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「内部統制システム構築の基本方針」一部変更の件 

 

当社は、取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」の一部変更について、下記の

とおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、変更箇所に下線を付しております。  

記 

 
日清食品ホールディングス株式会社（以下「当社」という。）は、取締役の職務の執行が、法令及 

び「定款」に適合することを確保するための体制並びにその他業務の適正を確保するために必要な 

体制（内部統制システムの基本方針）を以下のとおり整備しています。この基本方針は、当初 

2006 年 5 月 10 日の取締役会において決議し、本年 4 月 1 日に一部変更をし、その結果を事業 

報告において開示致しました。 

さらに、2008 年 10 月 1 日付で持株会社制に移行し、商号を日清食品ホールディングス株式会 

社へ変更し、また、会社組織名称においても変更が生じることから、所要の変更を取締役会におい 

て行ったものです。                                                                                                           

なお、当社取締役会は、この内部統制システムの基本方針については、適宜見直しを行って、 

継続的な改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることにしております。 

   

1. 業務運営の基本方針 

 当社及び当社の子会社（以下「子会社」という。）の全ての役員及び従業員は、「日清食品 

グループ倫理規程」及び「日清食品グループコンプライアンス規程」のもとに、企業の社会的 

責任を深く自覚し、日常の業務遂行において、関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動 

を実践するよう努めることとする。 

   

 （基本理念） 

 (1) 私たちの仕事の目的は、顧客満足を第一とし、人々の生活に喜びをもたらす製品及び 

サービスを提供することである。 

 (2) 私たちは、企業の社会的責任を自覚し、法令及び公正な商習慣に則り、かつ透明な 

企業活動を推進するように努める。 

 (3) 私たちは、企業市民としての自覚を持ち、高潔な倫理観を養い、社会的良識に従って 

行動する。 

 



 

 （行動規範） 

 (1) 株主、顧客、取引先等すべての利害関係者と公平・公正で透明な関係を維持する。 

 (2) すべての人の基本的人権を尊重し、個人の尊厳を傷つける行為は行わない。また、 

国籍・民族・宗教・性別・年齢・社会的身分・障害の有無等により、人を差別しない。 

 (3) 人々の健康と安全を優先した製品及びサービスの創造開発に努める。 

 (4) 製品及びサービスは消費者の身体・財産を傷つけるものであってはならず、その品質 

に起因する問題には、誠実・迅速に対応して解決を図る。 

 (5) 業務上において営利を追求するあまり、社会的良識とかけ離れた判断・行動をとって 

はならない。 

 (6) 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体とは、一切の関係を遮断 

する。 

 (7) 企業情報の開示に努め、また、「日清食品グループインサイダー取引管理規程」に従い、 

インサイダー取引となる行為、未公表の情報を利用した第三者への利益提供・便宜供 

与は行わない。 

 (8) 企業秘密に属する情報は、厳重に管理し、在職中及び退職後を問わず、社外へ開示・ 

漏洩してはならない。 

 (9) 知的財産権の維持・確保に努め、同時に他者の知的財産権を尊重し、故意に侵害又は 

不正使用を行わないことはもちろん、不注意により他者の知的財産権を侵害しないよう 

に努める。 

 (10) 取引上の優越的立場を利用し、取引先に不当な不利益を及ぼしてはならない。 

 (11) 職務上の立場を利用して、取引先から個人的な利益・便宜の供与を受けてはならない。 

 (12) 事業活動が地球環境に悪い影響を及ぼさないよう最大限の注意を払う。 

 (13) 地域社会と密接な連携・協調を図り、積極的な地域貢献に取組む。 

 (14) ここに記されない問題が発生した場合には、すべて「日清食品グループ倫理規程」の基 

本理念に従って判断・行動しなければならない。 

   

2. 取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

 (1) 当社は、役員及び従業員が「日清食品グループ倫理規程」及び「日清食品グループコン 

プライアンス規程」を遵守し、法令、「定款」等に違反しないよう業務の運営を行っている。 

 (2) 当社は、代表取締役専務・ＣＯＯを委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、役員 

及び従業員が法令、「定款」、諸規程等を遵守するように努めている。 

 (3) 法令、「定款」等に違反する危険性を回避するために、当社及び子会社の各部署は、業務 

遂行にあたり必要に応じて弁護士等外部の専門家に相談することにしている。 

 (4) 代表取締役社長・ＣＥＯ直轄の内部監査室は、本社、支店等の事業所、子会社等を定期 

的に監査し、法令、「定款」、諸規程等が遵守されていることを確認している。 

 (5) 当社は、法令、「定款」、諸規程等に違反する行為が行われ、又は行われようとしている 

場合の報告体制として、「日清食品グループ内部通報規程」により、すべての役員及び 

従業員に周知徹底を図っている。       

  当社は、当該通報を行った者に対して、解雇その他のいかなる不利益な取扱いをも行わ 

ないことにしている。 

 (6) 監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査基準」等に基づき取締役の職務執行の適正 

性を監査する体制をとっている。 

 (7) 当社は、適正な人員を配置して、財務報告の信頼性を確保するための内部統制システム 

の構築及び運用を整備・推進している。 



 

   

3. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか、決裁書等取締役の職務 

の執行に係る重要な情報を文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び文書規程に基づき適 

切に保存及び管理を行い、必要に応じて保存・管理の状況の検証、取締役・監査役からの 

閲覧要請への対応、規程の適宜の見直し等を行っている。 

   

4. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

 (1) 当社は、代表取締役専務・ＣＯＯを委員長とする「総合リスク対策委員会」を設置し、当社 

及び子会社に係る種々のリスクの予防・発見・管理及び対応を行っている。 

 (2) 当社は、常に食品の安全・安心を確保することが最も重要な課題であるとの認識のもと、 

「食品安全監査基準」を制定し、食品安全研究所が主体となって、原材料から製品に至る 

まで、その安全性を調査、検証する体制を構築している。 

 (3) 当社は、環境・安全リスクに対応する組織として「環境委員会」を設置し、製品のクレーム 

や環境面等における重大事故が発生したときは、マニュアルに従って直ちに対応し、事態 

の収拾、解決にあたることになっている。 

 (4) 「環境委員会」は、必要に応じて「重大事故対応マニュアル」、「産業廃棄物処理マニュア 

ル」等各種マニュアルを見直し、定期的に運用状況の確認を行っている。 

   

5. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

 (1) 当社は、取締役及び監査役で構成する「定時取締役会」を毎月 1 回、必要に応じて適宜 

「臨時取締役会」を開催し、法令、「定款」及び「取締役会規程」に従い重要事項について審 

議・決定を行い、また取締役の業務執行状況の報告を受け、その監督等を行っている。 

  なお、取締役 15 名の内 2 名は社外取締役であり、監査役 4 名の内 2 名が社外監査役と 

なっており、取締役の業務執行の監督機能を果たしている。 

 (2) 当社は、経営効率の向上を図るため、常勤取締役及び常勤監査役で構成する「経営会議」 

を毎月 2 回開催して取締役会で決議される事項の審議等を行い、また「決裁規程」により 

取締役会から権限委譲を受けた事項についての審議・決定を行っている。 

 (3) 当社は、常勤取締役、常勤監査役及び執行役員で構成する「執行役員会」を毎月１回開催 

し、代表取締役社長・ ＣＥＯからの指示・示達を受け、また執行役員から代表取締役社長・ 

ＣＥＯに報告・協議を行うことにより、代表取締役社長・ＣＥＯが執行役員の業務執行を監督 

している。 

 (4) 当社は、常勤取締役及び子会社代表取締役社長で構成する「グループ会社戦略プレゼン」 

を毎月 2 回開催し、子会社代表取締役社長から事業会社の戦略（製品、財務、人材、事業 

等）の報告、提案と確認を行い、子会社の業務執行状況を監督している。 

 (5) 当社は、常勤取締役、執行役員、子会社代表取締役社長及び海外 4 代表で構成する「グル 

ープ社長会」を毎月 1 回開催し、事業会社の情報共有、グループ全体の方向性の確認等を 

行い、グループ全体の連携強化に努めている。 

 (6) 当社は、「取締役会」及び「経営会議」の諮問機関として、常勤取締役のうちのチーフオフｨ 

サーで構成する「経営戦略委員会」を毎月 1 回開催し、グループ戦略の検討等を行ってい 

る。 

 (7) 当社は、「取締役会」及び「経営会議」の諮問機関として、常勤取締役、常勤監査役、執行役 

員、部長等で構成する「投融資委員会」を毎月 1 回開催し、重要投融資案件等の事前審査・ 

検討を行っている。 



 

 (8) 当社は、「取締役会」及び「経営会議」の諮問機関として、常勤取締役のうちチーフオフｲ 

サー5 名で構成する「人事委員会」を不定期に開催し、グループ人事戦略の遂行、検討 

を行っている。 

 (9) 前各号以外に、当社は、マーケティング、生産及び資材の各担当取締役及び各部門の 

責任者でそれぞれ構成する「マーケティング戦略委員会」、「生産戦略委員会」及び 

「資材戦略委員会」を毎月又は隔月に 1 回開催し、グループ間における「マーケティング」、 

「生産」及び「資材」に係る情報の共有を図っている。 

 (10) 当社は、取締役及び従業員の適正かつ効率的な職務の執行を確保するため、「職務権 

限規程」、「職務分掌規程」等の社内規程を既に整備し、各役職者の権限及び責任の明 

確化を図っている。 

 (11) 取締役については、その経営責任を明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できるよう 

に、任期を１年としている。 

 

6. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

 (1) 「日清食品グループ倫理規程」及び「日清食品グループコンプライアンス規程」を当社及 

び子会社における業務運営の倫理上及び業務上の指針としている。 

 (2) 国内外の子会社の事業遂行内容については、当社担当部門が窓口となり定期的な報告 

を受け、また重要案件については、決裁規程に基づき社内の決裁権限者の承認を、又は 

子会社で、その権限を超える場合は当社取締役会等の承認を得ることになっている。 

 (3) 監査役及び内部監査室は、子会社の運営が法令、「定款」等に違反していないか確認す 

るために定期的に往査も含めた監査を行っている。 

   

7. 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する 

事項 

 当社はかねてから監査役会に直属する監査役室を設置し、監査役の職務を補助すべき者とし 

て、専任の従業員を 3 名配置しており、現状、十分な体制にある旨監査役会から意見表明を受 

けている。 

   

8. 監査役の職務を補助すべき従業員の取締役からの独立性に関する事項 

 (1) 監査役の職務を補助すべき従業員の選任・異動等の人事に関する事項については、事 

前に常勤監査役の同意を得ることとし、その人事考課は常勤監査役が行っている。 

 (2) 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず、監査役 

の指揮命令下で職務を遂行することになっている。 

   

9. 取締役及び従業員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制 

 (1) 取締役は、当社又は子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見し 

たときは、直ちに当該事実を監査役会に報告することになっている。 

 (2) 取締役及び従業員は、「監査役監査基準」の定めるところに従い、法令が定める事項の 

他、財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある事実、決定の内容等を直ちに監 

査役に報告することになっている。 

 (3) 従業員は、監査役に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実等を直接報告 

することができる。 

 

   



 

10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

 (1) 当社では、2 カ月に 1 回、全監査役が出席して、定例監査役会を、更に必要に応じて 

臨時監査役会を開催し、監査所見、監査上の重要課題等について監査役相互で意見 

を交換している。その結果を取締役会において監査役会報告として定期的に報告する 

ことになっており、監査役監査が実効的に行われる体制ができている。 

 (2) 取締役又は従業員は、月次の業績、財務の状況等に関して、取締役会、執行役員会等 

で定期的に報告を行い、各種議事録、決裁書その他業務の執行に関する重要な文書等 

については、常勤監査役への回付及び閲覧を要することになっている。また、監査役か 

ら要請があるときは、十分に説明することになっている。 

 (3) 監査役は、内部監査室及び会計監査人と、原則として 2 カ月に 1 回定例会合を開催し 

情報交換を行うなど、監査役の監査が実効的に行われる体制が既にできている。 

以 上 


