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1.  総論 
 

1.1 はじめに 
 

株式会社 JERA（以下「JERA」といいます。）は、世界で戦い、国際競争

力ある電力・エネルギーの供給を実現して、日本、さらには世界の人びとの

豊かなくらしと産業・経済の活力向上に貢献すること、及び JERA の株主（東

京電力フュエル&パワー株式会社及び中部電力株式会社。両社を併せて

以下「株主」といいます。）におけるグループ全体の企業価値を向上すること

を使命としています。JERA 及び株主は、JERA の設立以来、国際エネルギー

市場から信任される強固で健全な経営・財務体質を備え、独立した企業文

化及び自律的な事業運営と迅速な意思決定が可能となる経営体制を確

保することを、基本理念として認識しています。  

 

JERAの取締役会（以下「取締役会」といいます。）は、この使命と基本理

念を認識し、十分な審議、全員の承認を経て、ここに本取締役会憲章を制

定します。取締役会は、本取締役会憲章の制定、実行、公表を通じ、取締

役会の機能と JERA のガバナンス能力を強化し、JERA のガバナンスへのグロ

ーバル・ベストプラクティスの導入と透明性を向上する決意を表明します。 

 

取締役会は、4 名の常勤取締役及び 2 名の非常勤取締役からなる、6

名の取締役により構成されています。JERA に関して株主間で締結された合

弁契約書に基づき、それぞれの株主は、常勤取締役 2 名と非常勤取締役

1 名ずつを指名しています。 

 

なお、JERA と株主の間で、JERA の重要な経営方針その他重要事項に

ついて話し合う会議体として、統合委員会があります。 
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1.2  適用法令等との関係 
 

本取締役会憲章は、（1）日本における適用法令及び規制、（2）JERA 定

款及び社内規程、（3）株主間で締結された合弁契約書その他株主との合

意（（1）から（3）までを併せて、以下「適用法令等」といいます。）に従って解

釈及び運用され、本取締役会憲章の規定と適用法令等が矛盾する場合

には、適用法令等が優先するものとします。 

 

 

1.3  透明性、改定 
本取締役会憲章は、JERA のウェブサイト

（http://www.jera.co.jp/corporate/charter/1.html）において公開されるとともに、

取締役会によって随時見直され、今後の JERA の事業展開に呼応したガバ

ナンス体制の変更等に伴い、必要に応じて、取締役会決議を経て改定され

ます（改定内容は、上記ウェブサイトにも直ちに反映されます。）。 

 

 

1.4 言語 
本取締役会憲章は、英語版と日本語版がありますが、取締役会が両

版において重大な相違があることを認めた場合には、取締役会の考えが明

らかとなるよう、いずれか一方又は両版を適切に修正し、かかる相違を速や

かに解消します。 
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2. 取締役の職務、素養、能力 
 

2.1 取締役の職務 
各取締役は、株主と誠実に協議の上、JERA 及びその関係会社（以下

「JERA グループ」といいます。）の事業内容を踏まえた上で、自身に求められ

る職務を全うし、取締役会の機能が最大限発揮されるよう努めます。 

 

2.2 取締役の素養と能力 
各取締役は、会社法上の善管注意義務及び忠実義務を負うほか、適用

法令等に従って行動するとともに、別紙に記される個人的素養及び主要な

能力を身に付けるべく、最大限の努力を行います。 
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3. 取締役会の責任・役割・行動原則 
 

3.1 取締役会の責任 
取締役会は、適用法令等に従って運営され、JERA の事業全般の業務執

行及び監督に責任を負います。 

 

 

3.2 取締役会の役割 
企業理念の実現： 

取締役会は、JERA の企業理念

(http://www.jera.co.jp/corporate/bus_vision.html を参照)の実現に向けて、戦略

的な方向付けを行います。 

 

責任ある事業運営： 

取締役会は、JERA の事業が効果的かつ責任をもって運営されるよう適切

な対応を行うとともに、誠実かつ多様な企業理念を具現化する企業文化を

支持し、係る企業文化の模範となります。また、取締役会は、JERA グループ

企業倫理基本方針（http://www.jera.co.jp/corporate/ethicspolicy.html を参照）

を遵守するとともに、その浸透のためのリーダーシップをとります。 

 

意思決定： 

取締役会は、決議事項に関し、必要かつ十分な関連情報を収集するとと

もに、積極的な議論を行い、迅速かつ適切に意思決定を行います。  

 

経営目標の決定： 

取締役会は、JERA の業務執行に従事する取締役、執行役員その他事業

運営に関する意思決定を行う権限ないし裁量を有する者（以下「経営陣

等」といいます。）が作成する経営目標の原案について、経営陣等より前提

条件を確認のうえ、妥当であると認める場合には、これを決定します。 
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事業戦略の決定： 

取締役会は、経営陣等が作成する事業戦略の原案について、各取締役

の知見を提供しつつ、必要に応じて反対意見を付すことや見直しを求める

等、積極的かつ建設的な議論を行い、当該事業戦略が妥当であると認め

る場合には、これを決定します。 

 

業務執行の監督： 

取締役会は、経営陣等の業務執行の監督を行います。また、財務状況を

適切に把握した上で、JERA の決算について決定を行います。   

 

必要な経営資源の配分： 

取締役会は、JERA がその戦略を推進し、目的を追求・達成するために必

要とする人的及び財政資源が、適切に配分され活用されるように適切な対

応を行います。 

 

業績のモニタリング： 

取締役会は、経営陣等が以下の職務を果たせるよう、適切な措置を講じ

ます。 

(1) 業績について取締役会への有意な報告の実施 

(2) 業績に係る問題点の見極め 

(3) 継続的な JERA の業績改善のための適切な注意と経営能力の発揮 

 

有効な監査の実現： 

取締役会は、監査役設置会社である JERA において、監査役が有効な監

査を行えるよう適切な対応を行います。また、監査役よりなされた提言を慎重

に検討したうえで、必要に応じて、当該提言を踏まえた適切な措置を経営陣

等が実施することについて責任を負います。 

さらに、会計監査人が必要とする情報にアクセスし、適用法令等に基づい

た有効な会計監査を行えるように適切な対応を行います。  

 

リスク管理： 

取締役会は、JERA グループのリスク管理の統括責任者である社長を委員

長とするリスク管理委員会においてとりまとめられた、経営で管理すべき重

要リスク及びリスク管理方針について、積極的かつ建設的な議論を行い、 

妥当であると認める場合には、これを決定します。 
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取締役会の継続的な機能向上： 

取締役会は、株主に対して、取締役会の継続的な機能向上のため、取

締役選定に際して、有益な情報を提供します。 

 
 

3.3 優先順位 
取締役会及び各取締役は、株主その他のステークホルダーの利益に配

慮しつつ、JERA の事業を最優先にして行動します。取締役が行う取引につ

いて、JERA との間に利益相反を認めた場合には、当該取締役は、適用法

令等に従って必要な手続きを行います。 
 
 

3.4 多様性の追求 
取締役会は、JERA がグローバルな事業環境において成功をおさめるため

には、取締役会及び JERA において多様な視点が必要であることを認識し、

ビジネス経験、専門知識、国籍、年齢、性別、意見等の面において、多様

性を追求します。 
 
 

3.5 取締役の協働 
各取締役は、取締役会がバランスのとれた多角的な方法で運営され、か

つ、各々の責任に基づき、重要事項及び JERA の基本方針に関わる事項

について、協働し、意見を述べるように努めます。 
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4. 会長の役割及びミッション 
 

4.1 会長 
会長は、取締役会の決議に基づき選任され、適用法令等に加え、本取

締役会憲章の規定に従って行動します。 

 

 

4.1.1 会長の役割 
会長は、取締役会の活動において主導的な役割を担い、業務執行

の統括者である社長との間で、定期的に協議の場を設けるとともに、取

締役会の決議に基づき JERA の株主総会の議長を務めます。 

 

 

4.1.2 会長のミッション 
企業理念の浸透： 

会長は、他の取締役と共に、社内に新しい企業文化を醸成するため、

以下の各事項を担当します。 

 

1. 各取締役及び JERA の全社員に、JERA の企業理念を理解させ、こ

の実現に向け協働するという考え方を浸透させること 

 

2. JERA の企業理念に従い、JERA に関わる人々の多様性、視点及び

意見の違いを受け入れ、これを具現化する文化を取締役会におい

て育むこと 

 

取締役会の運営： 

会長は、取締役会の決議に基づき議長を務め、以下を実施します。 

 

1. 取締役会が円滑かつ効率的に進行されるよう最大限努力すること 
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2. 各取締役より、業務遂行に関する問題や各取締役間においての利

害調整を要する問題が発生したことを述べられた場合に、適切かつ

公平に対応すること 

取締役会が効果的に機能するための支援： 

会長は、他の取締役と共に、取締役会が適切かつ効果的に機能す

るよう、以下の各事項を実現します。 

 

1. 選任された取締役が、第 6.1 条に記載の導入プログラムや研修プ

ログラムへ参加すること 

 

2. 各取締役が、職務の遂行に必要な全ての情報を受領すること 

 

3. 取締役会において、討議及び効果的な意思決定を行うにあたり、十

分な時間を確保すること  

 

4. 取締役が、経営陣等と効果的なコミュニケーションを取ること 

 

5. 各取締役が、適時に取締役会の活動についての評価を行うこと 
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5. 取締役会、意思決定 
 

5.1 会議の頻度、招集通知、議題及び場所 
頻度： 

取締役会は、原則として、毎月開催します（ただし、適用法令等に別途定

めがある場合にはこれに従います。）。取締役会は、可能な範囲で事前に

年間スケジュールを設定します。 

 

招集通知及び議題： 

取締役会は、取締役会の決議に基づき選任される会長によって招集され

ます。取締役会の議題は、緊急の場合を除き、適用法令等に従い、原則

として取締役会開催の 2 日前までに全ての取締役及び監査役に送付され

ます。それぞれの議題には、原則として書面による説明が付され、関連書類

が添付されます。会長は、取締役会の招集前に、議題の内容について社

長と協議します。社長及び各取締役が、取締役会の議題の追加を要求す

る場合には、原則として、取締役会の開催前に当該議題を合理的な方法

によって会長に通知します。 

 

場所： 

取締役会は、原則として JERA の事業所内で開催されます。また、適用法

令等に従って、全ての出席者が一堂に会するのと同等の対話が可能な環

境であれば、電話会議、テレビ会議、又はその他の電子的な通信手段によ

り取締役会を開催することもできます。  

 

 

5.2 意思決定 

5.2.1 定足数   
取締役会は，議決に加わることができる取締役の過半数が出席してい

る場合にのみ、決議を行うことができます。 
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5.2.2 議決権   
各取締役は、それぞれ一つの議決権を有しています。 

 

5.2.3 決議に向けた姿勢   
各取締役は、取締役会の審議において議論を尽くし、取締役間のコン

センサス形成に努めます。取締役全員のコンセンサス形成に至らない

場合には、反対の理由を述べることが奨励され、当該反対意見は議事

録に記録します。 

 

5.2.4 多数決   
取締役会の全ての決議は、適用法令等により出席取締役全員の賛

成が求められる議案を除き、全会一致に至らない場合には出席取締役

の過半数の賛成を以て行われます。なお、議案に対する賛否が同数の

場合でも、議長である会長は決定権を有しません。 

 

 

5.2.5 書面等による決議   
取締役会の決議の目的である事項について適用法令等に従い書面

決議の提案がなされた場合において、議決に加わることができる取締役

の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その

他適用法令等に規定する要件を充足することにより、可決する旨の決

議があったものとみなすことができます。ただし、監査役が当該提案につ

いて異議を述べたときは除きます。 

 

 

5.2.6 招集通知の省略要件   
取締役会の開催にあたり、会長が緊急性その他の状況を考慮し必要

と認める場合等においては、取締役及び監査役全員の承認を得て適

正な手続を経ることにより、第 5.1 条の招集通知を省略することができま

す。 
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5.3 公正かつ適正な手続き   
各取締役は、取締役会が公正かつ適正な手続きに従い、迅速かつ明瞭

な意思決定を行えるよう、次のガイドラインを常に遵守します。 

 

1. 社内外において、コミュニケーションを積極的に行います。 

 

2. それぞれの判断に関する最も有用な情報を、経営陣等や社外の情報

源から適切に得るよう努めます。 

 

3. 公正かつ客観的な検討および明瞭な意思決定が可能となるような論

点・検討課題の定義づけを行ったうえで、取締役会の有効な経営判断

に資する全ての事項について、疑問点、懸念点、助言又は意見を率直

に提示します。 

 

4. 新しい情報、代替案及び異なる視点に対して、オープンな心を持ちま

す。  

 

5. 事実認定又は意思決定に影響を与えうる先入観に注意を払うとともに、

これを排除します。 

 

6. 取締役会における検討課題について、相互理解に努めます。 

 

7. 経営判断にあたっては、当該判断を延期する場合又は行わない場合も

含め、リスク及び収益を公平に検討します。 

 

8. 取締役会における意思決定が行われる前に、当該取締役会における

議決権の行使を拘束する内容の合意を他の取締役と行いません。  

 

9. 取締役会における全ての意思決定は、正確に記録されるとともに、経営

陣等によるフォローアップ事項が適切に示されるものとします。また、各取

締役は、業務執行の状況及びその結果を十分に監督、評価するととも

に、経験を通じて学習し、改善するよう努めます。 
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5.4 パスファインダー・ディスカッション   
各取締役間の十分かつ率直な議論の推進を図るため、各取締役会の終

了後又は別途設定された時間に、取締役会とは別に、次の「パスファインダ

ー・ディスカッション」を開催します。  

1. 「パスファインダー・ディスカッション」では、一般的に事業環境に関する大

きなトレンド、リスク、機会、JERA のガバナンス、戦略や業績に関する包

括的な課題について議論するものとし、会長、社長、又は取締役のい

ずれも、「パスファインダー・ディスカッション」での議題を提案できます。   

2. 「パスファインダー・ディスカッション」では、各取締役又は取締役会として

の意思決定はなされません。  

3. 各「パスファインダー・ディスカッション」における議論の内容については、

出された意見が誰からのものであるかは特定しないよう努めつつ、記録さ

れる場合があります。 
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6. ガバナンス水準の保障 
 

6.1 導入プログラム等   
導入プログラム及び研修プログラム： 

各取締役は、就任に際しては、JERA の企業理念、ガバナンス体制、事業

戦略、財務、法務全般、財務報告、JERA の事業活動に固有の課題、取

締役の責任に関する導入プログラムに、また、職務遂行中には、必要な研

修プログラムに参加します。 

なお、導入プログラム及び研修プログラムについて改善の必要が認められ

る場合には、追加的な研修及び有益な学習分野を特定し、導入プログラム

及び研修プログラムを変更します。 

会社による費用負担： 

導入プログラム及び研修プログラムに関する費用は、JERA が負担します。 

 

 

6.2 情報の取得、提供及び確認における責任   
1. 各取締役は、各自の責任のもと、経営陣等、監査役及び会計監査人

から、職務遂行に必要な全ての情報を取得します。取締役会又は各取

締役が必要と認める場合、従業員及び社外アドバイザーからも情報を

取得します。取締役会は、特定の執行役員又は社外アドバイザーに取

締役会への出席及び議論への積極的な参加を求めることもできます

が、当該出席者は議決権を有しません。 

2. 会長及び社長は、取締役会が有効に機能するために必要な情報が、

検討時間を踏まえ、あらかじめ提供されるよう取り計らいます。 

3. 各取締役は、取締役会に向け、事前に提供された情報を確認、検討

するとともに、必要と認める補足情報の入手や説明を受けるようにしま

す。 
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6.3 エキスパート・アドバイザリー・ボード   
目的： 

取締役会は、以下を目的としてエキスパート・アドバイザリー・ボード（以下

「EAB」といいます。）を設立します。 

 

1. 全ての取締役、経営陣等が、以下の目的で、JERA 事業の中核分野に

おけるグローバル・エキスパートと直接出会う機会を得ること 

(1) 国際的なトレンド及びそれらトレンドへの JERA の戦略的アプローチに

ついて、グローバルな見解を得る 

(2) 経営及び事業上の主要課題について議論し、グローバルな見解を

得るための場を得る 

(3) 先駆的なグローバル・エネルギー企業としての JERA の発展を加速さ

せる 

2. JERA の中核的価値、とりわけ「多様性」や「卓越性」を強化すること 

3. JERA のグローバル・ネットワークを拡大し、JERA の評価を高めること 

 

EAB の設立： 

取締役会は、まず、発電事業及び燃料事業に関する EAB を設立します

が、必要に応じ、新たな EAB を設立し、又は既存の EAB を解散します。 

 

リーダーシップ： 

会長は、EAB の設立及び運営、各 EAB 会議の準備及び議事進行を主導

します。会長は、EAB の計画や重要な進展について、取締役会に継続的に

情報提供します。 

 

取締役・経営陣等の EAB 会議への参加： 

全取締役は、いずれの EAB 会議にも参加できますが、EAB 会議の議題と

なる案件を担当する取締役は、当該 EAB 会議に出席するものとします。これ

に加え、会長は、必要に応じて経営陣等に EAB 会議への参加を求めます。 

 

各取締役は、EAB が JERA にとって有益となるよう努力し、EAB を通じて得た

情報又は助言を JERA が有効に活用できるようにします。 
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6.4 取締役会による自己評価   
取締役会は、適時、取締役会の活動、業績を評価し、取締役会の機能

を向上する方法を検討します。 
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7. 株主・経営陣等 
 

7.1 株主 

7.1.1  情報提供 
取締役会は、適用法令等に基づき、株主の利益にとって重要な情報

が、株主に提供されるよう努めます。 

 

 

7.1.2 株主総会、議題、場所 
取締役会は、適用法令等に従い、株主総会の開催日時及び場所、

並びに株主総会での議題を決定します。また、株主に対して、適用法

令等に従い、株主総会において議決権を行使するために必要と認めら

れる情報や、株主より求められた情報を提供します。 

 

 

7.2 経営陣等 

7.2.1  経営執行会議 
取締役会は、「経営執行会議」が、JERA の事業戦略の執行に係る社

長の諮問機関であることを確認します。 

 

7.2.2 支援 
取締役は、JERA のステークホルダーとの関わりや協働に関して、経営

陣等を適切に支援します。 

 

以  上 
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（別紙） 取締役に求められる素養

及び能力 
1 個人的素養 

各取締役は、JERA 社員の模範として、以下の個人的素養を身に付ける

べく最大限の努力を行います。 

 

積極的な姿勢： 

成長を続けるグローバル・エネルギー企業のリーダーとして、積極的な姿

勢を有し、俊敏、創造的で、想像力、決断力があり、JERA の成長を促進さ

せることができる。 

 

取締役業務への注力： 

他の職務も全うしつつ、世界レベルの業績を上げるため、取締役会の事

案を熟考できるよう、十分な時間を確保できる。 

 

企業倫理観： 

JERA の模範として、優れた倫理的判断力と強い責任感を有するとともに

JERA の企業倫理基本方針及び企業理念を深く理解し、他者にも浸透さ

せることができる。 

 

チームワーク志向： 

機能的なチームワークを志向するとともに、JERA 内でも同様の志向を導く

ことができる。 

 

組織最適化に対する志向： 

組織最適化を常に考えるとともに、適切なフィードバックと指導を行いつ

つ、後継者を育てることができる。 

 

バランス感覚： 

他者や自分と異なる視点を尊重し、他の取締役と積極的に協調し、事

業目標を達成することができる。難航する案件に正面から取り組むことを恐

れず、必要に応じて毅然とした決断を下すことができる。 



  

- 21 - 
© 2017 JERA Co., Inc. All Rights Reserved. 

2 主要な能力 
各取締役、ひいては取締役会は以下の主要な能力を発揮できるように

取り組みます。 

 

リーダーシップ： 

各組織が最も有効に機能するよう、志気を高めるとともに、業務遂行を把

握し、適切な支援ができること。また、危機事象が発生した場合には、適

切な指揮命令ができること。 

 

戦略的思考： 

グローバル・エネルギー業界のトレンド、事業機会やそのリスク並びに JERA

の企業理念を深く理解し、戦略的な思考及び見識を提供することができる

こと。 

 

ビジネス見識： 

JERA 及び JERA の事業に関連するグローバル・エネルギー事業、並びに

グローバル・ビジネス実務についての深い知識と見識を備えていること。 

 

中正な視点： 

先入観に注意を払い、事実認定及び意思決定への影響を低減すること

ができること。 

 

分析力と創造力： 

自己の意見を簡潔に述べるとともに、新たな情報や異なる意見に対して

傾聴し、JERA の利益が最大となるよう、グループに提示された多種多様な

情報と有益に結びつけることができること。 

 

会計及び財務： 

（望ましくはグローバル・エネルギー業界での）財務会計の経験。貸借対

照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書をもとに判断が行えること。 

 

 


