大型案件の決裁承認を
取締役会に諮ることが大きな目的だったので、細かな
リスク分析などに大半の時間を割いていました。いま
は決裁権限を執行役員に委譲し、中長期的に何をどう
するのか、ヒト・モノ・カネの配分など本質的な議論
が必要で、社内外を問わず取締役にはそうした素養が
求められます。昨年度は中期戦略の議論にたたき台の
段階から加わり、つくり上げる過程で執行側と本質的
な議論ができたと思っています。

Q2.��取締役会での議論に対する評価と課題について教え
てください。

白井：�取締役会で重要な案件を議論するときに、議長はじめ
社内取締役の方々は社外取締役の発言を真摯かつ丁寧
に耳を傾けています。一方で、社外取締役のさまざま
な投げかけを受け止めてもらっているものの、社内取
締役から社外取締役へボールが返ってこない、つまり
キャッチボールが十分にできていないもどかしさも感
じています。意見のキャッチボールをしながら、結論
に収れんさせていくまでには至っていないというのが
率直な感想です。

日髙：�私も取締役会でもっとインタラクティブな議論ができ
ると良いと思っています。社外取締役の発言も焦点が
ずれていることもあると思うので、そこはぜひ指摘し
てほしいです。もっとフランクな議論を増やせるとよ
いですね。

竹内：�重要な意思決定についての意思疎通は十分にできてお
り、取締役会は円滑に運営されていると認識していま

す。ただ、将来を見据えての長期の事業戦略について
は、他の議題を減らしてでも議論の時間を増やし、議
論を深めることが必要だと考えます。

Q3.��任意の指名委員会・報酬委員会の機能について、そ
れぞれの委員長から取締役会の実効性向上の観点で
の評価と改善点をお聞かせください。

竹内：�ブラザーの社外取締役に就任した5年前はトップの後
継者育成について論議することは少なかったと思いま
すが、最近の2年間は最重要テーマとして経営陣の後
継者の育成計画に焦点を当てています。どういう人材
が次の社長に適任か、候補者にふさわしい人は誰かな
ど具体的に議論しています。企業は永続的な存在なの
で長期的な視点で次々世代まで含めた後継者育成計画
が必要であり、その点にも目を向けています。また、
外国人や女性の登用や取締役の社内・社外の構成にも
強い課題意識を持っています。

内田：�昨年度は報酬制度の改定を議論したので報酬委員会は8
回開催されました。理念から金額テーブルまでとても熱
心に議論を行っていますが、少し細かすぎるという印象
です。個人的な意見ですが、ブラザーでも今優先度が
高いのは会長も含めて次期経営陣をどうするか、次期
取締役や執行役員を
どう育成するかだと
思います。実際にそ
こは指名委員会で時
間を割いて議論して
います。さらに重要
なことはブラザーの
成長戦略であり、こ
の議論にもっと社外
取締役のリソースを
使ってほしいですね。

Q4.��今回の役員報酬制度改定の理由と効果をどう考えま
すか？

白井：�短期業績と中期目標に対する報酬の妥当性を明確に
示し、株主価値向上との連動性を高めることが今回
の改定の目的です。例えば、中期目標の1つである
CO2排出削減は、達成をてこにして、新規事業の創
出やビジネスモデルの変革につながるため賛同しま
した。
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社外取締役座談会

議論の過程で私が繰り返し提起したのは、今の事業分
野が屋台骨になっている間に新しい事業を産み育てる
という点でした。今でもしっかりと人材を充てて新た
な事業分野開拓を進めていますが、ブラザーに過去か
ら脈々と流れている新しいものにチャレンジするとい
うマインドをさらに高め、スピード感を持って成果に
結びつける努力をすることが重要であり、事あるごと
にわれわれの持っている経験・知見を基にした助言を
発信し続けたいと思っています。

内田：�中期戦略については十分時間をかけて議論しましたが、
原案作成前にインプット要件を一度整理した上で、ア
ウトプットに対して評価をするという二段階での社外
取締役の関与があると良いのではないかと思います。
重要なことは中期戦略よりビジョン実現に向けてどう
していくかだと思っています。

Q2.��特定されたマテリアリティに対してどのようにモニ
タリングされていきますか？

宮木：�マテリアリティの項目を特定するプロセスでは良い議
論ができたのですが、モニタリングのための細かい
KPIの設定については少し時間が足りなかったと感じ
ています。マテリアリティを決めて終わりではなく、
モニタリング指標の修正や進捗管理をどうするかも含
めて引き続き議論を続ける必要があると思います。

白井：�マテリアリティを特定するということは、ブラザーが
可視化の難しい非財務目標に挑戦するという宣言だと
受け止めています。明確な数値目標の設定がなじまな
い項目もあるので、取り組みの進捗を第三者評価に委
ねるなど説明責任を果たす努力が求められると思いま
す。そのスタートラインに立ったところだと認識して
います。

日髙：�ブラザーが社会的・経済的価値を持続的に創出するた
めにマテリアリティの解決に取り組むことはとても重
要です。同時に多くの従業員にその重要性をどう理解
してもらうのか、腹落ちしてもらって組織風土にどう
刷り込むのか、まずは広く社内で納得感を得る努力を
欠かさず、その上で進捗をモニタリングすることが大
事だと考えます。

日髙：�従来のターゲット型※1からプロフィットシェア型※2に
したので一定の成果があったと評価しています。一方 
で、透明性や公平性にこだわったため分かりにくく
なった面もあるように感じます。単年度のインセン
ティブが強すぎると短期志向に陥りがちで、変革が先
送りされることもあるので、中・長期のインセンティ
ブを高めて将来への成長投資が促進されるように引き
続き議論していきたいです。
※1 純利益など利益の一定割合を分配する仕組み
※2 会社業績目標と連動させ、その達成度合いに応じて報酬額を決定する仕組み

宮木：�1年前に社外取締役に就任と同時に報酬委員会の議論
に加わり、とても詳細に議論をしていることに驚きま
した。1年や3年の業績連動指標を明確にすることは
賛成ですが、数値目標にこだわり過ぎると、今後5年
間は日の目を見ないけど将来を考えると絶対必要なこ
とを誰もやらなくなると心配します。実績数値で説明
すべき部分と将来への布石を定性的に評価する両方の
視点が欠かせないと思っています。

経営戦略に対する取締役会での議論と長期ビジョン
実現に向けた課題

Q1.��中期戦略「CS�B2024」について取締役会でどのよ
うな議論をされましたか？

日髙：�「CS B2024」については、執行側の原案を初期の段
階から取締役会に上げてもらい定量目標の設定も含め
て議論を重ねました。論点の1つだったのは業績目標
でした。インフレの高進や地政学リスクの高まりによ
るコストアップなどの見極めが難しく、初期段階では
執行側が中期計画の最終年度の目標設定に苦労してい
ました。しかし、目標値として低すぎないか、予想と
目標は違うと思うと申し上げ、議論を重ねた上で目標
を設定しました。インセンティブ報酬の考え方にも通

じますが、中期計画目標は
必達ありきではなく、高めの
目標が達成できなくても次
の成長につながっていれば
一定の評価が与えられるべ
きだと考えます。無理な目
標を示すことは支持しません
が、成長のためには、合理
的なストレッチ目標が必要な
こともあるので、今後も議論
を重ねたいと考えています。

竹内：�1年近くかけて社外取締役が策定に参加できたので議
論のプロセスとしてはとても良かったと思っています。
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Q3.  「At your side 2030」実現に向けて最も重要な課
題は何であると認識されていますか？また、ビジョ
ン実現のためにご自身はどのように貢献していきた
いとお考えでしょうか？

竹内： ブラザーの基本精神である“At your side.”を実践で
きるかどうかではないでしょうか。今後はBtoBビジ 
ネスにもさらに力を入れていくことにより、顧客の生
産現場で何に困っておられるのかを深く理解して、そ
の要求にしっかりと応えていかねばなりません。私の
経験を生かし、産業用領域を中心とするBtoBビジネ
スへの展開、そしてさらにはグローバル化の深耕、新
規事業の育成と事業基盤の強化に対して意義のある提
言をしていきたいと考えています。

白井： 従業員一人ひとりが自分の未来としてビジョンを
考えること、社内のコミュニケーションをよくし
てお客様とつながることがビジョンの実現には欠か

せないと思います。男女共
同参画は日本社会の大きな
課題であり、ブラザーにお
いても例外ではありません。
意思決定プロセスにより多
くの女性が参加できるよう、
DE＆I（ 多 様 性・ 機 会 均
等・包摂）の推進および女
性をエンパワーメントし、
活躍を支援することも私の
責務だと考えています。

内田： ビジョンを実現するために外部の力を借りる、大胆に
M＆Aを行うという選択肢もあります。産業用領域で
売上を飛躍的に伸ばすならもっと積極的な方法も検討
すべきだし、オーガニック主体の成長が本当にベスト
なのか、常に自問する必要があります。ブラザーは
もっと投資を行って、新領域の開拓に注力すべきです
が、慎重なところがあるので、投資や新領域の開拓が
積極的にできるように、社外の立場から経営陣の背中
を押していくつもりです。

日髙： ビジョンの柱は、産業用領域へのシフトとプリンティ
ングの次を切り拓くということですが、産業用の拡
大は戦略も明確なので実行次第だと考えています。
BtoB業界での経験を生かし、ブラザーの成長を支え
る役割を積極的に担いたいと考えています。一方で、
プリンティングの次の展開がまだイメージできてい
ない印象です。デジタル化の進展でペーパーレスが
進むことを前提に、ブラザーがこの分野でどういう

役割を果たすのかをもっと具体的に示したいです。

宮木： あと8年で産業用領域を2倍にするという目標は、大
きな環境変化がなければ達成できるだろうと見ていま
すが、最大の課題は想定外の地政学上のリスク対応だ
と考えます。今の市場想定が8年後も同じと考えるの
ではなく、可能性が低くとも起きれば大変なことにな
る事態も想定に入れておくべきでしょう。エンジニア
としての私の信条は「善なるモノをつくる」です。い
かなる時代にあっても、世の中に不都合や悪をもたら
す製品はつくらないことをブラザーでも判断基準にし
たいと思っています。

Q4.  ブラザーの企業価値を向上させていくために、今後
取締役会で議論すべきテーマは何でしょうか？

内田： 深い議論が必要なテーマは成長戦略に尽きます。 
ブラザーが長期的に成長するためにどうすべきかを 
議論することが最も重要です。

宮木： 将来の事業ポートフォリオをどうしていくかを議論す
ることはとても重要です。一方で、表層的に新規事業
やM＆Aを検討しても議論が深まらないので、将来を担
う技術陣は何をつくりたいのか、何がつくれるのかじっ
くり聞いてみたいです。また、もう一つ議論すべきテー
マは従業員の働き方です。過去10年間、日本の製造業
は世界初の製品を生
み出せず、多くの産
業でその競争優位は
失われました。もっ
と挑戦したい、もっ
と働きたいと考えて
いる従業員にどう報
いるのか、横並びや
一律ではない人材マ
ネジメントは重要な
テーマだと思います。

白井： 長いブラザーの歴史はブラザーの存在意義を探求しな
がら、モノ創りを続けてきた先人たちがつくり上げて
きたものですが、これからのブラザーを担う世代にこ
のDNAをどう伝え、発展させていくのかもとても重
要なテーマです。また、人生100年時代に向けて、 
ブラザーでの働き方、仕事への向き合い方、会社と個
人のあり方についても議論していくべきテーマだと思
います。多様な従業員のニーズをくみ取るためには、
会社と個人の関係を見直すことも必要なので、この点
も深く議論していきたいと思います。
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リスクマネジメントに関する考え方
ブラザーグループは持続的成長に向けすべてのステーク
ホルダーから信頼される企業を目指しています。このた
び 新 しいグループビジョンである 「At your side 
2030」を制定しました。そこで掲げる顧客価値創造を
阻害する要因となる可能性を「リスク」と認識し、適切
なリスク管理をすることで、グループビジョンの実現性
を高めることを目指しています。
　当社はグローバルに複数の事業を展開する企業である
ため、世界経済の影響や地政学的な要因による経営環境
の複雑性・不確実性は高いと認識しています。さらに、
新型コロナウイルス感染症の世界的流行に端を発する経
営環境変化の加速により、グループを取り巻くリスクを
適切に認識し、対処することの重要性がかつてないほど
高まっています。コンプライアンス・製品安全・輸出管
理・情報管理・環境法規・安全衛生・防災・サプライ
チェーンに関するリスクを常に認識し対応することに加
え、危機発生時の事業継続の強化や永続可能な価値創造
の仕組みの見直しなど、従来以上に中長期的かつ戦略的
な観点でリスクを認識し対応していくことを目指します｡

リスクマネジメント推進体制
ブラザーグループは、グループの経営に大きな影響を与
える恐れのあるリスクを低減することを目的として、代
表取締役社長を委員長とするリスク管理委員会を設置
し、「ブラザーグループリスク管理規程」に基づく総合
的なリスク管理体制を定めています。当社の各組織およ
び各子会社はリスクとその発生可能性を把握し、影響の
軽減または回避策の実施などのリスク管理に努め、その
実施状況については定期的に取締役会に報告を行う体制
をとっています。

　リスク管理委員会は、半年に1回の頻度で定期開催し
ています。ただし、重大なリスク事象発生時には議長に
より臨時のリスク管理委員会が緊急招集され、機動的な
対応を行う危機管理体制を構築しています。このたびの
新型コロナウイルス感染症発生に際しては、海外におけ
る発生初期段階でグループ全体に警戒を促し、迅速な対
策本部の立ち上げと対応を行いました。
　また、コンプライアンス・安全保障貿易・製品安全・
情報管理・安全衛生防災・環境法規・サプライチェーン
といった個別リスクについては、リスク管理委員会の下
部組織として専門委員会を設置し、代表取締役社長（ま
たは指名する執行役員）が対応責任者として、リスクの
把握と逓減、ならびにリスク顕在時の対応を行っていく
リスク管理体制をとっています。特に、製品安全につい
ては、より安全な製品をお客様に提供するため、「製品
安全に関する基本方針」および「製品安全自主行動計
画」を定めています。

リスク評価と対応策の明確化
事業リスクについては、各部門ならびにグループ子会社
のリスク責任者を中心に評価・対応などを行う体制を構
築し、また、グループ全般に関わる重要なリスクについ
てはリスク管理委員会において評価・対応状況などの管
理を行っています。具体的には、リスク管理委員会は毎
年度リスク項目の見直しを実施し、グループの各組織・
各拠点に対してリスク評価シートの作成を指示します。
リスク評価シート結果を集計し、「影響度」と「発生可
能性」によるリスク評価を行い、各リスクの重み付けを
算定することでグループの重大リスクを識別していま
す。そして、リスク管理委員会から各リスク責任者に対
して、各リスクの対策とモニタリングを指示しています｡

項目 主なリスク内容 対応策

国際情勢に関するリスク 　● 米中貿易摩擦
　●ウクライナ危機

　● 米国現地法人とも連携した価格戦略の見直しや消耗品の原産国精査など
の実施による追加関税の影響極小化

　● 米国・英国・EU・日本政府などが実施している経済制裁をはじめとす
るさまざまな国際情勢の動向を常に情報収集し、状況に応じた判断を

　実施

プリンティング市場の縮小 　● 紙への印刷減少による、プリンティング
市場の縮小

　● 変化する市場ニーズに対応する契約型サービスの拡充など、ビジネスモ
デルの転換加速により、収益力強化とともにお客様と継続的につながる
ビジネスを拡大

　●業務用ラベリング事業の拡大

企業間競争 　● 中国／アジアの新興メーカーの台頭に
　よる、市場競争の激化

　● 各市場で顧客価値を実現する製品、サービス提供への取り組み
　● スピードおよびコスト競争力のある事業運営基盤の構築
　●サステナビリティの観点で循環経済型ビジネスの推進

世界経済状況の変動 　● 世界経済の状況変化を起因とした、各地
域での景気変動による業績への悪影響

　● 開発、製造、販売・マーケティング、アフターサービス・メンテナンス
の強化

重要なリスクとその対応策
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項目 主なリスク内容 対応策

サ
プ
ラ
イ
チ
ェ

ー

ン

サプライチェーンの
断絶

　● 感染症、大規模自然災害、地政学リスク
などの高まりにより生じる部材調達難や
物流の混乱によるサプライチェーンの断絶

　● 消耗品を中心とした複数拠点生産対応
　● 予備の生産設備や部品在庫の保有
　●部品調達先やその上流サプライヤーの戦略的検討
　●在庫保管スペースの確保および利用港の複線化
　●各生産拠点における防火防災対策の実施
　● 欠品を防ぐための販売拠点における在庫水準の見直し

CSR調達

　● サプライチェーンにおける労働者の人権
侵害

　● 紛争鉱物の製品への使用による信頼の
　失墜

　● CSR調達方針の制定と取引先への説明会実施
　●RBAへの加盟によるサプライチェーンにおけるリスク評価と是正への

　体制強化
　●紛争鉱物対応方針の制定と取引先への順守要請

部材に関するリスク 　● 部材の調達難
　● 部材価格の高騰

　● 部品長期手配による部品確保、調達先の検討、製品の設計変更による
　代替品の検討
　●高騰リスクの経営計画への反映

品質・製造物責任 　●市場品質問題
　● PL問題

　● 厳格な品質管理基準下における製品の製造
　● 事故発生時の被害拡大抑制に向けた対応策

法
規
制

コンプライアンス全般

　●不正会計、横領
　●不公正な取引（競争法違反）
　● ハラスメント
　● 品質不正

　● グローバル憲章の行動規範を通じた従業員の行動基準の設定と浸透活動
　●コンプライアンス委員会や相談窓口の設置

税制 　● 追加課税や国際的二重課税による税負担
の上昇

　● 外部専門家との連携による対応
　● 税務当局のとのコミュニケーション
　● APA（事前確認制度）の活用

環
境

環境に関する
社会的要請 　●気候変動

　● 温室効果ガス排出削減に関する2030年中期目標の設定と削減に関する
取り組み

　● TCFD提言に基づく気候変動が与える財務影響分析、適切な対応策、
　適正な情報開示の実施
　● 資源効率向上に関する2030年中期目標の設定と向上に関する取り組み

環境規制、環境汚染 　●環境規制、環境汚染

　● グリーン調達基準の制定による禁止、管理対象とすべき化学物質の法規
制順守対応

　● 世界各国、地域における環境法規制の情報収集と製品設計に関わる関連
部門との協働による製品の対策反映

安全保障貿易管理 　● 安全保障貿易管理に関連する法規制の
　強化による工作機械販売への悪影響

　● 適正な法令順守体制の維持
　●グループとしての安全保障貿易管理体制の強化
　●より効率的な安全保障貿易管理体制への再構築

情
報
・
シ
ス
テ
ム

情報セキュリティー 　● 情報システムへの外部からの攻撃、製品
情報セキュリティー

　● 情報管理規程に基づく情報セキュリティー運用ルールの策定および管理
体制の強化と社内教育・訓練の実施

　● 製品情報セキュリティー基本方針の制定と、グループ全体における製品
セキュリティーの向上活動の実施

情報ネットワーク 　● 機密情報、個人情報の流出、漏えい
　● 予期しない外部からの侵入や攻撃に対する、多層防御に基づくセキュリ
ティー対策の実施

　● 社内の事故発生に備えた対応組織の訓練の実施

人
材

労働災害、人的被害 　●労働災害
　●災害による従業員の人的被害

　● 発生した災害の原因や再発防止策など情報の水平展開
　● 各拠点での安全防災活動と工場監査を通じた実施状況の確認

人材確保 　● 人材獲得競争の激化、必要な人材が確保
できない、キー人材の喪失

　●人事制度の進化や職場環境の継続的な改善
　●キー人材に対するサクセッションプランの策定
　● グローバル憲章による従業員啓発や、企業広報の強化によるブランド

　イメージの維持向上活動の実施

M&A（減損リスク）
　● 想定どおりの投資効果が得られない
　● 事業統合の遅れ
　●ドミノのれん、固定資産の減損

　●現行中期戦略「CS B2024」における重点戦略としてのドミノ事業の
　新製品投入や顧客基盤強化
　● 年に1回以上ののれんの資産価値の確認と適正な評価額での計上

為替変動リスク 　● 為替レート変動による売上の減少、
　コストの増加

　● 外貨建取引における受取と支払のリンク率の向上
　●為替予約取引の実施

知的財産
　●特許関連の係争
　● 第三者による侵害、模倣品の製造販売
　● 職務発明の係争

　● 事業活動における保有特許のライセンス利用
　●第三者による侵害の訴えに対する防御や和解の対策
　●第三者による侵害行為に対する知的財産権の行使
　● 発明報奨規程に基づく発明者への適切な報奨の実施

新型コロナウイルス感染症 　● 新型コロナウイルス感染拡大による、
　経済活動の停滞 　● 感染防止策の徹底した実施による事業活動の継続
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コンプライアンスに関する考え方
ブラザーグループは、コンプライアンス（法令・倫理の順
守）がサステナビリティを重視した経営の基盤を支え、さま
ざまなリスクを回避する上で不可欠なものであると考えてい
ます。グループ全体でコンプライアンスを徹底するために
「ブラザーグループ グローバル憲章」の行動規範の一つで
ある「順法精神・倫理観」と、企業としての責任を明確に定
義し行動していくための「ブラザーグループ 社会的責任に
関する基本原則」に基づいて、従業員の行動基準を定めてい
ます。

コンプライアンス推進体制
ブラザー工業は、不祥事の未然防止や早期対応、再発防止に
努めるため、コンプライアンス委員会の設置や相談通報窓口
（ヘルプライン）を設けています。また、海外を含むグルー
プ各社でも個別に通報窓口を設置して対応しています。ブラ
ザーグループの経営に重要な影響を及ぼすコンプライアンス
上のリスクが発生した、もしくは発生が予見された場合に
は、グループ各社からブラザー工業のコンプライアンス委員
会に適時通知され、対応方針を協議・決定し、グループ一体
となって速やかに対応する体制を築いています。
　さらに、ブラザー工業では、ハラスメント行為への対応と
して「社内ハラスメント相談通報窓口」や、品質に関するコ
ンプライアンス違反を未然に防ぐ、「品質コンプライアンス
相談通報窓口」も設置しています。

2020年度 2021年度

コンプライアンス相談通報窓口での取り扱い件数 117件 90件

（内訳：ブラザー工業） 9件 11件

（内訳：国内グループ会社） 61件 56件

（内訳：海外グループ会社） 47件 23件

コンプライアンス相談通報窓口 グローバルポリシー

ブラザーグループ コンプライアンス相談通報窓口
グローバルポリシー
ブラザーグループでは、グループ各社の会社内部で相談通報
を受け付け、処理する仕組みを整備することによって、会社
内での自浄作用を高めると共に、会社外部への通報による風
評リスク等を減少させることを目的として、コンプライアン
スに係る相談通報を受け付ける窓口を設置、コンプライアン
ス相談通報窓口運用基準のブラザーグループ規程を制定し、
これを運用しています。
　また、ブラザーグループ全体のコンプライアンスに関わる
統制を実施する目的で、グループ各社の相談通報案件をブラ
ザー工業コンプライアンス委員会事務局に定期的に報告する
ことにより、情報の一元化を図っています。特に、グループ
経営に重大な影響を及ぼすおそれのある相談通報案件につき
ましては、グループ各社で通報を受け取り、1次調査を開始
した時点で、ブラザー工業コンプライアンス委員会事務局に
報告し、完了時もまた報告することとしています。
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コンプライアンス推進体制

指導

報告指示

相談 指導相談指導相談

各グループ会社従業員 従業員（派遣社員等を含む）

経営層（社長）

コンプライアンス委員会

コンプライアンス
相談通報窓口

事務局

グループ会社の
相談通報窓口

各グループ会社

委員長を選任 報告

各事業、各部門の担当者
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腐敗防止 グローバルポリシー

グループ従業員の意識向上に対する取り組み
コンプライアンス　ハンドブック・カード
従業員のコンプライアンス・倫理意識の向上を目的に「コン
プライアンス ハンドブック」（以下、ハンドブック）を発
行し、ブラザー工業と国内グループ会社の従業員に配布して
います。
　ハンドブックは、コンプライアンス行動基準や事例集に加
え、クイズ形式で学習するページがあり、従業員が自ら考え
て学ぶことができる内容になっています。
　また、日々の行動で迷うようなことが起きた場合に、自ら
の行動をチェックできる「コンプライアンス カード」を、
国内外グループ会社の従業員に配布しています。このカード
には、コンプライアンス相談通報窓口の連絡先も記載されて
います。

コンプライアンス教育
国内では、従業員を対象に各種集合研修（新入社員研修、定
期開催の基礎研修、海外赴任前研修など）や、e-ラーニング
システムによるオンライン研修を実施しています。また、海
外では、中国、ベトナム、フィリピンなど生産拠点の教育状
況について確認を行い、その結果に基づき教育活動の強化を
図っています。
　ほかにも、近年の法規制の動向を踏まえ、各国の贈収賄防
止法や独占禁止法などのコンプライアンス順守のために、法
令の調査やグループ各社への教育啓発に努めています。

ブラザーグループ腐敗防止 グローバルポリシー
ブラザーグループでは、グループの行動規範として、活動す
る国や地域における関連法規、法令を順守することを掲げて
います。
　贈収賄・汚職行為は､公正な商取引を阻害する行為として､
ブラザーグループが事業を展開する多くの国において規制さ
れています。ブラザーグループでは､これまでも「ブラザー
グループ社会的責任に関する基本原則」を通じて､賄賂や過
剰または不適切な便宜を供与したり､受けたりしないことを
表明してきましたが､近年､贈収賄・汚職行為の防止に関する
各国の法規制が強化されている状況に鑑み､腐敗防止に向け
た取り組みをさらに推進するため､「ブラザーグループ腐敗
防止 グローバルポリシー」を制定しています。
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腐敗防止の取り組み
ブラザーグループでは、「ブラザーグループ 社会的責任に
関する基本原則」および「ブラザーグループ腐敗防止 グ

ローバルポリシー」において、事業を展開するすべての国
や地域で汚職や贈収賄などの腐敗行為を禁止し、これらのポ
リシーは、ブラザー工業の外部向けウェブサイトおよびブラ
ザーグループのイントラネットへの掲載などを通じて、ブラ
ザーグループの全従業員に対して周知徹底しています。
　日本においては、国内グループ会社の全従業員に対する贈
賄および接待に関する具体的な事例を掲載したハンドブック
の配布、ブラザー工業および一部の国内グループ会社での新
人・中途社員研修や海外赴任前研修をはじめとするコンプラ
イアンス教育などにより、腐敗リスクの未然防止に取り組ん
でいます。
　加えて、ブラザー工業は、コンプライアンス意識の向上を
図るため、域内のグループ会社において経営層および職員向
けに贈収賄に関するオンライン研修を実施しています。
　なお、2018年度から2021年度まで、日本において、腐
敗行為による従業員の解雇はなく、腐敗に関する罰金や罰則
などは0円でした。また、ブラザー工業において、政治献金
の支出は0円でした。
　アジアにおいては、2020年度に、域内の販売拠点向けに
贈収賄に関するチェックリストを導入しました。このチェッ
クリストは、販売拠点が販売店、コンサルタントなど第三者
と取引を行う際、贈収賄に該当する可能性のあるさまざまな
危険信号（利益相反、異常な支払い、不適切な販売リベート
など）の確認に役立ちます。ブラザー工業は、域内の販売拠
点と協働し、チェックリストを活用して、第三者（特に、政
府機関および職員）との取引に関する定期的な確認とモニタ
リングを実施しています。
　また2021年度から、主要な契約書に贈収賄禁止条項を入
れることで、贈収賄禁止の徹底を図っています。
　さらに、ブラザー工業は、域内のグループ会社において経
営層および職員向けに贈収賄に関するオンライン研修を実施
しています。
　米州において、米州の統括拠点は、南北アメリカの従業員
に対して、贈収賄に該当する可能性のある危険信号の例など
を示した腐敗防止に関するオンライン研修を行っています。
また、米州統括拠点は、米国外の新規の取引先、請負業者な
どの第三者と締結する契約書に腐敗防止条項を入れること
で、自社の腐敗防止ポリシーを強く打ち出しています。さら
に、米州統括拠点との購入・販売に関係する取引先や、統括
拠点の代理として活動する米国外の取引先などに対して、腐
敗防止に関するスクリーニングを実施しています。
　欧州においては、欧州の統括拠点を中心に、オンラインな
どで定期的な従業員への教育を実施するとともに、第三者と
締結する主要な契約書に贈収賄禁止条項を入れることで、贈
収賄禁止の徹底を図っています。
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コンプライアンス
サステナビリティへの取り組み
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