記者発表資料

「誠実な企業」賞 2015 -Integrity Award授賞の決定および表彰式の開催について
2015 年 2 月 19 日
「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 審議会

「誠実な企業」賞 2015 -Integrity Award- 授賞の決定
「誠実な企業」賞 2015 最優秀賞

伊藤忠商事株式会社

「誠実な企業」賞 2015 優秀賞

株式会社滋賀銀行

「誠実な企業」賞 2015 優秀賞

東レ株式会社

 表彰式（講演等を含む）を 3 月 20 日（金）14 時より東証ホールにて開催 （参加無料）
2002 年度に表彰を開始し、今年度で 13 回目を迎える「誠実な企業」賞 -Integrity Award- も今回
が最後の表彰となります。この間、企業経営の誠実さが企業の持続的な成長にとって必要不可欠
なものとなり、本賞も微力ながら、企業の「インテグリティ」向上への取り組みに資することができ
たと考えております。

１．「誠実な企業」賞 2015 -Integrity Award- 最優秀賞 および 優秀賞 について
「『誠実な企業』賞 -Integrity Award-」は、企業経営の誠実さの重要性を示していくとともに、企業
の社会的責任を重視した誠実な経営が中長期的に見て市場で高い競争力を持つことを評価しつ
つ、こうした意識の高い企業を社会的に応援する観点から、企業の社会的責任、企業倫理、コンプ
ライアンス、内部統制等に優れた取り組みを行っている企業を選出し、表彰することを目的としてい
ます。
◆

選出プロセス

（1） 株式会社インテグレックスが、2014 年下期に第 14 回「インテグレックス 企業の誠実さ・透明
性（倫理性・社会性）調査｣を実施。同調査を基に企業を推薦。（過去 5 年以内の最優秀受
賞企業を除く）
（2） 審議会において審議・決定。
◆

選出にあたっての視点


誠実な組織体制という基盤の上に、持続可能な社会をつくるために、企業経営としてどのよ
うな行動・変革を起こしているか

1

記者発表資料

２．表彰式について
〔開催日時〕 2015 年 3 月 20 日（金）14 時～16 時 30 分
〔会場〕

東京証券取引所内 東証ホール

〔主なプログラム〕 「誠実な企業」賞 2015 表彰
「誠実な企業」賞 2015 受賞企業代表者講演
特別講演 高 巌氏

麗澤大学経済研究科教授

〔参加申込方法〕
参加ご希望の旨およびご連絡先（会社名・部署名・役職名・参加者名・電話・E メールアドレス）
を、「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 審議会事務局（award@integrex.jp）に E メールで
お知らせください。 ＊参加無料
３．実施体制
〔主催〕 「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 審議会
〔協賛〕 日本コーポレート・ガバナンス・ネットワーク／株式会社インテグレックス
〔運営〕 「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 審議会事務局（株式会社インテグレックス内）


「誠実な企業」賞 審議会メンバー （○委員長） （五十音順）
秋山をね

株式会社インテグレックス 代表取締役社長

静 正樹

株式会社東京証券取引所 取締役常務執行役員

鈴木行生

株式会社日本ベル投資研究所 代表取締役 主席アナリスト

高

麗澤大学経済研究科 教授

巌

中島 茂

中島経営法律事務所 代表 弁護士

○長友英資

株式会社ＥＮアソシエイツ 代表取締役

花堂靖仁

早稲田大学知的資本研究会 上級顧問

４．その他
 特記事項
「誠実な企業」賞の最優秀賞および優秀賞について、表彰式前後にかかわらず、受賞企業におい
て不祥事など、当該賞の名誉を失墜する行為等が明らかにされた場合には、審議会の判断によ
り、授賞を遡って取り消すことがあります。


「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 沿革

2002 年――優れたコンプライアンスシステムや内部統制システムを整備し、コンプライアンス面で
先進的な取り組みを行っている企業を選出・表彰することにより、コンプライアンス重視の誠実かつ
透明性の高い経営が中長期的に見て市場で高い競争力を持つことを評価し、またこうした意識の
高い企業を社会的に応援することを目的に、産経新聞社および KFi 株式会社が、“「誠実な企業」
賞 -Key Firm of Integrity Award- ”を創設しました。
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2003～07 年――毎春、「大賞」「事業法人部門賞」「金融機関部門賞」の各授賞を決定・発表し、そ
の表彰式を東京証券取引所内東証ホールにて開催しました。
2008 年――賞の創設から 5 年が経過し、内部統制やコンプライアンスの啓蒙がある程度達成され、
また 2008 年 4 月には財務報告に係る内部統制の本格的な導入が始まるほか、誠実な企業である
ことが内部統制上のコントロール環境の重要な要因になることから、2008 年より、“日本内部統制大
賞 -Integrity Award- ”として開催することにしました。また 21 世紀の経済社会において会計専門
職業に関わる人に対する期待が高まり、また果たすべき責任も大変大きくなってきていることから、
次世代を担う会計人をたたえる特別賞として、“会計人奨励賞 -Accountant Encouragement
Award- ”を創設しました。
2010 年――会計における経営者の役割の重要性がますます高まっていることから、“経営者会計
大賞 -Accounting Award for Top Executive- ”を創設しました。
2011 年――賞の名称を、創設時の“「誠実な企業」賞 -Integrity Award- ”に戻しました。
2012 年――会計人に対する表彰について、一定の役割を果たすことができたと考え、2012 年度
の授賞を最後に、表彰を終了しました。


これまでの表彰



「誠実な企業」賞（大賞、事業法人部門賞、金融機関部門賞）





2003 年春

[大] 三菱地所

[事] ダイセキ

[金] みずほ信託銀行

2004 年春

[大] なとり

[事] 日本電気

[金] 滋賀銀行

2005 年春

[大] 大日本印刷

[事] キリンビール [金] 信金中央金庫

2006 年春

[大] 花王

[事] イオン

[金] 新生銀行

2007 年春

[大] エーザイ

[事] 凸版印刷

[金] 大垣共立銀行

日本内部統制大賞（最優秀賞、優秀賞）
2008 年春

[最優] セブン＆アイ・ホールディングス

[優] 協立電機

2009 年春

[最優] 資生堂

[優] ベネッセコーポレーション、オムロン

2010 年春

[最優] TOTO

[優] 旭硝子、三菱商事

2011 年春

[最優] コマツ

[優] 積水ハウス、帝人

「誠実な企業」賞（最優秀賞、優秀賞）
2012 年春

[最優] オムロン

[優] 三井物産、ベネッセホールディングス

2013 年春

[最優] ブリヂストン

[優] ヤマトホールディングス、伊藤忠商事

2014 年春

[最優] 野村総合研究所 [優] アンリツ、前田建設工業

お問い合わせ先：
「誠実な企業」賞 -Integrity Award- 審議会事務局 （担当：久米）
150-0012 渋谷区広尾 5-8-14 G-PLACE 広尾 7F
株式会社インテグレックス内
Tel：03-5793-3205

Fax：03-5793-3207
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E-mail：award@integrex.jp

