
ブリヂストンは、企業理念に掲げた使命である「最高の品質で社会に貢献」を具現化するため、

コーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、経営の質の向上と意思決定の

透明化を図ることは絶対的に不可欠であると考え、その強化に継続的に取り組んでいます。

その考え方の下、「職務権限規程」によって定められた責任及び権限並びに「方針管理規程」に従って、

公正かつ透明な意思決定及び経営方針の展開や伝達を行うことで、経営執行組織全体の行動を

統治しています。なお、当社は、ガバナンス体制強化の一環として、内部統制のより一層の強化と

執行の更なるスピードアップを共に実現していくため、2016年3月 に指名委員会等設置会社へ

移行しました。引き続き、経営と執行の効率と効果の両面での更なる進化を目指してまいります。 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
内部統制のより一層の強化と執行の更なるスピードアップの実現を図るべく、ガバナンス体制の整備を継続的に推進してきました。
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社外取締役の導入

取締役会　諮問委員会の新設
（ガバナンス・指名・報酬）

コンプライアンス委員会新設

指名委員会等設置会社へ移行

SBU組織体制（以降も段階的に整備）

米州事業2トップ体制導入、委員会制度開始

CEO / COO 執行2トップ体制導入

Global EXCO※

グローバル経営執行会議体の整備

鉱山・農機ソリューションカンパニーの創設 

SBU再編：BSCAP 中国 + アジア・大洋州
BSEMEA 欧州 + 中近東アフリカ、トルコ、ロシア

年 経営 基本軸 執行

グローバルCSR体系
「Our Way to Serve」

企業理念

品質宣言

環境宣言

安全宣言

ブリヂストンでは、「ここまでやれば大丈夫」ということは許されず、常に「もっと良いやり方はないのか」と「更に上」
を追求し続けています。これはガバナンスに限ったことではなく、ブリヂストンにおけるすべての活動が、企業理念の使
命である「最高の品質で社会に貢献」するためにはどうすればよいか、ということを重要視していることによります。
例えばブリヂストンは、「コーポレートガバナンス・コード」を、取組みが正しい方向で進んでいることを検証するツールと
して、また、ステークホルダーの皆様へ「コーポレートガバナンス・コードに関するレポート」によって過去1年間の様々な
強化・改善の状況を報告し、対話の機会とするなど、積極的に活用しています。「コーポレートガバナンス・コード」の対応
に消極的な企業もある一方で、ブリヂストンは、「更に上」の実現のための良い機会と捉えているのです。
コーポレート・ガバナンスを経営に浸透させることが困難ということを耳にすることがありますが、ブリヂストンでは、
その目的がしっかり共有されていること、多様性が十分活かされていることから、こうした問題を感じません。
よく独立社外取締役の役割はアクセルやブレーキに例えられますが、ブリヂストンの場合はここが決定的に異なります。
ブリヂストンの取締役は、様々な情報共有会議体や執行役・執行役員とのコミュニケーションの場を通して、同じクルマに
乗る経営のチームメンバーとして常に最新の「地図」を共有しています。激しく変化する環境下、独立社外取締役の多岐
にわたる知識と経験によるナビゲートも得ながら、チーム全員で安全で快適な旅を進めていこうとしているのです。
これもブリヂストンのガバナンスの強みの一つといえるでしょう。

2017年にブリヂストンは「Our Way to Serve」という新しいCSR体系を発表しました。これまで取り組んできた
CSR「22の課題」に代わるものとして構築したものですが、これもやはり「更に上」を求めるための取り組みです。

「22の課題」と大きく異なるのは、これまで「22の課題」全てにおいてダントツ、というプッシュの活動であったものを、
それぞれの部門や地域が課題を見つけ出して、自分たちで解決していく、というプルの考え方にしたことです。
CSRは戦略であり、投資です。どんどん強くしていくべきもの。今ある「Our Way to Serve」も決して今が完成形
ではありません。立派なCSR体系を作りたいのではなく、立派なCSRをやり続ける組織を作りたいのです。
ブリヂストンの今後の課題はグローバル化。一口にグローバル化といっても、時代によってそのニュアンスは異なります。
今必要なグローバルとは何か、ブリヂストンのDNAを示すには、どういう表現がいいのか。各会社や地域を合わせて
一つにしたものがブリヂストンなのか、もっと違う次元でのシナジーがあるのではないか。それは、まだ現時点では
すべてが見えているわけではありません。
一方で、ブリヂストンはお客様の課題や社会の課題に対してソリューションを展開しようとしています。その実現のため
には、ブリヂストンはどういう考えで、そのための組織体はどうすればよいのだろう？ そして、そのために必要なガバナンス
とは何か？ など、これからもブリヂストンは「最高の品質で社会に貢献」するため、終わりなき旅を続けていくでしょう。

「Our Way to Serve」 もまだ発展途上。「更に上」を求めて旅は続く

「最高の品質で社会に貢献」するためのガバナンス
社外取締役インタビュー

プロフィール オーストラリア出身。1982年、ニューサウスウエールズ大学社会学部卒業、1988年、立教大学社会学研究科大学院修了。
経営学博士。特殊法人 日本労働研究機構 専任研究員、麗澤大学 国際経済学部国際経営学科教授を歴任し、200６年、
立教大学経営学部教授に就任。
専門は、経営戦略論とCSR。2001年6月～2008年4月株式会社インテグレックス 経営諮問委員、2004年5月～2006年
5月まで株式会社イトーヨーカ堂 社外取締役、2004年6月～損保ジャパン日本興亜ホールディングス株式会社(現SOMPO
ホールディングス株式会社)社外取締役(現任)、2005年9月から株式会社セブン＆アイ・ホールディングス社外取締役（現任）、 
2006年3月～株式会社ニッセン・ホールディングス 社外監査役、2011年3月～株式会社ブリヂストン 社外取締役。
経営管理・CSRの見地から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っている。

デイヴィス・スコット

株式会社ブリヂストン
社外取締役

Scott Trevor Davis

コーポレート・ガバナンスの変遷

「更に上」を求めて
  変わり続けていけるのが
  ブリヂストンの
  ガバナンスの強みです。

※Global Executive Committee：グローバル経営執行会議
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コーポレート・ガバナンス体制 取締役会

株 主 総 会

Point 1
取締役会、法定委員会、取締役会諮問委員会に
よる適切かつ積極的な職務遂行により、執行役
及び取締役の監督と合わせて、コーポレート・ガバ
ナンスの継続的改善を進めています。

内部統制システム

経営・監督

諮問

答申

業務執行

指名委員会 （社外取締役3名）

監査

監査

会
計
監
査
人

執行役員

各部門国内外グループ会社

その他方針管理会議体

経営執行会議 他

執行役員人事・報酬会議

代表執行役 CEO 代表執行役 COO相互チェック

経営監査担当執行役員

経営監査室

監査委員会 （社外取締役5名＋社内取締役２名）

監督

経営・戦略全般 オペレーション全般

株主総会に提出する取締役の
選・解任議案を決定

取締役・執行役の
職務執行を監査

執行役 7名

Global EXCO
グローバルでの
経営執行会議体

11名（国籍4か国）

取締役会 12名 （社外取締役8名を含む） 取締役会諮問委員会
（各々社外取締役 8名全員）

ガバナンス委員会

コンプライアンス委員会

Point 2
代表執行役 CEO（以下CEO）及び代表執行役
COO（以下COO）それぞれの役割と権限の分
離・明確化や情報共有の促進、経営執行会議体
及びその他方針管理会議体における活発な審
議を通して、意思決定プロセスにおける透明性
の向上を図ることにより、ガバナンス体制の一
層の強化を図っています。

社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSRに
関する豊富な見識を有している。

金融システム及び金融行政に関する豊富な研究経験を有している。

国内外の法律事務所において弁護士としての豊富な実務経験、法科大学
院教育で会社法を担当するなどの専門性を有している。

金融市場・金融システムに関する豊富な知識や企業経営及びリスク管理に
関する高い見識を有している。

産業技術分野に関する幅広い見識、経済産業省における産業政策など
の豊富な行政経験を有している。

金融業界やエンターテインメントビジネス業界での豊富な企業経営経験
を有しており、その高い見識に基づく顧客視点からの価値創造・ビジネス構築
への提言によって、取締役会の適正な意思決定への貢献が期待できる。

弁護士としての高い専門性を有すると共に、他会社・各種法人の社外監査役
や監事としての豊富な経験と高い見識により、取締役会の適正な意思決定
への貢献が期待できる。

公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有する
と共に、大学・大学院教育で会計や監査を担当、公認会計士試験委員を
務めるなどの専門性を有している。

国際渉外、人事・広報、内部統制推進に携わる等、豊富な業務経験を有し、
2012年に代表取締役CEO就任後は、コーポレートガバナンスの強化を
含む経営改革を強力に推し進めている。

生産技術、工場運営、販売に携わる等、豊富な業務経験を有し、2012年に
代表取締役COO就任後は、タイヤ事業および多角化事業の拡充を含む
経営改革を強力に推し進めている。

製造、生産技術、海外事業に携わる等、豊富な業務経験を有し、2017年以降、
取締役として取締役会の適正な意思決定に携わると共に、当社グループの
監査全般を担い、監査委員として監査体制の強化を推進している。

財務、多角化事業、経営監査、海外事業に携わる等、豊富な業務経験を有し、
2016年以降は取締役として取締役会の適正な意思決定に携わると共に、当社
グループの監査全般を担い、監査委員として監査体制の強化を推進している。

女性取締役

2名

外国人取締役

1名

12名

取締役
社内取締役 4名 社外取締役 8名

代表執行役

報酬委員会 （社外取締役3名）

取締役・執行役の
報酬を決定

代表執行役 外国人執行役

代表執行役

社内取締役 社外取締役

コーポレート・ガバナンス体制図 取締役数（2018年3月23日現在）

取締役の選任理由と所属委員会

ブリヂストンは、企業統治の透明性をより高めるため、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会及び
コンプライアンス委員会を設置しています。これらの取締役会諮問委員会においては、ガバナンス体制及び
関連事項並びに今後のコンプライアンス活動全般を審議対象とし、取締役会に答申することとしています。
これらの取締役会諮問委員会は、各々社外取締役全員を委員として構成されており、オブザーバーとして
社内取締役の監査委員1名以上が参加することとしています。

ブリヂストンでは、業務執行に当たり、2013年から設置しているグループ・グローバルでの経営執行会議体
と位置づけるGlobal Executive Committee（以下Global EXCO）及び経営執行会議並びにその他
方針管理会議体において、社則に定める特定の事項及びその他重要な事項について審議及び報告を実施
しています。Global EXCO及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体は、CEO及びCOOを含む
執行役並びに主要な専任執行役員を構成メンバーとしています。

取締役会諮問
委員会

経営執行会議

（2018年3月23日現在）

コーポレート・ガバナンス

 − 60 −ブリヂストングループ



コーポレート・ガバナンス体制 取締役会

株 主 総 会

Point 1
取締役会、法定委員会、取締役会諮問委員会に
よる適切かつ積極的な職務遂行により、執行役
及び取締役の監督と合わせて、コーポレート・ガバ
ナンスの継続的改善を進めています。

内部統制システム

経営・監督

諮問

答申

業務執行

指名委員会 （社外取締役3名）

監査

監査

会
計
監
査
人

執行役員

各部門国内外グループ会社

その他方針管理会議体

経営執行会議 他

執行役員人事・報酬会議

代表執行役 CEO 代表執行役 COO相互チェック

経営監査担当執行役員

経営監査室

監査委員会 （社外取締役5名＋社内取締役２名）

監督

経営・戦略全般 オペレーション全般

株主総会に提出する取締役の
選・解任議案を決定

取締役・執行役の
職務執行を監査

執行役 7名

Global EXCO
グローバルでの
経営執行会議体

11名（国籍4か国）

取締役会 12名 （社外取締役8名を含む） 取締役会諮問委員会
（各々社外取締役 8名全員）

ガバナンス委員会

コンプライアンス委員会

Point 2
代表執行役 CEO（以下CEO）及び代表執行役
COO（以下COO）それぞれの役割と権限の分
離・明確化や情報共有の促進、経営執行会議体
及びその他方針管理会議体における活発な審
議を通して、意思決定プロセスにおける透明性
の向上を図ることにより、ガバナンス体制の一
層の強化を図っています。

氏名 選任理由

津谷　正明

西海　和久

財津　成美

戸上　賢一

Scott Trevor Davis

翁　　百合

増田　健一

山本　謙三

照井　惠光

佐々　誠一

柴　洋二郎

鈴木　洋子

(デイヴィス・スコット)
社会学・国際経営学に関する高い学術知識や国内外におけるCSRに
関する豊富な見識を有している。

金融システム及び金融行政に関する豊富な研究経験を有している。

国内外の法律事務所において弁護士としての豊富な実務経験、法科大学
院教育で会社法を担当するなどの専門性を有している。

金融市場・金融システムに関する豊富な知識や企業経営及びリスク管理に
関する高い見識を有している。

産業技術分野に関する幅広い見識、経済産業省における産業政策など
の豊富な行政経験を有している。

金融業界やエンターテインメントビジネス業界での豊富な企業経営経験
を有しており、その高い見識に基づく顧客視点からの価値創造・ビジネス構築
への提言によって、取締役会の適正な意思決定への貢献が期待できる。

弁護士としての高い専門性を有すると共に、他会社・各種法人の社外監査役
や監事としての豊富な経験と高い見識により、取締役会の適正な意思決定
への貢献が期待できる。

公認会計士として会計監査やコンサルティングの豊富な実務経験を有する
と共に、大学・大学院教育で会計や監査を担当、公認会計士試験委員を
務めるなどの専門性を有している。

国際渉外、人事・広報、内部統制推進に携わる等、豊富な業務経験を有し、
2012年に代表取締役CEO就任後は、コーポレートガバナンスの強化を
含む経営改革を強力に推し進めている。

生産技術、工場運営、販売に携わる等、豊富な業務経験を有し、2012年に
代表取締役COO就任後は、タイヤ事業および多角化事業の拡充を含む
経営改革を強力に推し進めている。

製造、生産技術、海外事業に携わる等、豊富な業務経験を有し、2017年以降、
取締役として取締役会の適正な意思決定に携わると共に、当社グループの
監査全般を担い、監査委員として監査体制の強化を推進している。

財務、多角化事業、経営監査、海外事業に携わる等、豊富な業務経験を有し、
2016年以降は取締役として取締役会の適正な意思決定に携わると共に、当社
グループの監査全般を担い、監査委員として監査体制の強化を推進している。

指名
委員会

－

－

－

－

◯

◯

◯

－

－

－

－

－

監査
委員会

－

－

◯

◯

－

－

－

◯

◯

◯

◯

◯

報酬
委員会

－

－

－

－

◯

◯

◯

－

－

－

－

－

社外

社外

社外

社外

社外

社外

社外

社外

女性取締役

2名

外国人取締役

1名

12名

取締役
社内取締役 4名 社外取締役 8名

代表執行役

報酬委員会 （社外取締役3名）

取締役・執行役の
報酬を決定

代表執行役 外国人執行役

代表執行役

社内取締役 社外取締役

コーポレート・ガバナンス体制図 取締役数（2018年3月23日現在）

取締役の選任理由と所属委員会

ブリヂストンは、企業統治の透明性をより高めるため、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会及び
コンプライアンス委員会を設置しています。これらの取締役会諮問委員会においては、ガバナンス体制及び
関連事項並びに今後のコンプライアンス活動全般を審議対象とし、取締役会に答申することとしています。
これらの取締役会諮問委員会は、各々社外取締役全員を委員として構成されており、オブザーバーとして
社内取締役の監査委員1名以上が参加することとしています。

ブリヂストンでは、業務執行に当たり、2013年から設置しているグループ・グローバルでの経営執行会議体
と位置づけるGlobal Executive Committee（以下Global EXCO）及び経営執行会議並びにその他
方針管理会議体において、社則に定める特定の事項及びその他重要な事項について審議及び報告を実施
しています。Global EXCO及び経営執行会議並びにその他方針管理会議体は、CEO及びCOOを含む
執行役並びに主要な専任執行役員を構成メンバーとしています。

取締役会諮問
委員会

経営執行会議

（2018年3月23日現在）

コーポレート・ガバナンス
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取締役および執行役の報酬  （2017年1月～12月）

ブリヂストンは、監査委員会と、経営監査室及び会計監査人が連携して監査を実施しています。
監査委員会における監査については、監査委員会で定めた監査方針の下、経営監査室等と連携の上、グローバ
ル経営執行会議（Global EXCO)及び経営執行会議等の重要な会議への出席、業績状況の聴取、重要な決裁書
類の閲覧、事業所への往査等、執行役及び取締役の職務執行の監査を行っています。また、代表執行役との意見
交換会、国内主要グループ会社の監査役等との連絡会を実施しています。さらに、監査委員会の職務を補助する
ために、監査担当専任の執行役員を配置し、その指揮下に、監査委員会の監査を補助する専任部署を設置して
います。当該監査担当専任の執行役員の選任・交代については、監査委員会の同意を経て決定しています。
内部監査については、経営監査室及び各事業部門・主要グループ会社に置かれた内部監査担当部署が、ブリヂス
トン及びグループ会社に対し会計及び業務に関する内部監査を実施しています。このうち、経営監査室は、年次
監査計画を立案し、各機能・事業部門及び内外グループ会社への往査等の監査を実施しています。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツが、監査委員会と連携し、適正に監査を実施しています。
なお、監査委員会、経営監査室及び会計監査人のそれぞれの間で必要の都度情報交換、意見交換などを行い、
連絡を密にすることで、監査の効率と有効性の更なる向上を目指していきます。

当社は、内部統制のより一層の強化と執行の更なるスピードアップの実現を図るべく、従来からガバナンスの
状況を振り返りながら、ガバナンス体制の整備を継続的に推進してきました（2010年社外取締役の導入、
2012年CEO・COOの執行2トップ体制への移行、2013年・2014年取締役会諮問委員会の設置、
2014年グローバル経営執行会議体の整備、2016年指名委員会等設置会社への移行等）。こうした従来の
取り組みを受けて、取締役会の実効性評価にあたっては、取締役会のみならず、法定委員会（指名・監査・報
酬）及び諮問委員会（ガバナンス・コンプライアンス）も含めて機能していることがガバナンス強化の前提で
あるとの認識の下、取締役会機能全体（取締役会・法定委員会・諮問委員会）を評価の対象とし、取締役会の
審議実績や各取締役の自己評価も踏まえて、実施しています。
評価にあたっては、各委員会・取締役会の実効性について、各委員・取締役が自己評価を行った後、取締役会
において、取締役会機能全体についての評価を実施しました。

当該評価の結果、取締役会の審議に向けての執行部門からのタイムリーな報告や取締役同士の意見交換の
充実、取締役会における独立社外取締役の多様な視点を活かした活発な審議、及び、法定・諮問委員会に
おけるグローバルを意識した仕組みづくりの推進等により、透明性を確保した意思決定がなされ、取締役会
の監督機能が発揮されていることを確認しております。

また、取締役会は、2018年2月に取締役会権限の再整理を実施し、経営戦略に関わる議論により一層フォーカス
しております。今後も取締役会は、当社の更なる発展に向け、ガバナンス強化と取締役会機能全体の継続的
改善に向けて取り組んでいきます。

ブリヂストンは、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則として2015年に東京証券取引所
の上場規程に加えられたコーポレートガバナンス・コード全原則への対応状況の検証を行い、東京証券取引所に

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出するとともに、別途「コーポレートガバナンス・コードに関する
レポート」としてまとめ、ブリヂストンのWEBサイト上で日本語版と英語版を公開しています。
本レポートでは、ブリヂストンの取り組み状況をご紹介することにより、ステークホルダーの皆様にブリヂストン
のコーポレート・ガバナンスをより一層ご理解いただくことを目指しています。

ブリヂストンは、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）について、取締役会が整備方針を決議
するとともに、これに従った整備を代表執行役に委任し、整備及び運用状況について報告を受け、その遂行を
監督することを通して、更なる整備を進めています。

取締役の報酬制度（執行を兼務する取締役の場合）

ブリヂストンは、役員報酬を決定するにあたり、(1)優秀人材の確保と啓発、(2)競争力のある水準、(3)事業戦
略遂行の動機付け、(4)株主価値増大への動機付け、の4点を「報酬の原則」とし、グローバルに事業を展開する国
内の主要企業の報酬水準等を考慮の上、取締役、執行役それぞれの役割・責任に応じて、当社業績、事業規模
等に見合った報酬額を設定しております。

年度毎の全社業績の達成度に連動する全社業績
賞与及び業績連動型株式報酬（PSU）で構成。

職務の遂行に対する基本報酬、取締役の役割・
責任に応じた取締役加算及び執行役の役割・責任
に応じた執行役加算で構成。

固定報酬

変動報酬等業績連動

固　定

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2018_Corporate_Governance_Code.pdf詳しくはWebへ

うち、社外取締役

109百万円

201
百万円

12名取締役

685
百万円

9名執行役

監査体制 取締役会の実効性評価

内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況

コーポレートガバナンス・コードに関するレポート

取締役および執行役の報酬

（注）  上記には、当期中に退任した取締役1名及び執行役4名を含んでいます。

コーポレート・ガバナンス

 − 62 −ブリヂストングループ



取締役および執行役の報酬  （2017年1月～12月）

ブリヂストンは、監査委員会と、経営監査室及び会計監査人が連携して監査を実施しています。
監査委員会における監査については、監査委員会で定めた監査方針の下、経営監査室等と連携の上、グローバ
ル経営執行会議（Global EXCO)及び経営執行会議等の重要な会議への出席、業績状況の聴取、重要な決裁書
類の閲覧、事業所への往査等、執行役及び取締役の職務執行の監査を行っています。また、代表執行役との意見
交換会、国内主要グループ会社の監査役等との連絡会を実施しています。さらに、監査委員会の職務を補助する
ために、監査担当専任の執行役員を配置し、その指揮下に、監査委員会の監査を補助する専任部署を設置して
います。当該監査担当専任の執行役員の選任・交代については、監査委員会の同意を経て決定しています。
内部監査については、経営監査室及び各事業部門・主要グループ会社に置かれた内部監査担当部署が、ブリヂス
トン及びグループ会社に対し会計及び業務に関する内部監査を実施しています。このうち、経営監査室は、年次
監査計画を立案し、各機能・事業部門及び内外グループ会社への往査等の監査を実施しています。
会計監査については、有限責任監査法人トーマツが、監査委員会と連携し、適正に監査を実施しています。
なお、監査委員会、経営監査室及び会計監査人のそれぞれの間で必要の都度情報交換、意見交換などを行い、
連絡を密にすることで、監査の効率と有効性の更なる向上を目指していきます。

当社は、内部統制のより一層の強化と執行の更なるスピードアップの実現を図るべく、従来からガバナンスの
状況を振り返りながら、ガバナンス体制の整備を継続的に推進してきました（2010年社外取締役の導入、
2012年CEO・COOの執行2トップ体制への移行、2013年・2014年取締役会諮問委員会の設置、
2014年グローバル経営執行会議体の整備、2016年指名委員会等設置会社への移行等）。こうした従来の
取り組みを受けて、取締役会の実効性評価にあたっては、取締役会のみならず、法定委員会（指名・監査・報
酬）及び諮問委員会（ガバナンス・コンプライアンス）も含めて機能していることがガバナンス強化の前提で
あるとの認識の下、取締役会機能全体（取締役会・法定委員会・諮問委員会）を評価の対象とし、取締役会の
審議実績や各取締役の自己評価も踏まえて、実施しています。
評価にあたっては、各委員会・取締役会の実効性について、各委員・取締役が自己評価を行った後、取締役会
において、取締役会機能全体についての評価を実施しました。

当該評価の結果、取締役会の審議に向けての執行部門からのタイムリーな報告や取締役同士の意見交換の
充実、取締役会における独立社外取締役の多様な視点を活かした活発な審議、及び、法定・諮問委員会に
おけるグローバルを意識した仕組みづくりの推進等により、透明性を確保した意思決定がなされ、取締役会
の監督機能が発揮されていることを確認しております。

また、取締役会は、2018年2月に取締役会権限の再整理を実施し、経営戦略に関わる議論により一層フォーカス
しております。今後も取締役会は、当社の更なる発展に向け、ガバナンス強化と取締役会機能全体の継続的
改善に向けて取り組んでいきます。

ブリヂストンは、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に資する主要な原則として2015年に東京証券取引所
の上場規程に加えられたコーポレートガバナンス・コード全原則への対応状況の検証を行い、東京証券取引所に

「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出するとともに、別途「コーポレートガバナンス・コードに関する
レポート」としてまとめ、ブリヂストンのWEBサイト上で日本語版と英語版を公開しています。
本レポートでは、ブリヂストンの取り組み状況をご紹介することにより、ステークホルダーの皆様にブリヂストン
のコーポレート・ガバナンスをより一層ご理解いただくことを目指しています。

ブリヂストンは、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）について、取締役会が整備方針を決議
するとともに、これに従った整備を代表執行役に委任し、整備及び運用状況について報告を受け、その遂行を
監督することを通して、更なる整備を進めています。

取締役の報酬制度（執行を兼務する取締役の場合）

ブリヂストンは、役員報酬を決定するにあたり、(1)優秀人材の確保と啓発、(2)競争力のある水準、(3)事業戦
略遂行の動機付け、(4)株主価値増大への動機付け、の4点を「報酬の原則」とし、グローバルに事業を展開する国
内の主要企業の報酬水準等を考慮の上、取締役、執行役それぞれの役割・責任に応じて、当社業績、事業規模
等に見合った報酬額を設定しております。

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2018_Corporate_Governance_Code.pdf詳しくはWebへ

うち、社外取締役

109百万円

201
百万円

12名取締役

685
百万円

9名執行役

監査体制 取締役会の実効性評価

内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況

コーポレートガバナンス・コードに関するレポート

取締役および執行役の報酬

（注）  上記には、当期中に退任した取締役1名及び執行役4名を含んでいます。

コーポレート・ガバナンス

 − 62 −  − 63 − サステナビリティレポート 2017-2018

https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/governance/pdf/2018_Corporate_Governance_Code.pdf



