
その他

食品物流、一般貨物輸送やシャーシ輸送を展開する物流分野、塩の生産供給量で国内トップシェアを誇る（株）日本海水のほか、
北米における産業ガス関連エンジニアリング分野や、データセンターなどで使われる高出力UPS（無停電電源装置）など幅広い事
業を展開しています。
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ユニット別事業紹介

物流
低温管理輸送技術を活かし、低温物流分野に代表される食品

物流、血液を運ぶ医療物流、そして一般貨物輸送やシャーシ輸
送、トラックボディなどの設計架装まで、幅広く事業を展開して
います。

日本海水
国内トップシェアを誇る業務用塩・家庭用塩の製造・販売の

ほか、副産物である水酸化マグネシウムや水処理吸着剤などの
環境製品、水処理設備や下水道設備などを手掛けています。

北米産業ガス・高出力UPS
北米市場において、水素や炭酸ガスなどの産業ガス関連機器

の製造・販売を行っているほか、エンジニアリング事業も展開し
ています。また、データセンターや半導体工場に欠かせない高
出力UPS（無停電電源装置）の提供も行っています。

方針・戦略

1  物流事業の基盤強化
•  幹線輸送ネットワークの整備によるコールドチェーンの確立
•  IoTを活用した事業運営の効率化を推進

2   日本海水における安定収益基盤の強化
•  価格改定を軸に、製塩をはじめとした 
既存事業の収益力を強化

•  下水管更生をはじめとした都市インフラ事業を拡大
•  バイオマス発電燃料の国内材比率の向上、 
調達見直し等による市況変動リスクの低減

3  北米産業ガス・高出力UPS事業の拡大
•  北米において事業基盤となるガス製造・販売拠点を構築、 
さらに水素など脱炭素関連事業を強化

•  拡大するデータセンター需要に対応するとともに、 
環境性能を高めた高出力UPS製品を展開

（物流）
•  EC取引やリサイクル需要の拡大に伴う 
荷扱い量の増加（★）

•  物流業界における人手不足（★■）

（日本海水）
•  上下水道など社会インフラ更新需要の 
拡大（★）

•  発電燃料や海上輸送コストの急激な 
市況変動（■）

（北米産業ガス・高出力UPS）
•  脱炭素化に向けた水素・炭酸ガス関連 
機器需要の拡大（★）

•  データセンター・半導体工場の 
新増設に伴う需要の拡大（★）

機会（ ）・リスク（ ）

•  全国に広がる自社物流ネットワーク
•  シャーシ輸送、3PL、医療・環境物流、車体製作など多様な物流サービスの展開
•  国内における業務用塩の高いシェア
•  製塩から派生した多様な事業ポートフォリオによる安定収益基盤
•  低温機器の生産体制（北米・マレーシア）とプラントエンジニアリングにおける技術力
•  ロータリー式UPSの高シェアと、グローバルに対応できるメンテナンス体制

強み

20242021

2,290

73

1,324

212

terrAWell30 1st stage（2022-2024）
売上収益・営業利益

（億円）

   売上収益
   営業利益

（年度）
（実績） （計画）

営業利益率  2021年度 5.5%    2024年度 9.3%

2024年度（全社業績に占める）
売上収益・営業利益構成

売上収益

19.1%

（2,290億円）
営業利益

21.2%

（212億円）
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当社の社名「エア・ウォーター」は、自然社会からの恵みで
ある空気、海水からガスや塩をはじめとした産業や暮らしに
なくてはならないものを生み出し、それらを安定的に社会に
提供するという事業のあり方が由来になっています。そのた
め、我々の事業は環境負荷をゼロとする持続可能なものでな

くてはならないとの考えから、現在まで環境負荷低減の取り
組みを進めてきました。
近年では、企業が持続的に成長していくためには、目先の
環境問題だけでなく、長期的な環境課題にフォーカスしてい
くべきという考え方が主流になりつつあります。その結果、
これまでの資源消費型の経済社会活動であるリニアエコノ
ミーから、資源循環を意識したサーキュラーエコノミーにシ
フトしつつあります。「エア・ウォーターグループ環境ビジョ
ン2050」もその延長線上で、「脱炭素社会」「資源循環型社会」
「人と自然の共存社会」の実現を目指しています。

2050年までに自社活動による環境負荷ゼロの実現に向け、
そのマイルストーンとして2030年に達成すべき目標をKPIと
して設定し、脱炭素、気候変動等への取り組みをより一層強
化していきます。同時に、「terrAWell30」の実現に向け、多様
な事業領域の成長軸として打ち出した「地球環境」を中心に、
事業活動を通じた社会への貢献に向けた取り組みも推進して
いきます。

▍脱炭素社会

当社グループは「エア・ウォーターグループ環境ビジョン2050」の制定に伴い、2050年にカーボンニュートラルの実現を目指すと
ともに、そのマイルストーンとなる2030年度におけるGHG排出量※1の目標を見直しました。新たに定めた目標はGHGプロトコル※2

を算定ベースに2030年度に30％削減（2020年度比）とし、当社グループ全体で脱炭素社会の実現に向けて取り組んでまいります。

TCFDフレームワークに基づく情報開示
当社は、2021年8月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）」に賛同を表明するとともに、「TCFDコンソーシアム」に
参画しました。2022年3月よりTCFD提言に沿った情報の開示（ガバナンス、戦略、リスク管理、指標と目標）を行い、段階的に開
示情報を拡充しています。TCFDフレームワークに基づく情報は、Webサイトにて公表しています。

TCFD提言への対応
https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/environment/tcfd.html

開示項目1  ガバナンス

気候変動の対応を重要な経営課題の一つとして認識し、気
候変動に関する統括部署として、「経営企画室SDGs事業推
進グループ」を設置しています。同グループは、当社グループ
の気候変動対応に関する諸施策を立案・実施しているほか、
当社グループ内に気候変動対応の取り組みを浸透させるとと
もに各施策の進捗確認を行っています。また、事業グループ・
ユニット、グループ会社に、気候変動関連のリスクや機会の
検討・評価を任うSDGs事業推進担当者を配置する体制と
し、事業戦略・事業推進に気候変動関連の観点を反映してい
ます。
気候変動に係る基本方針や重要事項は、社内取締役と各事
業部門の責任者等で構成される最高経営委員会で審議を行
い、その後、取締役会において基本方針の決定および定期的

な（年1回）取締役会への報告により取締役会の監督が適切に
図られるよう体制を整えています。

「脱炭素社会」「資源循環型社会」
「人と自然の共存社会」の実現に向けて

気候変動課題に対する「ガバナンス体制図」

経営企画室
SDGs事業推進 
グループ長

武内 幸祐

環境監査

取締役会

代表取締役

経営企画室
SDGs事業推進グループ

グループ・ユニット、地域事業会社、グループ会社

SDGs事業推進担当者

最高経営委員会

CSR推進室
コンプライアンスグループ

社会にプラスの環境価値を提供

—エア・ウォーターグループ環境ビジョン2050 〈循環型社会〉—

• 水資源および生物多様性の保全活動
• 化学物質の管理および脱プラスチック

人と自然の
共存社会

環境影響物質の抑制

水資源の保全

2030年度
水使用量原単位 10%削減
（2021年度比）
※水使用量原単位 ：売上高当たりの淡水使用量

• 回収・精製・浄化システムを提供
• 廃棄物の100%リサイクル
• 循環型リプライチェーンの構築

資源循環型
社会

資源循環の実現

廃棄物排出実質ゼロ

2030年度
廃棄物リサイクル率 80%
（2021年度65％）

低炭素化フェーズ 脱炭素化フェーズ

既存技術を中心とした削減

Scope1

・低炭素エネルギーの活用（燃料転換）
・CO2分離・回収利用

Scope2

・エネルギー使用量の削減
・再生可能エネルギー電力への切り替え

新たな技術を中心とした削減

Scope1

・脱炭素エネルギーの活用
・バイオマス燃料の活用（合成メタン・液化メタン）

Scope2

・エネルギー使用量の削減
・再生可能エネルギー電力の拡大

GHG排出量

2,115千t-CO2

GHG排出量

1,460千t-CO2

▲30%

2020
基準年

2030
目標

2050
目標

カーボン
ニュートラル

CO2

（年度）

• 温室効果ガス（GHG）排出ゼロ
• 100%再生可能エネルギーを使用
• 地産地消型エネルギー供給

脱炭素社会

気候変動への対応

カーボンニュートラルの実現

2030年度
GHG排出量 30%削減
（2020年度比）

※1  GHGのうち、国内連結子会社のエネルギー起源CO2排出量（Scope1・2）を対象とする。
※2  GHGプロトコル：温室効果ガス（GHG）の排出量を算定・報告する際の国際的な基準。GHG排出量のデータは、Webサイトにて公表しています。

主要ESGデータ
https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/esg_data.html
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開示項目3  リスク管理

当社グループのリスクマネジメント体制において、気候関連
リスクについては、「経営企画室SDGs事業推進グループ」が
統括部門として、重要リスクについて最高経営委員会および
取締役会に付議・報告することで全社のリスクマネジメントプ
ロセスに統合する体制をとっています。
事業グループ・ユニット、グループ会社では、事業に関連す
る気候関連リスクの抽出・検討を行い、事業への影響度の大
きい重要リスクを特定し、３ヵ年ごとの中期経営計画策定時
や年度ごとの年度活動計画策定時に具体的な戦略・対策を立
案し、計画の進捗管理により気候関連のリスク管理を行って
います。

開示項目4  指標と目標

 温室効果ガス（GHG）排出量
当社グループでは、気候関連に係るリスクと機会を測定・管
理するため、2020年度から、GHGプロトコルに基づき、温室
効果ガス（GHG）排出量（Scope1・2・3）を算定しています。
なお、2021年度までは、2019年度に設定したCO2排出削
減目標を管理するため、従来の算定基準である省エネ法・温
対法に基づいたCO2排出量も算定しています。

 CO2排出量の削減状況 （2021年度実績）
2021年度は省エネ法の特定事業者に指定された当社を含
むグループ34社において、新型コロナウイルスの影響により
落ち込んでいた生産活動が回復したことにより、CO2排出量
が2020年度対比で190千t-CO2増加しました。
一方、2019年度に省エネ法・温対法に基づき設定した当

社グループのCO2排出量の削減目標、「2021年度に2013年
度対比で6%削減」に対して、2021年度は生産の効率化など
により2013年度比8%削減（145千t-CO2削減）となり、当初
の目標を上回る結果となりました。

産業ガス関連事業および農業・食品関連事業（飲料事業）におけるシナリオ分析

環境変化 リスク 機会（★）・対応（■）

1.5℃/2℃
シナリオ

移行
リスク

政策・法規制の
強化

  地球温暖化対策税の増税、炭素税の導入や再生可能
エネルギー賦課金の上昇等によりエネルギー・物流
コストが増加

    高効率ガス製造プラント等の省エネ設備への投資
   エネルギー・物流コスト増加に伴う価格政策の策定・実施
   再生可能エネルギーの活用拡大
  再生可能エネルギーを活用した産業ガスの販売機会の獲得

脱炭素化

  低・脱炭素技術開発等の遅れによる事業機会の喪
失

  水素還元製鉄法への転換により酸素ガス使用量が
減少

  メタネーション可能なCO2回収・精製技術の開発や、半導体向け
ガス・ケミカル材料・設備需要拡大による販売機会の増加
  製鉄向け水素ガス需要の高まり

4℃
シナリオ

物理的
リスク

気温の上昇
  原料空気の温度上昇による空気圧縮の電力使用量
増加や冷却水不足など、製造コストが増加

   高効率ガス製造プラント等において、省エネ設備への投資および
必要な用水が不足する地域の冷却方式を水冷から空冷に変更

台風や豪雨等の
異常気象

   製造拠点の被害・操業停止リスクの増大、物流コス
トの増加、特に医療用酸素ガス供給が長期間停滞し
た場合の社会的影響

   高効率小型液化酸素・窒素製造装置「VSU」を全国的に配置
  分散型ガス供給ネットワークによる販売機会の増加
   医療用酸素ガスの供給体制と在宅酸素サービス体制によるレジリ
エンス強化

1.5℃/2℃
シナリオ

移行
リスク

政策・法規制の
強化

  地球温暖化対策税の増税や炭素税の導入等により
エネルギー・物流コストが増加

   生産設備の省エネ設備への更新、投資、再生可能エネルギーの活
用拡大

脱炭素化
  プラスチック容器から代替品への変更により製造コ
ストが増加、対応が困難な場合の販売機会の喪失

  再生材、バイオマスやFSC認証紙などの持続可能な容器を使用し
た飲料製品の販売機会の増加

4℃
シナリオ

物理的
リスク

気温の上昇
  気候変動に対応した製品を開発できなかった場合の
販売機会の喪失

  気候変動に対応した飲料製品を開発することで、消費者・顧客な
どの評価を得ることによる販売機会の増加

台風や豪雨等の
異常気象

   原料産地の土壌劣化・水質悪化等による収穫量の減
少、原料産地の移動による原料調達コストの増加・
販売機会の喪失

   製造拠点の被害・操業停止リスクの増大、物流コス
トの増加

   生産拠点および原料産地の分散化と原料調達先の多様化
    気候変動に対応した原料の栽培技術、スマート農業の確立による
安定的な原料調達
  気候変動の影響を受けにくい原料を使用した飲料製品および気候
変動に対応した飲料製品の開発、販売機会の増加

産
業
ガ
ス
関
連
事
業

農
業
・
食
品
関
連
事
業（
飲
料
事
業
）

検討の前提　•「1.5℃および2℃シナリオ」は、温暖化抑止に向けて技術革新や規制強化が進み、社会が変化することでの移行リスクを中心に検討
•「4℃シナリオ」は、十分な温暖化抑止がなされずに異常気象が甚大化することでの物理的リスクを中心に検討

開示項目2  戦略

2050年のカーボンニュートラル実現に向けた中長期戦略
として、各事業部門において2030年度までのロードマップを
策定しています。ロードマップの策定にあたり、各事業部門
における気候関連のリスクと機会を特定するとともに、経営
企画室SDGs事業推進グループが中心となってグループ全体
における重要性の検討を行いました。
その結果、主な移行リスクとしては、地球温暖化対策税の
増税または炭素税の導入による操業コストの増加が挙げられ
ます。しかし、当社の削減目標である「2030年に2020年度比
30%排出量削減」を達成した場合、炭素価格によるコストの
増加による影響は抑制されると考えられます。
また、主な物理的リスクとしては、異常気象の激甚化による
製造拠点の被害リスクの増大と操業停止による販売機会の喪
失、道路が通行不能となり物流が滞ることによる物流コスト
の増加と販売機会の喪失が挙げられます。物理的リスクにつ
いては、全社でBCPを検討しているリスクマネジメントシステ
ムに組み込み、継続した管理を行っていきます。
一方、機会としては、気候変動に関連する市場ニーズや社

会課題に応える製品・サービスの需要拡大が考えられます。
このような中、排ガスからのCO2回収技術と地域の未利用資
源を活用した液化バイオメタンなどのバイオグリーン技術開
発を中心に、脱炭素に貢献する事業拡大・新規事業創出に取
り組んでいきます。

 気候変動に対するシナリオ分析
2021年度は、当社グループの多様な事業の中で事業規模
が大きく、かつ気候変動リスクが大きく影響すると思われる
「産業ガス関連事業」と「農業・食品関連事業（飲料事業）」に
ついて、平均気温「4℃シナリオ」と「1.5℃および2℃シナリ
オ」を用いて検討を行いました。
シナリオ分析の結果、「1.5℃および2℃の世界」の方が事業
機会は多いが、「4℃の世界」でも十分な対応策や機会の獲
得・増加を見込んでおり、不確実な長期的な将来に対し、十
分なレジリエンスを有していると考えています。なお、実施し
たシナリオ分析は、毎年見直しを行います。また、2022年度
中には、分析対象を当社グループの全事業グループへ拡げ、
シナリオ分析を実施いたします。

当社は、長年培ってきたガス製造・エンジニアリング技術や炭酸ガス・ドライアイスメーカーとしての知見を活かし、CO2を回収し、有効利用
（CCUS）するための技術開発に注力しています。
こうした中、独自の吸着分離技術を用いたCO2回収装置「ReCO2 STATION」を開発しました。本装置は、低濃度（CO2濃度10％程度）の燃焼

排ガスからCO2を高効率に回収することが可能であり、一般的な工場の燃焼排ガスにも適用が可能な装置です。さらに、本装置ではドライアイ
ス製造機能を内包し、回収したCO2を原料としてドライアイスを製造することができます。
今後、カーボンニュートラルの実現に向けて取り組みを進めているお客様に対し

てCO2排出量の削減につながるアプリケーションとして本装置の導入を積極的に提
案するほか、複数のお客様に設置した本装置を、炭酸ガス・ドライアイスの供給源と
して活用することも検討していきます。将来的には、CO2回収技術と炭酸ガス供給ネッ
トワークを活用した、産業ガスメーカーならではの価値提供を通じて、地産地消型の
CO2回収・利用モデルの構築を目指します。

高効率小型CO2回収・ドライアイス製造装置「ReCO2 STATION」の開発Topics

1,721

1,754

+190

145

1,531

1,866

20202013 2021 （年度）
基準年

CO2排出量削減実績

（千t-CO2）

※ 2013年度のCO2排出量は2020年度から実施している排出係数の見直しによる影響を排
除するため再算定をした値
集計範囲： 省エネ法の特定事業者（エア・ウォーター（株）およびグループ会社33社、計

34社）の集計

削減目標

目標

▲6%

実績

▲8%

スコープ別GHG排出量（2021年度）

項目 GHG排出量

Scope1：エネルギー起源CO2（国内・海外）の排出 714

Scope1： 6.5ガス（非エネルギー起源CO2、メタン、N2O等）の 
排出 350

Scope2：他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出
（国内・海外） 2,377

（Scope1+Scope2計） 3,441

GHG排出原単位（CO2排出量／連結売上収益） 3.87t-CO2 /百万

Scope3：Scope1、Scope2以外の間接排出 5,218

（千t-CO2）
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17%
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4%

22%
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3%

13%

11%

10%

6%

5%
9%

原材料 容器・包装資材 エネルギー 化学物質

空気、石炭、海水、
食品原料など 8,304t 159千t

電気
37億kWh

燃料
235千kL

蒸気
667TJ

2021年度エア･ウォーターグループの生産活動

デジタル＆
インダストリー

産業ガス、ケミカル製品
などの生産

※1 GHGプロトコルに基づく、スコープ1・2排出量の合計　※2 揮発性有機化合物

ヘルス&セーフティー

酸素や炭酸ガスなど
医療用ガスの生産

エネルギー
ソリューション

水素や炭酸ガスなどの生産、
LPG、LNGなどの供給、発電

アグリ＆フーズ

農作物の栽培、ハム、
ジュースなど食品の製造

その他

高圧ガスや食品の輸送、
食塩の製造など

製品 産業廃棄物 HFCs
漏洩量

化学物質

97千t 2,296 t
（VOC※2 165t） 

2千t-CO2
水質汚濁負荷量 COD

窒素

りん

225 t
88 t
8 t

SOx

NOX

ばいじん

533 t
748 t
16 t

大気汚染物質

O2 N2 Ar

温室効果ガス※1

3,441千t-CO2
CO2

HFCs

下水道

31百万m³
151百万m³

1百万m³

排水量 公共用（海）

水域（河川）

OUTPUT

INPUT

水資源

● 上水
● 工業用水
● 地下水

1.4百万m³
12.6百万m³
6.6百万m³

淡水 21百万m³

海水 169百万m³

▍人と自然の共存社会

水資源の保全、脱プラスチックなど、環境負荷をなくすとと
もに生物多様性の保全に貢献します。

水資源
事業活動における水資源の使用削減や排水の再利用をは

じめとした、水の使用管理、環境基準に準じた排水や下水処
理に留まらず、水の中の有害物質などを浄化し、きれいな水
を作り出していくことを目指します。「terrAWell30」の策定に
伴い、2030年度の水使用量原単位※の目標を設定しました。
製造工程で出る蒸気の回収利用、排水や洗浄水などのリサイ
クルシステムの導入、配管などの水圧調整による水使用量の
削減などの取り組みにより、2021年度実績（37m3/百万円）に
対して、2030年度10%削減を目指します。

※売上高当たりの淡水使用量

事業ごとの水使用量（淡水）

当社グループは、主に清涼飲料水を製造する際の原料とし
て、また、製品の生産や発電する際の設備冷却水として、水資
源（淡水）を使用しています。水資源はプロセス内における循
環利用等に取り組むとともに、使用後の水は分析を行い、水
環境に問題がないことを確認したうえで排水しています。

▍資源循環型社会

産業廃棄物
廃棄物発生をゼロ、再使用を促進、また廃棄物を再資源化
するなどにより、資源を循環させるサプライチェーンの実現
を目指します。
当社グループでは「terrAWell30」の策定に伴い、2030年
度の廃棄物リサイクル率の目標を設定しました。2021年度実
績65%だったリサイクル率を2030年度80%に、さらに2050

年にはリサイクル率100％を目指します。

産業廃棄物排出量

当社グループでは、産業廃棄物の排出に占める種類別の割
合は、エネルギーソリューションにおけるバイオマス発電事業
によるばいじんや排水処理に伴う汚泥、アグリ＆フーズから
の動植物性残渣の排出割合が多くなっています。

種類別

2021年度
総排出量

97,089ｔ

2021年度
総排出量

97,089ｔ

2021年度
総使用量

21,258千m3

事業別

  ばいじん
  燃え殻
  動植物性残渣
  汚泥
  廃酸

  廃プラスチック
  その他

  エネルギーソリューション
  日本海水
  アグリ＆フーズ
  デジタル＆インダストリー
  その他

  アグリ＆フーズ
  エネルギーソリューション
   デジタル＆インダストリー 
（機能材料）
  日本海水
   デジタル＆インダストリー 
（インダストリアルガス）
  その他

脱プラスチックへの動きが加速する中、ペットボトルに代わ
る容器として「紙容器」が注目されています。当社グループで飲
料事業を展開するゴールドパック（株）は、2021年3月に、紙容
器入りのナチュラルミネラルウォーター「Azumino Mineral 
Water」（1L）を販売開始しました。テトラ・ジェミーナ®アセプ
ティック容器」（TGA※）を採用し、同社従来品のキャップ付き2L
ペットボトルと比較してプラスチッ
ク使用量を22%削減することが可
能となりました。

※ TGA：主にFSC®（Forest Stewardship 
Council®、森林管理協議会）認定の包材
を利用した紙容器で、再生可能な材料の
比率が向上し、プラスチック使用量の削
減につながる

食品加工事業を展開する当社グループにとって、食品廃棄物
の有効活用は、重要な課題です。
エア・ウォーター物流（株）は、グループ内の食品工場で取り

扱いが多いかぼちゃの加工残渣をフレーク化し、主に畜産農家
へ牛用飼料として供給するエコフィード事業を本格的に開始。
グループ内で発生する食品廃棄物を、天然植物由来の飼料添加
物として有効活用しています。
今後は、かぼちゃの種やワタ以

外の残渣を原料とした飼料開発に
取り組み、廃棄物の削減に貢献し
ていきます。

かぼちゃの種・ワタを飼料化し、
食品廃棄物の低減に貢献

飲料事業における
脱プラスチックの取り組み

TopicsTopics

▍マテリアルバランス

当社グループは、主要工場の資源やエネルギーなどのインプットから、温室効果ガスや廃棄物などのアウトプットに至る環境負
荷の全体像（マテリアルバランス）を把握し、その低減に努めています。具体的には、法による届出などが必要な環境負荷の高いグ
ループ会社を選定し、以下の項目を集計しています。

環境への取り組みに関する外部からの評価
当社は、国際的な環境非政府組織「CDP」※によるコーポレートサス
テナビリティ調査に回答しています。2022年度は「気候変動」「水セキュ
リティ」の2テーマで先進的な活動を行っているリーダーシップレベル
の「A‒（Aマイナス）」評価を受けました。なお、両テーマともに、2021

年度の「B」評価から１段階、上昇しました。これは、当社グループの環
境に対する目標設定と、その達成に向けた取り組みが高く評価されたも
のと考えます。

※ CDP：ロンドンに本部を置く国際的な非営利団体。企業の低炭素化
への取り組みを促進することを目的として、気候変動に関する経営
リスクの観点から、世界主要企業の気候変動に関する情報を収集・
分析・評価した結果を機関投資家向けに開示している。

環境パフォーマンスデータの集計範囲
1. エネルギー、温室効果ガス ：当社グループの連結対象会社（国内・海外）
2. エネルギー、温室効果ガス以外 ：当社および主要連結子会社※54社（計55社）の国内115工場
※各事業セグメントにおいて売上収益の多い会社かつ製品の製造を主たる事業として行っている会社
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▍人材戦略

当社グループは、「人を活かす経営」の実現に向け、新たな成長を牽引できる経営人材を育成・輩出するとともに、従業員に挑戦
の機会を提供し、従業員個人も会社もともに発展できる好循環を創出するための人事制度改革を推進しています。その中で、当
社においては人事基本方針である「自主自立」「個の尊重」「人が育つ風土の醸成」を基盤として、「人事制度改革の推進」「人事DX

と多様なグループ人材の活用」「安心して働ける職場環境づくり」に軸足を置き、取り組みを進めています。

人事制度改革の推進
当社は、変化の激しい事業環境の中で持続的な成長を図る
ため、M&Aによる事業譲受に伴う人材獲得や、即戦力人材を
通年採用できる中途採用を積極的に実施しています。新卒一
括採用・終身雇用を前提として緩やかに賃金が上昇していく
年功型賃金を改め、変革と創造への挑戦を高く評価し、従業
員の主体的なキャリア形成を後押しする人事制度への移行を
進めます。管理職を対象に年齢や社歴に関わらず、従業員と
会社が合意したミッションの大きさに応じたジョブグレード
により処遇を決める「ミッショングレード制度」を導入しまし
た。本制度を適用することで、挑戦する意欲と実力があれば
20代での管理職登用も可能になります。また、同じ人材が一
つのポジションに長期滞留しないよう異動ローテーションを
行い、それぞれの従業員が多様な経験を積み、専門性を高め
ることで活躍の場をグループ全体に拡げていく仕組みとして
います。一般職層へは今後、一律的な昇格モデルからの脱却
を進めるとともに、チャレンジ機会の提供を拡大し、従業員の
自立的キャリア形成を支援。若い人材が積極的に挑戦し、登
用・抜擢される風土を醸成していきます。

人事DXと多様なグループ人材の活用
M&Aを通じて幅広い領域で事業を展開している当社グルー
プには、多様な人材が集まっています。そこで、当社において
「ミッショングレード制度」への移行と同時に、従業員一人ひ
とりの特性や経験、スキルを把握し、適材適所に配置するた
めの、社内人材バンクの構築・運用を推進しています。また、
一定の能力や資格を持っている従業員に対しても重要なポジ
ションを明示し、挑戦の機会をオープンにするとともに、自ら
手を挙げて挑戦する社内公募制の導入を進めており、将来的
には対象範囲をグループ会社にも拡大し、グループ全体の組
織活性化を図ります。

安心して働ける職場環境づくり
さまざまなライフイベントを迎える従業員が、それぞれの
能力を最大限に発揮するためには、「安心して働ける職場環
境づくり」が求められます。当社はこれまで、育児中の従業員
を支援する育児休業制度、短時間勤務制度、子の看護休暇制
度に加え、配偶者転勤時の休職を認める配
偶者休職制度、ジョブリターン制度を整備
してきました。2020年7月には、当社の
ワークライフバランス推進に関する取り組
みが評価され、くるみんマークを取得して
います。
一方で、急速な高齢化により、介護保険制度上の要支援・
要介護認定者数が急速に増加しているわが国では、介護をし
ながら働く従業員の就業をいかにサポートしていくかが大き
な社会課題となっています。そこで福利厚生制度を見直し、
介護により就業が制限される従業員にも多様な就業支援を行
い、継続してキャリアを形成できる環境を整備していきます。
このほか、柔軟な働き方を通じた生産性の向上を図るため、
フレックスタイム制度や在宅勤務制度を導入しています。

当社グループは、社会課題の解決を通じた新たな企業価値
を創造することでさらなる成長を果たすため、「人を活かす
経営」の実現を目指し、事業戦略と両輪をなす人材戦略を展
開しています。事業を創り出す「人材」の挑戦と成長こそが企
業発展の原動力であり、会社がその機会を提供することで、
従業員と当社グループがともに成長するという好循環を生み
出していきます。
人材戦略については、「自主自立」「個の尊重」「人が育つ風
土の醸成」を人事基本方針として推進しています。M&Aによっ

てグループ入りした各社の事業の強みはもとより、各社が有
する多様な人材を活かすことによって、当社グループは力強
い成長を遂げてきました。
こうした中、当社グループは2030年度に目指す姿

「terrAWell30」の実現に向けて、変革への挑戦を強力に促す
人事制度への刷新に着手。併せてグループの人的資源活用の
最大化を図る改革にも取り組んでいます。
求める人材像は、変革・創造へチャレンジし、ビジョン創出

と巻き込む力を持って、自立的な変革と成長を果たす人材で
す。2022年度には当社で年齢・社歴を問わず、変革と創造へ
のチャレンジを高く評価する「ミッショングレード制度」を管
理職層に導入しました。今後、一般職層へは一律で段階的な
昇格モデルからの脱却と若手層へチャレンジ機会の提供を拡
大し、早期抜擢を可能とする制度改定により、従業員の自立
的なキャリア形成を支援するとともに、長期的・持続的な経
営人材の育成を進めます。さらに、従業員が個人の能力を最
大限発揮できるように安心して働ける職場環境づくりや、従
業員一人ひとりの経験・スキルを把握し、多様なグループ人
材の活用を進めていきます。並行して、ダイバーシティ＆イン
クルージョンに取り組み、多様性が生み出す会社と個人の成
長を目指します。

「人を活かす経営」の実現に向けて

理事 HR戦略室長

井上 喜久栄

グループ人材戦略全体像

人事制度改革の
推進

人事DXと多様な
グループ人材の活用

安心して働ける
職場環境づくり

「人を活かす経営」の
実現

ダイバーシティ＆インクルージョン活動の推進

─人事基本方針─

自主自立 個の尊重 人が育つ
風土の醸成

仕事と育児の両立のために活用できる制度

期間に関わらず活用できる制度（全従業員対象）

フレックスタイム 在宅勤務

出産 産後
8週 1歳 2歳 小学校

入学
小学校
3年生

育児休憩時間

育児休業（最長2歳まで）

子の看護休暇

短時間勤務

子供が1歳になるまで、通常の休憩時間とは
別に、60分の育児休憩時間が利用可能

子供のケガや病気の
看護のために、

有給休暇の取得が可能
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▍D＆Iの取り組み

国内外に167のグループ会社、約2万人の従業員を抱える
当社グループは、性別や年齢、人種、国籍などに関わらずキャ
リアを築くことができるD&I（ダイバーシティ＆インクルージョ
ン）を重要課題として捉えています。
こうした中、当社はD&Iへのファーストステップとして、

2016年より女性がいきいきと働ける会社を目指し、「女性活
躍推進プロジェクト」を発足。「職場風土の改善」「継続就業支
援」「キャリア支援、採用・育成の推進」など、さまざまな取り
組みを実施してきました。その結果、女性管理職比率が2017

年度の1.5％から2021年度の4.0％に上昇したことに加え、
係長・主任クラスの女性比率においても2017年度の6.4％か

ら2021年度の14.7％まで上昇しました。
2022年度からは、このような女性活躍に軸足を置いたD&I

推進を、従業員一人ひとりのワークライフバランスの充実と
活躍を目指す取り組みに発展させるため、対象を地域事業会
社3社にも広げ、新たに代表取締役会長・CEOを責任者とし
た「D&I推進プロジェクト」をスタートさせています。同プロ
ジェクトでは、「女性活躍推進」に加え、「男性育休の取得推
進」「介護と業務の両立支援」「主体性発揮のための意識改革
と風土改革」「障がい者雇用促進」を主なテーマとして活動し
ています。

▍女性活躍・男性育休取得の推進

女性活躍推進については、中期経営計画「terrAWell30 1st 

stage」において、女性管理職の割合を2021年度の4.0％から
2024年度までに10％以上に高めることを目標に掲げ、意欲
ある女性の登用を進めています。そのための具体策としては、
「採用」「継続就業」「育成」「登用」「多様性の実現」の5つのス
テップを設定しています。採用においては、新卒採用者数に
占める女性比率を継続的に40％以上にすることを目標に掲
げ、女性の採用強化を進めています。また、継続就業におい
ては、各種制度の導入を終え、現在は「育成」に注力しており、
メンター制度によるキャリア構築支援や女性リーダー育成プ
ログラムの強化を図っています。
新たに重点課題とした男性育休の取得推進については、

2024年度に向けて育児休業・休暇取得率を40％以上にする
ことを目指しています。その達成に向け、育休制度の理解促
進を目的とした社内セミナー、育休取得者と取得希望者との
コミュニケーションの場の提供となる座談会の開催を通じて、
対象者への育休取得推奨の働きかけを行っています。また、
通常の育児休業に加えて、年休特別積立制度により積み立て

られた有給休暇を育児休暇に充てられる独自の育児休暇制
度を設けています。さらに、育休取得者とその上司へ向けた
社内情報誌「育休のミカタ」「育休のココロエ」を発行し、全従
業員へ育休制度の理解を促しています。

育休に関する社内情報誌を発行

▍データで見る「人を活かす経営」

当社グループでは、約2万人の多様な人材が活躍しています。異なる発想や能力を抱えた人材として、女性、海外従業員、キャ
リア人材を積極的に採用しているほか、次世代の経営人材となる若手管理職の登用を進めています。

2022年1月、地域事業会社のエア・ウォーター東日本（株）は、長野県松本市にエア・ウォーター・ス
マイル（株）を設立し、「就労継続支援A型事業所※」として運営を開始しました。
障がい者雇用は、都市部と地方・郊外で雇用機会に大きな格差があり、地方では就業を希望しても

働きたいと思う求人が少ない、通勤が困難といった課題があります。このような状況において、エア・
ウォーター・スマイルは地域における障がい者雇用の創出、積極的な就労支援を進めるとともに、高齢
者施設に入居する方々の衣類やタオルの洗濯など日常生活の補助業務を代行することで、慢性的な人
手不足が続く介護職員の負担軽減や介護サービスの品質向上を通じて、地域の課題解決に貢献します。
今後もこうした受託施設をさらに拡大するとともに、農業など他業種からの業務受託も進め、障が

い者の新たな就労機会の創出や働きがい、生きがいを生み出していきます。
※ 障害者総合支援法に基づき、一般企業での勤務が難しい65歳未満で障害や難病のある方が、雇用契約を結んだうえで一定の
支援がある職場で働くことができる福祉サービス。

就労継続支援A型事業所「エア・ウォーター・スマイル」
～障がい者の方が安心して働き続けられる支援を～

Topics

高齢者施設から洗濯など日常生活の補助
業務を代行

27.927.5
26.4

28.5 28.6

201920182017 2020 2021 （年度）
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51.4 54.3
60.0

201920182017 2020 2021 （年度）
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201920182017 2020 2021 （年度）

50.1
50.951.1

50.0 49.7

201920182017 2020 2021 （年度）

女性従業員比率  （%） ※連結

中途採用比率  （%） ※当社単体

海外従業員比率  （%） ※連結

管理職の平均年齢  （歳） ※当社単体

10.0

4.03.9
2.82.01.5

14.713.913.9

11.0

6.4

202420212020201920182017 （年度）

女性の積極登用に関する状況  （%） ※当社単体、年度末時点

 女性管理職比率　  主事層（係長・主任）の女性比率

2024年度
女性管理職比率

目標

地域事業会社をはじめ、
グループ全体の活動に展開

「多様な人材の活用」と
「安心して働ける職場環境づくり」

の実現

2016年

2022年

女性活躍からD＆I推進へ

D&I推進プロジェクトの活動内容

❶ 女性活躍推進

❷ 男性育休の取得推進

❸ 介護と業務の両立支援

❹  主体性発揮のための 
意識改革と風土改革

❺ 障がい者雇用促進

性別、年齢、
国籍、障がいの
有無を問わない

女性活躍推進
プロジェクト

D＆I推進プロジェクト
（メンバー）AW、AW北海道、

AW東日本、AW西日本

トマトのパックや袋詰めなどの
業務も受託
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▍人権

当社グループは、国連「世界人権宣言」「ビジネスと人権に
関する指導原則」などを支持し、基本的人権と多様性の尊重
に取り組んでいます。

人権基本方針（一部抜粋）
  エア・ウォーターグループは、人権に関する国際規範ならびに事業活動を
行う国や地域で適用される法令と規制を遵守します。

  エア・ウォーターグループは、自らの事業活動において人々の人権を侵害
しないこと、また、人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切な
対応をとることにより、人権尊重の責任を果たし、責任あるサプライチェー
ンを築いていきます。

  本方針は、エア・ウォーターグループのすべての役員と従業員に適用しま
す。また、自社の製品・サービスに関係するすべての取引関係者に対して
も、本方針の理解・賛同を期待し、ともに人権尊重に取り組みます。

  エア・ウォーターグループは、人権への負の影響を最小化するため、人権
デュー・デリジェンスの仕組みを構築し、社会に与える人権に対する負の
影響を特定し、その未然防止および軽減を図ります。

  エア・ウォーターグループは、実際のまたは潜在的な人権への負の影響に
関する対応について、関連するステークホルダーとの対話と協議を行うこ
とにより、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。

人権に配慮した調達活動

当社グループは、お取引先の皆さまと良好なパートナー
シッ プを構築するとともに、サプライチェーン全体で地球環
境や基本的人権に配慮した調達活動を行う必要があると考え
ています。
　「エア・ウォーターグループ サステナブル調達方針」で
は、人権・労働・安全衛生への配慮として、「基本的人権を尊
重し、強制労働・児童労働の禁止など労働環境や安全衛生に
配慮した調達活動を推進」することを明記し、これに沿った
調達活動を行っています。

人権に関する教育

当社グループでは従業員に対して、人権に関するグループ
の考え方を「エア・ウォーターグループ倫理行動規範」の中で
明示するとともに「人権セミナー」をはじめとした各種研修等
を通じて浸透を図っています。

 人権セミナー研修内容
・人権デュー・デリジェンス
・バリューチェーンとステークホルダー
・人権課題の抽出　等

▍労働安全衛生
安全衛生基本方針

当社グループでは、安全の確保は企業活動の大前提であ
り、従業員の安全・安心無くして企業の存続と発展はないと
考えています。こうした理念のもと「安全衛生基本方針」に基
づいて労働安全・交通安全・労働衛生・保安防災に努めてい
ます。

安全衛生基本方針
1  労働災害ゼロをめざして、総合的かつ計画的な安全対策を推進します。

2  従業員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促
進します。

3  関係法令・作業手順を順守し、労働安全、交通安全、労働衛生および
保安防災の責任体制の明確な職場をつくります。

以上の基本方針のもとで、安全衛生教育を通じて「安全衛
生第一」とする従業員一人ひとりの意識の向上と、会社として
の風土づくりを推進します。

重要評価指数（KPI）：休業災害度数率

中期経営計画「terrAWell30 1st stage」において、グルー
プ全体の休業災害度数率（業務中）を2021年度の1.15から
2024年度までに0.9以下にすることを目標に掲げ、職場にお
ける安全衛生の向上に取り組んでいます。

労働災害低減への取り組み

当社グループは労働災害を低減するために2021年度労働
災害重点取り組みとして、労働災害に対する安全意識、感性
を高める取り組み、「転倒」「切れ・こすれ」「挟まれ・巻き込ま
れ」の災害撲滅活動、機械・設備リスク低減のための安全化3

原則（危険源除去、隔離、停止）の徹底に取り組みました。

 2021年度の取り組み
①転倒災害撲滅活動
強化月間（6月・12月）において、以下の取り組みを実施
・ 労働災害防止チェックシートを活用し、安全パトロールにより災害防
止対策の実施状況を確認
・ 転倒の可能性がある通路、作業場所等のリスクアセスメントによるリ
スクの洗い出し
・ 冬季の気象情報を把握し、職場単位で周知喚起。道路、通路、作業床
面の凍結等による転倒災害防止対策の徹底

②職長教育の開催
・ 内部講師体制を整え、現場の安全管理の中心となる職長に向けて、リ
スクアセスメントや作業手順書作成要領などを教育する社内講習を強
化、充実

③その他
・ 高圧ガス保安・技術スタッフ研修会（9月）、安全スタッフ研修会（3
月）を開催
・ VR、小型体感機による安全体感講習を開催（新入社員講習など）

▍品質管理・保証
全社品質方針

当社グループは、お客様の高い期待と信頼に応える製品や
サービスを提供することを目指し、「全社品質方針」のもとで
品質保証活動の推進と従業員の品質保証意識の向上に取り
組んでいます。

全社品質方針
お客様から『ありがとう』と言っていただける品質の、

製品・商品・サービスの提供。

品質コンプライアンスの強化

品質不正、重大クレーム・大規模リコール発生などによる
社会的信用の失墜および経済的損失を防止するため、当社グ
ループは「品質コンプライアンスガイドライン」を制定。品質コ
ンプライアンスリスク低減活動の骨子を定め、事業部門・グ
ループ会社のリスク管理レベルの向上に取り組んでいます。

▍地域との連携・協賛活動の推進

当社グループは、3つの地域事業会社を中心に各地域で自
治体・地域産業との連携など協力体制を構築しながら、地域
の課題解決に貢献する新規事業を創出しています。また、地
域社会の一員としてスポーツ・文化・芸術イベントの協賛や
自治体への寄付をはじめとした支援を行っています。

北海道と包括連携協定を締結

2022年9月5日、当社は北海道と包括連携協定を締結しま
した。この協定ではエネルギー・環境関連産業や農業・林業
の振興、健康づくりなど幅広い分野において、双方が有する
さまざまな資源やノウハウなどを活用し、地域課題の解決に
協働で取り組むことに合意
しました。

松本マラソンに協賛

当社グループは長野県内でさまざまな事業を展開し、特に
松本市内には多くの事業所が集積しています。地域と一体と
なって松本市を盛り上げていきたいという想いから、松本マ
ラソンには2017年の第1回大会以降メインスポンサーとして
協賛。地域のスポーツ振興
はもとより、健康な社会の
実現に貢献していきます。

大阪中之島美術館に協賛

当社は地域の文化振興に対する社会貢献の一環として、
2022年2月2日に大阪市北区にオープンした大阪中之島美術
館に協賛しました。地域社会の皆さまに芸術・文化を楽しん
でいただける機会を支援し続けると同時に、創業3社の一つで
ある大同酸素が誕生した大
阪を起点とする文化芸術の
発展に貢献していきます。

当社グループは、多岐にわたる事業展開で多くの業種に関
連しています。2021年度の厚生労働省統計では製造業（100

人以上）の度数率は1.31となっています。同条件での当社グ
ループの度数率は1.15となっています。また、2021年度の休
業災害発生件数（業務中）は55件で前年度（56件）より減少し
ています。

※ 100万延労働時間当たりの 
労働災害による死傷者をもって 
災害の頻度を表した指標

度数率＝ ×1,000,000
労働災害による死傷者数

延労働時間数

新入社員安全体感講習 VR安全体感講習休業災害度数率（業務中） 休業災害（業務中）事故原因

16%

18%2021年度

55件

22%4%

40%

 墜落・転落　  転倒・つまづき
 挟まれ・巻き込まれ　
 切れ・こすれ　  その他

2017 2018 2019 2020 2021 2024

1.59 1.60

1.31
1.17 1.15

0.90

目標
（年度）

協定締結式には北海道 鈴木知事も参加

3年ぶりに開催された「松本マラソン2022」

都市の魅力を世界に発信する大阪中之島美術館
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おおむね肯定的な評価が得ら
れ、取締役会の実効性は十分に
確保されていると判断

2021年度アンケート結果
・付議議案の事前説明が有効に機能している。
・ 取締役会付議基準の見直しなど事務局による
運営が改善した。
・ 取締役会において各事業の収益力・資本効率 
等を意識した議論が行われている。

取締役・監査役へのアンケート
［対象］
取締役・監査役（社外役員を含む）
［主な設問］
取締役会の構成、運営、議論、モニタ
リング機能／取締役・監査役に対する
支援体制／自身の取り組み

▍基本となる考え方

当社は、社会的良識に従った公正な企業活動を行い、あら
ゆるステークホルダーから信頼されることが、企業の持続的
発展と企業価値の最大化に不可欠であると考えています。そ
のためには、内部統制システムの充実をはじめ、コンプライア
ンスの徹底、リスクマネジメントの強化を図り、ガバナンスの
整備に不断の取り組みを行うことが経営の最重要課題である

と認識しています。
東京証券取引所が2021年6月に改訂した「コーポレートガ
バナンス・コード」に関する取り組み内容の一部はコーポレー
ト・ガバナンス報告書に記載し、当社のWebサイトにて公表し
ています。

コーポレート・ガバナンス報告書
https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/governance/governance.html

コーポレート･
ガバナンス体制

▍取締役・監査役のスキルマトリクス

当社の取締役会および監査役会は、会社の各機能と各事業
領域をカバーするための経験やスキルとして、①企業経営、
②財務・会計、③リスクマネジメント・法務、④事業戦略・
マーケティング、⑤技術・研究開発、⑥人材マネジメント、⑦
グローバルの7分野を基本にスキルマトリクスを構成していま

す。的確かつ迅速な意思決定のための適材適所の観点から、
当社グループの業務に精通した取締役・監査役と、他社での
経営経験者や公認会計士、弁護士などを含む社外での豊富な
経験と知見を有する独立社外役員を複数選任し、取締役会・
監査役会全体のバランスと多様性が当社にとって最適な形で
確保されるように努めています。

▍取締役会の実効性評価
当社は、取締役会全体の実効性を向上させるため、毎年、取締役および監査役にアンケートを実施し、外部の第三者機関を活
用したうえで、取締役会全体の実効性についての分析、評価を行い、その結果の概要を開示しています。

実効性評価のプロセス

企業経営 財務・会計 リスクマネジメント・
法務

事業戦略・
マーケティング

技術・
研究開発

人材
マネジメント グローバル

豊田　　昌洋 代表取締役名誉会長

豊田　喜久夫 代表取締役会長
最高経営責任者（CEO）

白井　　清司 代表取締役社長
最高業務執行責任者（COO）

松林　　良祐 代表取締役 副社長執行役員
最高業務執行責任者（COO）※

町田　　正人 代表取締役 副社長執行役員

水野　　和也 専務執行役員

原　　　圭太 専務執行役員

坂本　由紀子 社外取締役 独立

清水　　　勇 社外取締役 独立

松井　　隆雄 社外取締役 独立

千歳　　喜弘 社外取締役 独立

柳澤　　寛民 常勤監査役

安藤　　勇治 常勤監査役

恒吉　　邦彦 社外監査役（常勤） 独立

林　　　　醇 社外監査役 独立

林　　　信夫 社外監査役 独立

取
締
役

監
査
役

株主総会

取締役会
11名（うち社外取締役4名）

最高経営委員会

監査グループ

ユニット／事業部門／コーポレート部門／技術統括部門／グループ会社

代表取締役

コンプライアンスグループ

監査役会
5名（うち社外監査役3名） 会計監査人

選任・解任 選任・解任選任・解任

付議・報告

報告

報告

報告

付議・報告
監督·指示

監督

諮問答申

業務監査 会計監査

監査·指導内部監査 報告報告

連携

監査 連携

経
営

業
務
執
行

内
部
統
制

選定・解職

CSR推進室

指名・報酬委員会
（代表取締役・CEO/社外取締役/
社外監査役の3名で構成）

経営体制
当社は、取締役会において経営の重要意思決定、業務執行
の監督を行い、監査役が取締役会などの重要会議への出席等
を通じて取締役の職務の執行状況等を監査する監査役設置
会社です。2022年4月の組織再編に際し、多様な事業領域の
成長軸として定めた「地球環境」と「ウェルネス」の事業領域を
管掌する2名の取締役と、今後の成長を担うグローバル事業・
エンジニアリング事業を担当する代表取締役1名を選任する
とともに、6月に、経営経験のある社外取締役1名を増員しま
した。これにより当社の取締役会は現在、社内取締役7名、社
外取締役4名の計11名で構成されています。取締役の任期
は、事業年度ごとの取締役の経営責任を明確化するため1年
としています。また、2022年8月に取締役や経営陣幹部の指
名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責
任を強化するため、独立社外役員が過半数を占める指名・報
酬委員会を設置しました。
業務執行体制
当社グループの広範囲にわたる事業領域における的確かつ

迅速な意思決定を支える機関として、社内取締役と各事業部
門の責任者等で構成する最高経営委員会を原則として月1回、
開催しています。最高経営委員会は、広範囲かつ多様な見地
から取締役会の付議事項について事前審議を行うほか、当社
グループの業務執行に関する重要事項について審議を行って
います。
内部統制体制
内部監査については、内部監査部門である「CSR推進室監
査グループ」が当社グループにおける法令および社内諸規則
の順守状況のほか、業務プロセスの適正性と妥当性について
定期的に監査を実施しています。また、財務報告の信頼性と
適正性を確保するための内部統制システムの構築および運用
状況について監視および監督を行うとともに、その有効性の
評価については、代表取締役の責任と指揮のもとで主管部門
としての役割を果たしています。加えて、コンプライアンス、
保安防災、環境保全および品質保証についてグループを横断
的に管理、統制する専任部署として、「CSR推進室コンプライ
アンスグループ」を設置しています。

女性取締役1名が在籍監査役の3/5が
独立社外監査役

取締役の1/3以上が
独立社外取締役体制のポイント

・取締役会資料の早期配布
・社外取締役・監査役向け事前説明の開催
・取締役会付議基準の改定

2021年度
までの
取り組み

・指名・報酬委員会の設置
・取締役会の多様性強化
・取締役会事務局のさらなる運営改善

2022年度の
取り組み

※グローバル担当兼エンジニアリング担当

取締役・監査役のスキルマトリクス
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エア・ウォーターグループ倫理行動規範
当社およびグループ会社の役員、従業員が法令などを順守
し、社会倫理を尊重した行動を実践するための行動指針とし
て、「エア・ウォーターグループ倫理行動
規範」を制定しています。この倫理行動規
範については、その内容と違反事例など
をわかりやすく解説した「コンプライアン
スハンドブック」を制作し、全グループ従
業員に配布することにより、周知啓蒙を
図っています。

コンプライアンス委員会
当社は、関連部門が集まりコンプライアンス問題を協議す
る諮問機関として、コンプライアンス委員会を設置しています。
代表取締役から示されたコンプライアンスに関する方針・指
示事項についての具体的施策などを検討するほか、コンプラ
イアンス違反発生時における対応についても協議します。

2021年度は同委員会を2回開催し、当社グループにおける
コンプライアンス上の重要事項について協議しました。

内部通報制度
当社はコンプライアンスの実効性を高めるために、内部通
報制度を設けています。法令および社内諸規程に違反、また
は違反のおそれがある行為を認識した場合には誰でも通報
することができます。通報窓口は社内と社外に設け、通報者
には不利益な扱いをしないことを定めています。また、こう
した内部通報制度における「ホットライン」の連絡先について
は、「コンプライアンスポスター」をすべての事業所に掲示す
ることによって、グループ従業員一人ひとりの目に留めても
らうなどの方法で周知徹底を図っています。
コンプライアンスの徹底に関する取り組みは、Webサイトに
て公表しています。

コンプライアンスの徹底に関する取り組み
https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/governance/compliance.html

▍リスクマネジメントの強化
リスクマネジメント体制
当社グループの事業活動において特に重要なリスクである
と認識しているコンプライアンス、保安防災、環境保全および
品質保証に関わるリスクについては、代表取締役の直轄組織
である「CSR推進室コンプライアンスグループ」がその統括部
門として、グループを横断的に管理する体制としています。情

報セキュリティ、知的財産、海外事業展開および契約などに関
わる個別リスクについては、それぞれの担当部門において、
社内規程の制定、マニュアルの作成ならびに教育研修の実施
などを行うとともに、事前審査や決裁制度を通じて当該リスク
を管理しています。また、CSR推進室コンプライアンスグルー
プを事務局とするリスクマネジメント検討会を定期的に開催
し、グループ全体におけるリスク管理体制の強化を推進してい
ます。2021年度は同検討会を4回開催し、当社グループにお
ける主要なリスクの把握とその対策状況についての検討など
を行いました。グローバル会社については、リスクマネジメン
トの統括部門であるCSR推進室コンプライアンスグループが、
当該会社を管理する事業ユニット・エンジニアリングセンター
と連携し、リスクマネジメント体制を構築しています。各グロー
バル会社を対象に、年に1回、リスクの特定、影響度合いと発
生確率に応じたリスクの分析・評価、リスク対応策の検討とい
う一連のプロセスでリスクアセスメントを実施。その結果を踏
まえ、BCP（事業継続計画）を策定しています。CSR推進室コ
ンプライアンスグループでは、これらのリスクアセスメントお
よびBCPに対して指導・助言を行うことにより、全社的なグ
ローバルリスクを管理しています。
リスクマネジメントの強化に関する取り組みは、Webサイト
にて公表しています。

リスクマネジメントの強化に関する取り組み
https://www.awi.co.jp/ja/sustainability/governance/risk_management.html

▍役員報酬

各取締役の報酬額については、株主総会の決議により定め
た報酬総額の範囲内で、当該報酬の水準が各取締役の役割と
責任および業績に報いるにふさわしいものであること、なら
びに当該報酬が中長期的な企業価値の向上に向けたインセン
ティブとして有効に機能することなどを考慮し、決定してい
ます。なお、当社は、2022年8月4日付で、取締役会の任意の
諮問機関として、独立社外役員が構成員の過半数を占める指
名・報酬委員会を設置しています。今後、取締役の報酬決定
方針および報酬額等については、指名・報酬委員会において
審議し、指名・報酬委員会の答申をもとに取締役会において
決定します。
また、各監査役の報酬額については、株主総会の決議によ
り定めた報酬総額の範囲内で、監査役の協議により決定して
います。

役員報酬の構成
取締役の報酬については、取締役会決議に基づき、固定報
酬としての基本報酬、業績連動報酬等および株式報酬（社外
取締役を除く）により構成しています。
非金銭報酬等（株式報酬）は譲渡制限付株式とし、中長期的
な企業価値向上に向けた取り組みや株主の皆さまとの一層の
価値共有を促進することを目的として、一定の譲渡制限期間
を設けたうえで、当社普通株式を交付しています。また、報酬
等の種類ごとの比率の目安は、基本報酬、業績連動報酬等、
非金銭報酬等それぞれについて、７対２対１の割合としてい
ます。
なお、社外取締役および監査役の報酬については、基本報
酬のみとしています。

▍政策保有株式の考え方

政策保有に関する方針
当社は、取引先との関係維持、取引拡大ならびに取引機会
の創出を目的として、政策保有株式を保有しています。新規
取得および保有継続の是非については、保有先企業との取
引関係、提携、協業等の協力関係等が、中長期的に当社グ
ループの企業価値の向上に資するかどうかを判断基準とし
ています。

政策保有株式の検証
当社は、個別の政策保有株式ごとに、保有に伴う便益やリ
スクが資本コストに見合っているか、また、中長期的に当社グ
ループの企業価値に資するという保有目的に沿っているかを
精査し、毎年、取締役会において検証を行っています。保有
の意義や合理性が認められない銘柄は売却し、縮減するなど
の見直しを行います。

▍親子上場の考え方
当社は上場会社である川本産業（株）の親会社です。子会社
の上場には、子会社において「取引先の信用確保」などのメ
リットがあるほか、両社にとっても、当社が有する医療関連事
業会社の全国約160ヵ所の販売ネットワークを通じた新規顧
客開拓、先進的な医療衛生材料製品の開発やより付加価値の
高いサービス提供に向けた相互協力、同社が有する衛生材
料・医療用品・介護用品の当社への供給による取扱商品の相
互拡充などといったグループシナジーの拡大等が挙げられま
す。子会社の独自の企業文化と経営の自主性の維持、少数株
主の権利の尊重を前提として、子会社を含むグループ全体の
企業価値の最大化が図れる場合においては、親子上場は有効
な選択肢の一つと考えています。

▍コンプライアンスの徹底
コンプライアンス体制
コンプライアンスに係る管理組織体制としては、当社グルー
プにおけるコンプライアンス上の問題を一元的に管理する統
括部署として代表取締役の直轄組織である「CSR推進室コン
プライアンスグループ」を設置し、取締役または執行役員もし
くは理事の中からその責任者を任命しています。また、各事
業グループの中にコンプライアンスの責任担当部署を設置し、
CSR推進室コンプライアンスグループと緊密な連携を図るこ
とで、傘下のグループ会社も含めたコンプライアンス体制の
強化を図っています。

2021年度役員報酬の実績

役員区分
報酬等の
総額 

（百万円）

報酬等の種類別の総額 （百万円） 対象となる
役員の員数 
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取締役 629 463 121 44 9

（うち社外
取締役） （33） （33） （ー） （ー） （3）

監査役 93 93 ー ー ５

（うち社外
監査役） （45） （45） （ー） （ー） （3）

※ 非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬制度に基づく2021年度における費用計上額を記
載しています。
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コンプライアンス
ハンドブック

エア・ウォーターグループ

C O M P L I A N C E  H A N D B O O K

取締役会

リスクマネジメント体系図

リスクマネジメント検討会

コンプライアンス委員会

代表取締役

CSR推進室
コンプライアンスグループ

リスク発生部門

報告

報告

報告

報告報告

答申
指示

指示

報告

指示指示

諮問

監督

事業ユニット・
エンジニアリングセンター
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社外取締役

坂本 由紀子

社外取締役

清水 勇

すべての社員に出番と居場所があれば 
人は成長し、会社も発展する

私は、これまで働く人の能力開発や快適な職場づくり、ダイバーシティ推
進に関わる仕事をしてきました。その知見に基づいて、社員の成長、働きや
すさ、ダイバーシティの視点を重視し、さまざまな提言を行うのが自分の役
割だと考えています。当社では、女性・男性ともに社員が意欲的に、仕事を
通じて社会に貢献し、自分自身も成長しようと頑張っています。
私は、良い組織とは、すべての人に出番があり、その中に居場所を感じら
れる組織だと考えています。当社は、多くのM&Aを進めてきた結果、関連会
社の多さ、仕事の多様さが顕著です。このことは組織としての一体感が求め
られることでもありますので、シニア層にとってはこれまでの経験を活かし
て、組織相互のつながりを強める役割という新たな活躍の場を見つけること
を可能にします。若者にとっては、さまざまなことにチャレンジし、創意工夫
を現実化していく機会が豊富にある魅力的な場所だといえます。
このようなすべての社員が活き活きと自分らしく活躍できる会社、人を活
かす経営を行う当社は、社会の持続的な発展に貢献できる会社であると考え
ています。

社外取締役の役割は 
原子炉の制御棒のようなもの

私が当社の社外取締役に就任してから4年になりますが、就任当初と比べ
てガバナンスの整備・強化が進んでいると実感しています。私を含め、2名
だった社外取締役は現在では4名にまで増員されましたし、今や大多数のプ
ライム上場企業で設置されている指名・報酬委員会が、2022年度から当社
でも置かれることになりました。取締役会の付議議案に関する事前説明もよ
り実質的なものになりました。私は国立大学法人でのガバナンスマネジメン
トの経験を踏まえ、社外取締役に求められる役割を考慮して、今後も当社の
ガバナンス強化を積極的に後押ししていきたいと考えています。
私見ですが、一般的に社外取締役というのは、原子炉における制御棒のよ

うなものではないかと思っています。企業の投資活動などが低下し守りに過
ぎている場合は積極的なイノベーションを促し、反対に足元を見ずに過剰に
攻め過ぎている場合はこれを抑え、バランスの取れた健全な経営を維持する
よう助言する役割があると考えます。新中期経営計画では、さらに旺盛な投
資が計画されていますので、各企画事業の成長性や投資効率、キャッシュ・
フローなどをしっかりと見据えていきたいと考えています。

社外取締役

松井 隆雄

社外取締役

千歳 喜弘

多様な事業展開の価値を最大化するためには、 
グループガバナンス強化が不可欠

当社は、さまざまな分野に事業を展開し、連結グループ会社だけで167

社もあります。多くのグループ会社を抱える企業では、時間をかけて企業
文化や組織風土で一体感を醸成し、グループガバナンスを効かせるやり方
もありますが、当社は主にM&Aによってかつ短期間に事業領域を拡大した
ため、それとは異なる当社なりのグループガバナンスの確立が必要になっ
ています。
その解決策の一つとして、新中期経営計画では、地球環境とウェルネスの

2軸で多様な事業群を再編集約しました。グループ会社間のシナジーを強
化することで、今までできなかった新たな技術や事業を生み出すとともに、
グループガバナンスの強化を図ることが狙いになっています。
当社はこれまでに、さまざまな環境変化に直面しながらも、多様な事業
を展開し、会社の形を変えてきました。その結果は、現在に至る成長の実現
と同時に、多様な知見・ノウハウの獲得につながっています。私は、これま
でさまざまな分野の事業会社で会計監査を行ってきた知見を活かし、当社
の“多様な事業展開の価値を最大化する”挑戦をサポートしたいと考えてい
ます。

「強みの源泉」を経営力で掛け算、 
イノベーションを生み出す

私はこれまで、ある時までは技術者として、その後は経営者として、イノ
ベーションに取り組んできました。その経験を踏まえても、当社ほど幅広い
分野で事業を展開する会社はありませんでした。当社には、これまでにない
次元のイノベーションを実現する潜在能力を感じています。
では、この潜在能力をどう活かしていくべきか。私は、企業が持続的に成
長するために、研究、生産、営業といった現場にある「強みの源泉」を「知り」
掘り下げ、「創新的」に活用することが大事だと考えています。普段、当たり
前のことになっているので、社内の方は意外に気づかないものです。まず
は、経験を活かし、「強みの源泉」を掘り下げ、社内全体で「見える化」するこ
とに貢献したいと考えます。
イノベーション創出には、「強みの源泉」同士を単純に足し算してはいけま
せん。必ず、経営力のある人間が分析し、組み合わせを変え、新しい形を作
ること「創新」が必要なのです。つまり、経営力を使って掛け算していくこと
が重要であり、ここでも役に立てると自負しています。私はこれまでの経験
を活かしイノベーションを創新、当社の持続的な成長に貢献することを自ら
に課したいと考えています。

1998年  6月 京都大学生態学研究センター教授
2003年  4月  同生態学研究センター長 

（京都大学評議会評議員）
2008年11月 公益財団法人体質研究会主任研究員
2018年  6月 当社取締役（現）

1982年10月  監査法人朝日会計社 
［現 有限責任あずさ監査法人］入社

2010年  7月 有限責任あずさ監査法人パートナー
2014年  9月 同監事
2020年  6月 当社取締役（現）

1971年  4月  日立マクセル（株） 
［現 マクセルホールディングス（株）］入社

2016年  6月 同代表取締役会長
2017年10月  マクセルホールディングス（株） 

代表取締役会長および 
マクセル（株）取締役会長

2022年  6月 当社取締役（現）

1972年  4月 労働省［現 厚生労働省］入省
1996年  4月 静岡県副知事
2002年  8月 厚生労働省職業能力開発局長
2004年  7月 参議院議員
2014年  6月 当社取締役（現）
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社外取締役メッセージ



取締役

代表取締役名誉会長

豊
と よ だ

田  昌
ま さ ひ ろ

洋
所有する当社の株式数 232,189株
2021年度 取締役会出席状況 12/13回

1957年  3月 大同酸素（株）［1993年4月 当社と合併］入社
1999年  6月  大同ほくさん（株）［現 当社］代表取締役社長および最高業務執行責任者

（COO）
2001年  6月 当社代表取締役副会長および最高業務執行責任者（COO）
2015年  6月 同代表取締役会長および最高経営責任者（CEO）
2019年  6月 同代表取締役名誉会長（現）

代表取締役 
副社長執行役員 
経営戦略センター担当

町
ま ち だ

田  正
ま さ と

人
所有する当社の株式数 44,298株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回

1980年  4月 （株）ほくさん［現 当社］入社
2011年  6月 当取締役経営企画部長
2014年  6月 同常務取締役農業・食品カンパニー長
2019年  6月 同代表取締役副社長経営管理担当
2022年  6月  同代表取締役副社長執行役員 

経営戦略センター担当（現）

常勤監査役

安
あ ん ど う

藤  勇
ゆ う じ

治
所有する当社の株式数 11,239株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回
2021年度 監査役会出席状況 14/14回

1971年  4月 （株）ほくさん［現 当社］入社
2001年  6月 当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター総務部長
2008年  7月 同監査室長
2016年  6月 同グループ執行役員、ゴールドパック（株）代表取締役社長
2020年  6月 同常勤監査役（現）

社外取締役 
独立役員

清
し み ず

水  勇
いさむ

所有する当社の株式数 0株
2021年度 取締役会出席状況 12/13回

1998年  6月 京都大学生態学研究センター教授
2003年  4月 同生態学研究センター長（京都大学評議会評議員）
2008年11月 公益財団法人体質研究会主任研究員
2018年  6月 当社取締役（現）

代表取締役会長および 
最高経営責任者（CEO）

豊
と よ だ

田  喜
き く お

久夫
所有する当社の株式数 71,082株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回

1973年11月 大同酸素（株）［1993年4月 当社と合併］入社
1999年  7月 大同ほくさん（株）［現 当社］執行役員人事部長
2001年  6月 当社執行役員医療事業部福祉・介護部長
2012年  6月 同常務取締役医療カンパニー長
2019年  6月 同代表取締役会長および最高経営責任者（CEO）（現）

取締役  
専務執行役員 
地球環境管掌

水
み ず の

野  和
か ず や

也
所有する当社の株式数 7,615株
新任

1981年  4月 三菱商事（株）入社
2013年  3月 中央化学（株）代表取締役社長
2019年  1月 当社ケミカルカンパニー担当
2019年  4月 同上席執行役員ケミカルカンパニー長
2022年  6月  同取締役専務執行役員地球環境管掌 

兼デジタル＆インダストリーグループ担当（現）

社外監査役（常勤） 
独立役員

恒
つ ね よ し

吉  邦
く に ひ こ

彦
所有する当社の株式数 885株
2021年度 取締役会出席状況 12/13回
2021年度 監査役会出席状況 14/14回

1981年  4月 住友信託銀行（株）［現 三井住友信託銀行（株）］入社
2005年  6月 同金沢支店長
2010年  6月 同執行役員大阪本店営業第一部長
2020年  6月 当社常勤監査役（現）

社外取締役 
独立役員

松
ま つ い

井  隆
た か お

雄
所有する当社の株式数 159株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回

1982年10月  監査法人朝日会計社［現 有限責任あずさ監査法人］入社
2010年  7月 有限責任あずさ監査法人パートナー
2014年  9月 同監事
2020年  6月 当社取締役（現）

代表取締役社長および 
最高業務執行責任者（COO）

白
し ら い

井  清
き よ し

司
所有する当社の株式数 61,646株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回

1982年  4月 大同酸素（株）［1993年4月 当社と合併］入社
2009年  6月 当社産業カンパニー産業事業部長
2013年  6月 同取締役産業カンパニー産業ガス関連事業部長兼産業機材事業部長
2014年  6月 同取締役経営企画部長
2017年  4月 同代表取締役社長および最高業務執行責任者（COO）（現）

取締役  
専務執行役員 
ウェルネス管掌

原
は ら

 圭
け い た

太
所有する当社の株式数 6,208株
新任

1985年  6月 シャープ（株）入社
2016年12月 シャープライフサイエンス（株）取締役
2019年  3月 エア・ウォーター・バイオデザイン（株）代表取締役社長
2020年  2月  当社上席執行役員技術戦略センター長、 

エア・ウォーター・バイオデザイン（株）代表取締役社長
2022年  6月  同取締役専務執行役員ウェルネス管掌 

兼グループテクノロジーセンター長（現）

社外監査役 
独立役員

林
はやし

 醇
あつし

所有する当社の株式数 1,711株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回
2021年度 監査役会出席状況 14/14回

1980年  4月 大阪家庭裁判所判事
2004年  9月 神戸地方裁判所長
2008年  9月 高松高等裁判所長官
2010年  4月 京都大学大学院法学研究科教授
2016年  6月 当社監査役（現）

社外取締役 
独立役員

千
せ ん ざ い

歳  喜
よ し ひ ろ

弘
所有する当社の株式数 1,840株
新任

1971年  4月 日立マクセル（株）［現 マクセルホールディングス（株）］入社
2016年  6月 同代表取締役会長
2017年10月  マクセルホールディングス（株）代表取締役会長および 

マクセル（株）取締役会長
2022年  6月 当社取締役（現）

常勤監査役

柳
やなぎさわ

澤  寛
ひ ろ み

民
所有する当社の株式数 2,000株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回
2021年度 監査役会出席状況 14/14回

1971年  4月 住友商事（株）入社
1997年10月 欧州住友商事会社財経部長
2001年  4月 住友商事（株）金属資源経理部長
2003年  6月 当社執行役員コーポレート・ソリューションセンター財務部長
2016年  6月 同常勤監査役（現）

代表取締役 
副社長執行役員および最高業務執行責任者（COO） 
グローバル担当 兼 エンジニアリング担当

松
まつばやし

林  良
りょうすけ

祐
所有する当社の株式数 18,444株
新任

1988年  4月 大同酸素（株）［1993年4月 当社と合併］入社
2014年  6月 当社執行役員産業カンパニーエンジニアリング事業部長
2017年  4月  同上席執行役員エンジニアリング統括室長、 

エア・ウォーター・プラントエンジニアリング（株）代表取締役社長
2018年  6月  同取締役エンジニアリング統括室担当、 

AIR WATER AMERICA INC.取締役社長
2022年  6月  同代表取締役副社長執行役員および最高業務執行責任者（COO） 

グローバル担当兼エンジニアリング担当（現）

社外取締役 
独立役員

坂
さ か も と

本  由
ゆ き こ

紀子
所有する当社の株式数 4,172株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回

1972年  4月 労働省［現 厚生労働省］入省
1996年  4月 静岡県副知事
2002年  8月 厚生労働省職業能力開発局長
2004年  7月 参議院議員
2014年  6月 当社取締役（現）

社外監査役 
独立役員

林
はやし

 信
の ぶ お

夫
所有する当社の株式数 1,598株
2021年度 取締役会出席状況 13/13回
2021年度 監査役会出席状況 14/14回

1988年  4月 専修大学法学部教授
2001年  4月 京都大学大学院法学研究科教授、京都大学法学部教授
2012年10月 同副学長（法務・コンプライアンス担当）
2020年  6月 当社監査役（現）

監査役
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取締役および監査役のご紹介
（2022年9月30日時点）




