
マネジメント体制

三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループの一員として、MCHC

が定めるグループ経営の基本指針を尊重するとともに、同社が定めるグループの経営指針および経営
戦略を共有しています。また内部統制、リスク管理、コンプライアンス（法令および企業倫理の遵守）
など企業の社会的責任を果たすために、MCHCが定めるグループポリシーや規則を遵守し、MCHC

グループの中核事業会社として、企業価値向上のための経営諸施策を積極的に推進しています。

基本方針 基本規程
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三菱ケミカルグループは、三菱ケミカルホールディングスグループのコンプライアンス共通規程であ
る「三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章」などに基づき、コンプライアンスの推進
に取り組んでいます。

三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章

私たちは、「人、社会、そして地球の心地よさがずっと続いていくこと」をKAITEKIと表し、KAITEKI

実現をビジョンに掲げ、企業活動を通じて、環境・社会課題の解決にとどまらず、社会そして地球の持
続可能な発展に貢献することをめざしています。

その目標に向かって、三菱ケミカルホールディングスグループが社会から信頼され、持続的に発展し
ていけるよう、私たちは、MOS（Management of Sustainability）の考え方に基づき、以下のとおり、
企業活動のあらゆる局面において、常に高い倫理観と社会的良識をもって行動します。

■ 自覚・責任
私たちは、企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの基本認識のもと、企業の社会的責任を自覚の
上、それぞれの事業を通じKAITEKI実現に貢献します。

■ 説明責任・透明性
私たちは、企業活動における説明責任の重要性を認識し、企業活動の透明性を保つとともに、適切な
情報開示に努め、外に対しても、内に対しても、常に開かれた姿勢を堅持します。

■ 法令等の遵守と公正・公平・誠実
私たちは、法令や国際規範をいついかなるときも遵守し、顧客、取引先、株主、協力会社、行政機関、地域
社会などに対して、また、従業員相互間においても、常に公正で公平かつ誠実な態度をもって臨みます。

■ ステークホルダーの尊重
私たちは、三菱ケミカルホールディングスグループが、顧客、取引先、株主、協力会社、行政機関、地域
社会、従業員などのステークホルダーから信頼される存在であるために、ステークホルダーを尊重し、
密接なコミュニケーションを行い、それを企業活動に活かします。

■ 人権の尊重
私たちは、すべての人の尊厳と権利を尊重し、人種、性別、宗教など、事由の如何を問わず、不当な差別
を一切行いません。また、私たちは、取引先等に対しても、人の尊厳や権利の侵害及び不当な差別を行
わないことを求めます。

基本規程
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マネジメント体制

■ 雇用・労働
私たちは、一切の強制労働や児童労働を行わず、取引先等に対しても、一切の強制労働や児童労働を行
わないことを求めます。経営に携わる者は、人々の多様性を尊重し、従業員が、安全で心身ともに健康
にその能力を最大限に発揮できる環境を整備し、人を活かす経営を行います。また、組合結成の自由と
団体交渉権を含む従業員の権利を尊重し、密接な対話を通じて、従業員との良好な関係を築きます。

■ 環境・安全
私たちは、環境負荷の低い製品・サービスを提供するとともに、自らの事業においても、環境負荷の低
減及び生態系を含む環境の保護に努めます。また、私たちは、安全は企業存立の基盤をなすものであ
り、安全の確保は企業の社会的責任であるとの認識のもと、企業活動を行います。

■ 公正な事業慣行
私たちは、公正・誠実な態度で企業活動を行い、節度を保ち、賄賂を含むあらゆる形態の腐敗に関与せ
ず、市場での公正な競争を通じ、社会、経済の健全な発展に貢献します。また、私たちは、反社会的勢
力・団体に毅然とした態度で対応し、一切の関係を持ちません。

■ 顧客満足
私たちは、顧客との約束である契約を遵守し、提供する製品・サービスの安全性・品質の確保に全力を
尽くすとともに、顧客との対話や研究開発の推進を通じ、常に顧客の満足を追求していきます。

■ 情報管理
私たちは、企業活動において、法令等に基づき必要とされる記録、報告などを適正に行い、記録を保管す
るとともに、顧客、取引先、自社などの秘密情報が漏洩することのないよう適切な情報管理を行います。

■ 科学・技術
私たちは、国内外の英知を結集して研究開発を強力に推進し、イノベーションを創出することによっ
てKAITEKI実現に貢献します。また、私たちは、他者及び自らの知的財産権の重要性を認識し、これ
を尊重します。

■ コミュニティ貢献
私たちは、事業そのものを通じて広く社会へ貢献するとともに、各国・地域の文化や習慣に対する理
解を深め、良き企業市民として活動し、地域社会からの要請・期待に応えていきます。

■ 規範の共有
三菱ケミカルホールディングスグループにおいて経営に携わる者は、本憲章の精神の実現が自らの責
務であることを認識し、従業員に対し、本憲章の周知徹底を図ります。また、私たちは、取引先等に対し、
人権や雇用・労働に関する規範にとどまらず、本憲章に掲げるすべての規範の共有を働きかけます。

基本規程 コーポレートガバナンス
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三菱ケミカルグループは、経営における意思決定および業務執行の迅速性・効率性の確保、経営責任
の明確化、コンプライアンスの確保およびリスク管理の強化をコーポレートガバナンス上の最重要課
題と位置づけています。
三菱ケミカルグループの基本的なコーポレートガバナンス体制は下図の通りです。また、執行役員制度
の導入により、経営と執行の分離を進めるとともに、取締役会をはじめとする各審議決定機関や各職位
の権限などを社内規則に定め、会社の経営に関する意思決定や執行を適正かつ効率的に行っています。

調査

内部監査

選任・監督監
査
の
補
助

監査

監査

監
査

選任 選任

リスク管理統括
執行責任者

三菱ケミカルグループ

監査役付

会計監査

企業集団の業務の
適正確保

コンプライアンス
推進・確保

連　携

職務執行に関する
情報保管 職務の効率性確保 リスク管理

会計監査
監査役 取締役会

（取締役）

選任
株主総会株主総会

会計監査人

社　長

経営執行会議

執行役員内部監査部門

コンプライアンス
推進統括執行役員

三菱ケミカルグループ　コーポレートガバナンス体制（2020年6月22日現在）

取締役会

取締役会は原則として毎月1回開催し、取締役会規則やその他の関連規則に基づき、経営上の重要事
項およびグループ経営上の基本的事項に関する意思決定を行うとともに、取締役の業務執行について
監督をしています。なお取締役 6名（2020年6月22日現在、うち執行役員兼務者4名）は、経営環境
の変化に迅速に対応できる経営体制を構築し、各取締役の経営責任とその役割の一層の明確化を図る
ため、取締役の任期を1年としています。また取締役は、当社グループの経営理念を実現し、社会的責
任を果たすにふさわしい資質・能力をもった人材を取締役会で候補者として選任のうえ、株主総会で
決議しています。

経営執行会議

経営執行会議は、社長の意思決定を補佐する諮問機関として、三菱ケミカルおよび三菱ケミカルグ
ループの投融資などの重要な業務執行について審議をしています。なお審議事項のうち、経営上の重
要事項については取締役会の決議を経て執行されます。経営執行会議は、原則として毎月2回開催さ
れ、社長、事業部門の部門長、共通機能部門の所管役員、各地域統括会社の社長および経営企画部長で
構成され、取締役および監査役は随時出席できることになっています。

コーポレートガバナンス
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監査役

三菱ケミカルの監査機関としては、監査役があります（2020年6月22日現在4名）。監査役は、取締
役会やその他重要な会議、委員会への出席のほか、取締役などから報告を受け、会社の業務および財
産の状況に関する調査などを行い、取締役の職務の執行を監査しています。また監査役会は設置して
いませんが、監査役相互の連携を図るため、任意の会議体として監査役連絡会を設けており、監査役
は、原則として毎月1回開催される監査役連絡会にて、監査計画などの監査に関する重要な事項につ
いて協議しています。また監査役は、会計監査人および監査部との間で、それぞれの監査の実施状況
や監査結果などについて意見交換を行うなど、相互に緊密な連携を図っています。

各種委員会など

社内にはコンプライアンス推進委員会、リスク管理委員会、情報セキュリティ委員会、環境安全推進
委員会、人権・ダイバーシティ推進委員会などの各種委員会があり、重要事項については、取締役会ま
たは経営執行会議に付議または報告しています。

マネジメント体制

コーポレートガバナンス
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基本方針

三菱ケミカルは、取締役会において決議した「内部統制システム整備の基本方針」に基づいて、三菱ケ
ミカルグループのコンプライアンス、リスク管理、有効性・効率性確保、情報保存管理等の内部統制シ
ステムを整備することにより、業務の適正を確保するとともに、企業価値の向上に努めています。ま
た年に1回、内部統制システムの整備および運用状況について、取締役会にて報告・検証するととも
に、必要に応じシステムの強化および改善に取り組んでいます。

内部統制システムの整備等の推進

三菱ケミカルは、2017年7月1日に制定された「三菱ケミカルグループ・内部統制システムの整備等
推進規程」に基づき、国内外の三菱ケミカルグループ各社の内部統制基盤となるガバナンス強化と、
業務の適正性を確保し、かつその有効性と効率性を高めるための業務プロセスの整備・運用改善を推
進しています。
2019年度は各地域統括会社と連携のうえ、グループ会社のガバナンス、業務プロセスの統制強化の
支援を実施し内部統制強化を推進しました。引き続き三菱ケミカルグループ各社が、個社の内部統制
システムの整備状況や運用状況を自律的にチェックし、改善することができるような仕組みづくりに取
り組みます。

内部統制
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指導・要請

取締役会

三菱ケミカルグループ・
コンプライアンス
推進連絡会議

各部門

指導・支援

指揮・監督

出席

指導

必要に応じ設置

主宰提言

選任報告

主宰

報告

報告

指揮・監督

指揮・監督

指揮・監督

報告 報告

報告

報告

部門推進
責任者

推進
リーダー

グループ会社
の子会社

推進
担当者

グループ
会社

監査役

コンプライアンス
推進統括執行役員
（CCO）

部会／分科会 など

MCHC
コンプライアンス
推進統括執行役
（グループCCO）

選任・監督
MCHC取締役会

コンプライアンス
推進委員会

委員長：CCO　
事務局：内部統制推進部

三菱ケミカルグループは、コンプライアンスを企業活動における最重要課題の一つとして位置づけ、
コンプライアンスに関する基本規程、推進体制、啓発・教育プログラム、監査・モニタリング体制、相
談・報告制度などから構成される「コンプライアンス推進プログラム」を策定し、それに基づき適切・
的確な運用管理に努めています。

コンプライアンス推進体制・CCO

三菱ケミカルグループは、コンプライアンス推進統括執行役員（CCO）を取締役会で選任しています。
CCOは、三菱ケミカル各部門とグループ会社のコンプライアンスに関する指揮・監督権限をもち、コ
ンプライアンス推進委員会を主宰するほか、取締役会や三菱ケミカルホールディングス（MCHC）の
コンプライアンス推進統括執行役（グループCCO）に対してコンプライアンスの状況や重要課題に関
する報告を行います。
コンプライアンス推進委員会は、三菱ケミカルグループのコンプライアンス推進プログラムの整備・
運用に関する基本方針や運用状況、違反事案への対応などの審議を行うとともに、CCOに対して必要
な提言を行っています。
また各部門における日々のコンプライアンスを確保・推進するため、部門ごとに推進責任者、推進
リーダー、推進担当者を設け、連携を図っています。

三菱ケミカルグループ　コンプライアンス推進体制

マネジメント体制

コンプライアンス
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コンプライアンス関連の規程類

コンプライアンス推進体制、ホットライン、コンプライアンス違反事案への対応に関する規則などが
存在し、それに沿って活動しています。

教育・研修・啓発活動の計画

三菱ケミカルは、コンプライアンス意識をさらに浸透させていくために、国内外において種々の教育
研修や啓発活動を継続実施しています。
国内では、2017年度に実施したコンプライアンス推進リーダーおよびコンプライアンス推進担当者
向け研修に続き、2018年度から2か年計画で一部グループ会社を含めた非職位管理職層全体を対象
に、コンプライアンスへの意識をより高めることを目的とした集合研修を開催しました。対象者約
2,700名に及ぶ非職位管理職層は当社におけるコンプライアンスの浸透を図るうえでの重要層と位
置づけており、2年目となる2019年度は、9拠点で21回、1,279名が受講しました。加えて、全構成
員を対象としたe-ラーニングを実施し、従業員一人ひとりへのコンプライアンスの浸透を図ってい
ます。また情報セキュリティなどの重要コンプライアンスリスクに関しては、標的型攻撃メール対応
の模擬訓練などの実施を通して、意識・知識を向上させています。
また海外拠点に関しては、各エリアの地域事情も加味した研修・啓発活動を展開しており、現地での
研修会の開催、e-ラーニングの実施などの取り組みを充実させています。2019年度は、シンガポール、
タイ、インドネシア、インド、ベトナム、フィリピンの三菱ケミカルグループ各社のコンプライアンス
推進責任者および担当者を集めたコンプライアンス推進連絡会議を各国で開催し、合計49名が参加
してコンプライアンスに関する情報共有を図りました。

コンプライアンス
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公正な事業慣行

■ 三菱ケミカルホールディングスグループ グローバル贈賄防止ポリシーの概要
MCHCは、各事業会社およびその役職員による贈賄を防止し、これをもって各国の贈賄防止関連法令
の遵守、腐敗の防止および公正な事業慣行の確立・維持に資することを目的とし「グローバル贈賄防
止ポリシー」を策定しています。
本ポリシーでは、公務員に対する贈賄の禁止、会計記録、遵守体制、罰則などについて定めています。
三菱ケミカルグループにおいても、日本国内の営業従事者全員を対象に、独占禁止法、贈収賄、下請法
等の営業に関わるリスクについて、上司が面談して各人の行動を確認する活動を行っています。

モニタリング・報告制度

■ コンプライアンス・ホットラインの運用
三菱ケミカルグループは、内部統制推進部門または社外の弁護士あるいはホットライン受付サービス
会社を窓口としたコンプライアンスに関わる相談・報告制度「ホットライン・システム」を設置し、そ
の適切な運用と周知に努めています。

■ 海外を含むコンプライアンス意識調査の計画
コンプライアンスの浸透状況を確認するため、従業員意識調査などを活用したモニタリングも実施し
ています。2019年度は国内グループ会社の従業員32,700名（回収率94.4%）から、また在アジアの
グループ会社の従業員4,735名（回収率83.6%）から回答を得ました。調査の結果については詳細に
分析し、各関係先にフィードバックするとともに、発見された課題や問題についてはコンプライアン
ス施策や研修テーマに反映させるなど有効に活用します。

■ コンプライアンス違反事例発生時の対応および処分
万が一、コンプライアンス違反が発生した場合は、部門推進責任者、コンプライアンス所管部門が連
携し、事態の是正など適切な初期対応を実施するとともに、原因究明を行い、再発防止策を講じます。
違反事案を起こした従業員に対しては、所属会社の従業員就業規則や関係規則に従い、懲戒などを含
めた必要な処分を行います。

マネジメント体制

コンプライアンス
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三菱ケミカルグループは、事業や業務の遂行にあたって、当社グループの経営に重大な影響を及ぼす
リスクを的確に認識・評価するとともに、これらのリスクに適切に対処し、ステークホルダーを含む
社会およびグループの経営への影響を最小限にとどめることを行動指針とし、リスク管理に関する基
本規程を定め、リスク管理活動を推進しています。

リスク管理の体制

三菱ケミカルは、社長をグループ全体の「リスク管理統括執行責任者」とし、グループ全体でリスク管
理システムを整備し、その適切かつ円滑な運用に努めています。
事業部門、共通機能部門の所管役員が「部門リスク管理責任者」として、グループ会社を含めた所管部
門のリスク管理システムの整備・運用および指導・監督にあたります。また、リスク管理統括執行責
任者の意思決定を補佐する機関として「リスク管理委員会」を設置し、三菱ケミカルグループにおけ
るリスク管理システムの運用状況を定期的に確認するとともに、同システムの整備・運用に関する重
要事項やリスク管理活動の基本方針および計画に関する事項、重大リスクの管理目標・リスク対策な
どについて審議を行います。
リスク管理システムの運用状況については、内部監査部門が定期的に監査を行い、三菱ケミカルの取締
役会および三菱ケミカルホールディングスのリスク管理統括責任者へ報告を行っています。

リスク管理委員会

三菱ケミカルホールディングス
リスク管理統括責任者

リスク管理委員長
（リスク管理統括執行責任者）

副委員長

事務局

取締役会

部門リスク管理推進者

部門リスク管理責任者 部門リスク管理責任者部門リスク管理責任者

部門リスク管理推進者部門リスク管理推進者

事業部

Gr会社

事業所
事業所

事業所
各部

Gr会社

三菱ケミカルグループ　リスク管理体制

リスク管理
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活動内容

三菱ケミカルの発足以降、各部署が個別に洗い出し対応しているリスクに加え、以下の7項目を全社
で対処すべき「経営指定リスク」として定めて、管理を強化してきました。

（1）保安安全・安定運転
（2）コンプライアンス推進
（3）ガバナンス・グローバル経営
（4）危機管理・事業継続
（5）情報セキュリティ
（6）労働時間管理
（7）気候変動問題

2019年度は、貿易に関する国際レベルの制裁が強化されている昨今の状況に鑑み、8項目目として
「貿易関連リスク」を追加し、最終的にはグループ全体で約5,300件のリスクを洗い出しました。それ
らについては重大性と発生の可能性から優先順位をつけて、リスク低減策の立案や実施などを行って
います。
また、2020年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響によって大きく変化する働き方や事業
のあり方をリスク管理に反映させることにしています。

事業継続計画の取り組み

三菱ケミカルグループは、万が一自然災害や重大事故などが発生した場合でも、お客様やお取引先様
への影響が最小限となるよう事業継続計画（BCP）の策定に取り組んでいます。
具体的には、南海トラフ地震のような広域災害やパンデミックの際にも、従業員とその家族、協力会
社、地域住民などの人命の安全確保に最大限努めます。そのうえで、社会機能維持に必要な重要製品
の供給継続、または、早期供給再開によりお客様への供給責任を果たすための対応マニュアルを整備
しています。
また、首都圏直下型地震によって本社が被災した場合でも、全社的に重要な業務を継続するための代
替本社機能の整備などを実施しています。

マネジメント体制

リスク管理
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基本方針

■ 知的財産の尊重
知的財産の時代といわれて久しいなか、近年では従来の特許や、ノウハウ、商標などだけでなく、ビッ
グデータに代表されるデータの価値も重要な知的財産として認識されてきています。三菱ケミカル
は、これらの知的財産を重要な経営資産として位置づけ、これらを有効に活用することによって企業
価値を高めるべく努めています。かかるなか、三菱ケミカルは、この重要な経営資産を知的財産権と
して法的に保護するとともに、自らが保有する知的財産権を第三者が侵害している場合には適切な措
置を取ることとしています。同時に第三者の有効な知的財産権を尊重し、権利を侵害することがない
ように監視体制を整えるとともに、十分な調査と監視・対策を行っています。

■ 知的財産戦略
三菱ケミカルは、各事業がどのような知的財産環境を実現すべきかという観点から、どのような知的
財産を創出しこれを活用するかを知的財産戦略として策定し、実行しています。
また、三菱ケミカルの事業がますますグローバル化していることに伴って、海外拠点をも含めたグ
ローバル視点での知的財産の創出、活用にも取り組んでいます。
さらには、近年のデジタルトランスフォーメーションの動きのなか、デジタル技術を用いた業務の効
率化・高度化に積極的に取り組んでいます。

■ 知的財産の連携
三菱ケミカルは、グループ全体の知的財産の連携促進に努めています。各社の知的財産の相互利用に
よる事業や研究開発の加速を可能にしています。同時に第三者による知的財産の権利行使に対し、協
働して防御を図っています。

以上の内容を基本方針として、三菱ケミカルは知的財産部門を中心に、事業部門、研究開発部門と連携
して一体的な知的財産活動を進めています。

知的財産教育

三菱ケミカルは、経営資産である知的財産を実際に事業・経営に活かすことを目的として知的財産教
育にも注力しています。OJTによる教育に加え、事業部門や研究開発部門等を対象に、新入社員から
リーダークラスまでの階層に対してさまざまな研修プログラムを設けています。研修で身に付けた知
識・スキルを自らの業務に活かしてもらうことを重視し、法律知識にとどまらない実践的な知的財産
教育を実施しています。

知的財産
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知的財産部門の人材育成・採用

三菱ケミカルは、事業部門や研究開発部門とともに事業に貢献する知的財産活動を推進できる人材、
知的財産の視点から事業・経営に貢献できる人材を知的財産部門のあるべき人材像と考えています。
実務遂行能力、企画・戦略能力、組織運営能力を兼ね備えた人材をめざして、育成に取り組んでいま
す。育成にあたっては、多様な経験が重要との認識のもと、社内制度を用いた海外研修や、社外の各種
研修、さらに必要な場合には知的財産以外の業務経験等を通じて、知的財産に関する専門的スキルや、
ビジネスパーソンとして必要なビジネススキルを身に付けます。
上記のような人材を育成すべく新卒者の知的財産部門への配属も継続的に行っており、また多様な
人材の確保のため、中途（キャリア）採用も積極的に行っています。

研究者行動規範

三菱ケミカルは、研究開発の遂行全般について研究者が社会的模範となる行動を取るために、研究者
行動規範ガイドラインを定めています。
研究者行動規範ガイドラインでは責任のある研究を遂行するために、研究開発におけるテーマの提案
およびその遂行、データの管理、成果の発表、そして、研究者間のコミュニケーションやコンプライア
ンス上の問題が発生した場合の対処などについて定めています。
当社では、三菱ケミカルホールディングス（MCHC）グループのコンプライアンスに関する基本規程
である三菱ケミカルホールディングスグループ企業行動憲章などとともに研究者行動規範につい
て、研究者が常日頃からこれらを踏まえた行動ができるよう、さまざまな機会を利用して教育してい
ます。
それにより、当社に所属する研究者は、高い倫理観をもって誠実かつ謙虚に研究開発を遂行し、自他
の知的財産の尊重によって社会からの信頼・期待に誠実に応え、三菱ケミカルグループおよびMCHC

グループ全体の成長・発展に向けて継続的に貢献していくことに努めています。

マネジメント体制

知的財産
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基本方針

三菱ケミカルグループは、情報資産に対する脅威から情報資産を保護し、万が一、情報セキュリティ
インシデントが発生した場合も、事業への影響を最小限にとどめ、迅速な復旧を行うため「三菱ケミ
カルグループ　情報セキュリティポリシー」を制定し、同ポリシーに沿った情報管理を行っています。
従業員に情報資産の保護の重要性と責任を認識させるとともに、三菱ケミカルグループにおける情報
セキュリティの実効性の維持・向上を図り、情報の漏えいや改ざんなどによる、社会的信用の失墜・事
業の中断などの防止に努めています。

主な活動

同ポリシーに基づき設置した「情報セキュリティ委員会」のもと、三菱ケミカルグループ全体で文書
／データ系・情報システム系・プラント制御系全般について網羅した情報セキュリティの維持・管理
と改善を図っています。
また、高度化するサイバー攻撃などに対して「三菱ケミカルホールディングスグループ　情報システ
ムセキュリティ分科会」を通じて三菱ケミカルホールディングスグループ全体でPDCAサイクルを
回し、情報セキュリティの維持・向上に努めています。

コンピュータネットワーク脅威に対する防御策

三菱ケミカルグループは、技術面および管理面からネットワーク対策を実施しています。技術的な対
策としては、メールフィルターなどの入り口対策や、ネットワーク外部とのアクセスの際の出口対策
を取るとともに、セキュリティシステムの最新技術の導入による対策強化を実施しています。また
管理面での対策として、不審メールへの定期的な注意喚起、訓練などを行っています。

個人情報および顧客・第三者の機密情報の漏えい防止策

「個人情報取扱規則」を定め「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律」およびその関係法令・ガイドラインに加え、2018年5月より施行
されたEU一般データ保護規則（GDPR）の遵守徹底を図っています。
情報漏えい対策の一環として、電磁的記録媒体の管理強化、インターネット接続の制限などを実施し
ています。

社内教育・トレーニングの状況

従業員に対して、情報管理の徹底を図るための啓発や教育を定期的に実施しています。また毎年、
e-ラーニングによる情報セキュリティ研修を実施し、社内教育カリキュラムに情報セキュリティ
教育を組み込んでいます。

情報セキュリティ
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三菱ケミカルは、事業経営から独立した組織である監査部が行う内部監査により、各組織のガバナン
ス、リスクマネジメント、業務プロセスの適切性や効率性などの観点から、三菱ケミカルならびにグ
ループ各社の内部統制の有効性を評価しています。こうして得られた内部監査の結果を、関係各組織
と共有するとともに、緊密に連携して内部統制システムの改善に取り組んでいます。

マネジメント体制

内部監査
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