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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社グループは、上場企業としての社会的な使命と責任を果たし、継続的な成長と発展を目指して、コーポレート・ガバナンスの強化を企業経営

の重要課題として位置づけております。

そのため、企業の実質的所有者であり統治権限を有する株主によって選ばれる取締役の人数を絞り込み、信任の機会を増やし機動的な経営を

確立するために、任期を１年とし、その責任を明確にしております。

また、実際の事業の執行においては、執行役員制を採用することで、それぞれの専門分野における権限、責任を委譲しつつ円滑なる運営を図っ

ております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４　議決権行使プラットフォーム利用、招集通知の英訳】

当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用及び招集通知の英訳については、現状における議決権行使比率及び海外投資家の持株比率と
新たに発生する諸手続き並びに諸費用を総合的に勘案し、現時点では導入する予定はございません。

今後の株主構成の変化等を注視し、引続き検討してまいります。

【補充原則３－１－２　英語での情報開示・提供】

当社は、現状の株主構成を鑑みて、開示情報の英訳は行っておりません。今後の株主構成の変化等を注視し、引続き検討してまいります。

【補充原則３－２－１（１）　監査役会による外部会計監査人の評価】

外部会計監査人の職務実施状況の把握及び評価については、監査の実施状況や監査報告等を通じ、定期的に行っております。

なお、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準については、日本監査役協会が公表した「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する
監査役等の実務指針」を参考に、策定に向けた取組みを開始しております。

【補充原則４－１－３　最高経営責任者等の後継者の計画】

当社は、現時点では、後継者の計画（プランニング）の策定までは行っておりません。

その要否を含めて引続き検討してまいります。

【補充原則４－８－１　独立社外取締役のみの定期的な情報交換】

当社は、社外取締役のみによる会議等は開催しておりませんが、取締役会のみならず、経営会議や事業計画編成会議などに出席し、独立的・客
観的な立場での情報収集、認識共有が図られており、取締役会においても積極的に発言いただいております。　

【補充原則４－８－２　独立社外取締役の経営陣・監査役との連携】【補充原則４－１０－１　指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言】

本補充原則を念頭に当社の業容や社会的要請等を勘案のうえ、引続き検討してまいります。

【補充原則４－１１－３　取締役会全体の実効性の分析・評価】

当社取締役会は、社外取締役及び社外監査役との意見交換を交えながら、「取締役会規則」に則った事項の審議・決議を行っており、実効性の向
上に努めております。

なお、取締役会全体の実効性の分析及び評価については評価手法も含め、引続き検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４　いわゆる政策保有株式】

（１）政策保有株式の基本方針

当社の事業戦略、取引先との関係強化による事業遂行上のメリットなどを総合的に勘案し、政策保有株式の保有の是非を決定しております。

また、同株式の買い増しや処分の要否については、取締役会において個別銘柄ごとにそのリターンとリスクを検証しております。

（２）議決権行使基準

議決権行使については、各議案の内容を精査し、投資先企業の状況や経営方針、取引関係等を加味したうえで、議案ごとに個別に判断しており
ます。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

当社は、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引については、その合理性と取引条件の妥当性について、取
締役会で審議・決議を要することとしております。

また、開示すべき重要な取引については、株主総会招集通知や有価証券報告書等で開示しております。

【原則３－１　開示情報の充実】

（１）経営理念等、経営戦略、経営計画

当社の沿革、企業理念は、当社ホームページに掲載しております。また、経営戦略、経営計画については有価証券報告書に、中期経営計画につ
いては当社ホームページに開示しております。



（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本コーポレートガバナンス報告書「１．基本的な考え方」をご参照ください。

（３）取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続

本コーポレートガバナンス報告書【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

（４）取締役等の選任・指名を行うに当たっての方針と手続

１．経営陣幹部

当社の企業理念を理解し、その役割と責務を果たすために十分な知見を有する者を代表取締役による提案に基づき、取締役会において選任して
おります。

２．取締役

当社の企業理念を理解の上、その役割と責務を果たすために十分な知見を有し、法令遵守のもと適切な企業運営を行えることなどを総合的に判
断し、取締役会の決議を経て株主総会に付議しております。

３．監査役

公正かつ客観的な立場から取締役の業務執行状況を監査し、経営の健全性及び透明性の向上に貢献できることなどを総合的に判断し、取締役
会の決議を経て株主総会に付議しております。

（５）取締役の選任理由は、株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１－１　経営陣に対する委任の範囲】

当社取締役会は、法令または定款で定められた事項のほか、「取締役会規則」「職務権限規程」において取締役会において決議すべき事項を明
確に定めるとともに、機動的な意思決定・業務執行を行うため、一定の金額基準を設けて経営陣に判断・決定を委任しております。

【原則４－８　独立社外取締役の有効な活用】

当社は、社外取締役２名全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

２名の独立社外取締役からは、それぞれの経験・知識をもとに客観的な見地から発言を受け、当社の経営に反映させ十分な実効性が確保できる
ものと認識しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、独自の独立性判断基準は策定しておりませんが、東京証券取引所が定める独立性判断基準を準用し、一般株主と利益相反の生じる

おそれがない者を独立社外取締役として選任しております。

【補充原則４－１１－１　取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方】

当社は、取締役会において、全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保されるよう、営業・技術・管理の各分野から取締役の選任を
行う方針としております。

員数については、定款に20名以内と定めており、現在の員数は当社の業容及び審議活性化の観点から適正であると考えております。

【補充原則４－１１－２　役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況】

当社は、取締役及び監査役の重要な兼職の状況を株主総会招集通知の参考書類や有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しておりま
す。

【補充原則４－１４－２　取締役・監査役のトレーニングの方針】

当社は、社内・社外を問わずその役割・責務を果たしうる十分な知見を有している者を取締役・監査役候補者として選任しておりますが、社内取締
役・社内監査役に対しては、外部セミナーの活用や講習会・交流会等への積極的な参加を促しコーポレートガバナンスをはじめ、事業・財務・組織
マネジメント等にかかる適切な知識の向上や更新に努め、社外取締役・社外監査役に対しては、定期的な面談を通じて当社事業内容の更なる理
解に努めることを基本的なトレーニング方針としております。

また、その際の費用負担は会社に請求できることとなっております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主との建設的な対話が必要不可欠と考えております。

株主との対話については専務取締役による管掌のもと、総務部が中心となって関連部署と情報共有・連携を図りながら実施しており、得られた有
用な意見や懸念等については、経営陣幹部に随時フィードバックしております。

また、株主との対話促進の手段の一つとして株主アンケートの実施、当社ホームページや半期ごとに送付する事業報告の更なる充実に努めてお
ります。

なお、株主との対話にあたっては「内部情報管理規程」を定めインサイダー情報管理に留意しております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

高田信子 784,000 10.65

積水樹脂株式会社 777,000 10.55

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 621,400 8.44

高田俊太 392,700 5.33

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 325,000 4.41

ケー・エフ・シー取引先持株会 313,400 4.25

デンカ株式会社 200,000 2.71



株式会社中外精工 174,700 2.37

エムエスティ保険サービス株式会社 150,000 2.03

生田明男 132,000 1.79

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

１．上記大株主の状況は、平成30年３月31日現在の状況を記載しております。

２．割合（％）は、発行済株式数（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合（％）を記載しております。

３．平成29年12月21日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書No.6において、次の法人が同年12月15日現在で以下の株式を所有している旨
が記載されているものの、当社として平成30年３月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めてお
りません。

【氏名又は名称（所有株式数、発行済株式総数に対する所有株式数の割合）】

　大和証券投資信託委託株式会社（574千株、7.79％）

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 金属製品

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 20 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 10 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐野　裕 他の会社の出身者

中桐　万里子 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

佐野　裕 ○

佐野裕経営コンサルタント事務所　代表

株式会社思文閣　専務取締役

株式会社もしも　社外取締役

長年にわたり大手都市銀行に勤務後、上場企
業（卸売り業）における会社経営者及び経営コ
ンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を
有し、専門的・客観的な見地から適切なアドバ
イスを当社の経営に反映していただけるものと
判断いたしました

中桐　万里子 ○

親子をつなぐ学びのスペースリレイト　代
表

二宮金次郎基金 名誉顧問

公益社団法人大日本報徳社 参事

掛川商工会議所青年部 副会長

長年にわたり大学教育に携わる一方、全国各
地で講演会や企業研修の講師をつとめ、女性
の働く環境についての提言と実践を行ってお
り、当社のＣＳＲ活動や女性の就業環境整備な
どについて、客観的見地から適切なアドバイス
を当社の経営に反映していただけるものと判断
いたしました



指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 3 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役監査は、常勤１名、社外監査役２名の体制で、社外監査役には弁護士及び公認会計士を招聘し、コンプライアンスに即した業務監査の強
化を図るとともに、各事業所の内部統制システムの整備・運用状況、及び法令遵守状況を中心に監視・監督を行い、企業不祥事の未然防止を図
ると同時に、期末監査では会計監査人の立合を実施しており、会計監査人との連携を密にして、必要に応じ意見交換を行い監査効率の向上に努
めております。

また、社内監査を行う社長直轄の内部監査室に専従者４名を配置し、部門別業務監査や内部統制運用評価の結果、改善の必要がある部門に対
して監査役と連携し重要事項についての意見交換と指導を実施しております。

なお、常勤監査役、内部監査室責任者及び会計監査人は定期的に会合を行い情報交換や意見交換等の連携をとっております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 2 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

五島　洋 弁護士

渡部　靖彦 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

五島　洋 ○

弁護士法人飛翔法律事務所　代表社員
株式会社ケシオン　監査役

株式会社レイアパートナーズ　監査役

弁護士としての専門的な知識を有し、その経験
を踏まえ当社の監査役体制の強化に生かして
いただくことにより社外監査役として適任である
と判断いたしました



渡部　靖彦 ○

ひびき監査法人　代表社員

株式会社エムケイシステム　監査役

学校法人立命館　監事

公認会計士としての専門的な知識を有し、その
経験を踏まえ当社の監査役体制の強化に生か
していただくことにより社外監査役として適任で
あると判断いたしました

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

―――

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

取締役へのインセンティブについては、現在のところ実施予定はございません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

当社は、平成８年３月28日開催の第31回定時株主総会において決議された取締役の年額報酬額４億50百万円、監査役の年額報酬額45百

万円を限度額としております。

第54期における報酬額は以下のとおりであります。

取締役に支払った報酬2億38百万円

監査役に支払った報酬19百万円

合計2億57百万円

（注）使用人兼務取締役の使用人給与相当額39百万円は含まれておりません。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

役員報酬の決定に際しては、当社が持続的な成長を図っていくために、業績拡大及び企業価値向上に対する報奨として有効に機能することを目
指しております。報酬額につきましては、同業他社及び同規模の企業と比較の上、当社の業績に見合った水準を設定し、役位及び常勤・非常勤の
形態に応じた月額報酬と業績を基礎とした賞与を支給しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

専従者は特別設けておりませんが、要望があれば、適宜必要に応じて担当部門（内部監査室、総務部、経理部等）が対応しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、監査役会設置会社の形態を採用しており、取締役の業務の遂行を監督する取締役会と取締役会決議事項の事前審議及び取締役会か
らの委任事項の決定を行う経営会議、取締役の業務執行を監査する監査役会を基本構成とするガバナンス体制を整備しております。

（１）取締役会

取締役会は、取締役10名（うち社外取締役２名）で構成され、原則月に１回以上の定例の取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、
法令や定款に定められた事項や重要な経営事項を決定しております。また、変化の激しい経営環境に迅速に対応するため取締役の任期を１年と



しております。

（２）常務会

常務会は、役付取締役５名で構成され、職務権限規程に定める常務会での承認を要する事案発生の都度開催し、業務執行の重要事項を審議し
ております。

（３）経営会議

経営会議は原則として年２回の開催のほか必要に応じて随時開催することとし、取締役、監査役、執行役員及び各事業部長、管理部門各部門長
他が出席しており、経営方針、年度方針の周知と事業環境、業績動向等を確認するとともに情報の共有化を図り、適正な経営判断を行える体制を
とっております。

（４）監査役会

監査役会は、監査役３名（うち社外監査役２名）で構成され、各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に基づき、業務執行の適
法性について監査を実施しております。また、取締役の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図るため、３名の
監査役は取締役会に出席し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求め、経営監視機能の充実を図っております。

（５）会計監査人

会計監査人は、太陽有限責任監査法人を選任し、監査役と連携し会計における適正性を確保しております。

当社の当事業年度の会計監査業務を執行する公認会計士は柳承煥氏、沖聡氏であり、両氏とも継続監査年数７年以内であります。また、会計監
査業務の補助者は、公認会計士８名、その他９名で構成されています。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社では、意思決定の迅速化、透明性及び公平性の維持を念頭に、社内及び業界分野に精通した取締役が多様な視点からの監督の下、意思決
定・業務執行を実施する体制が企業運営のために重要であると考えており、その管理監督機能を担保するため、社外取締役（２名）並びに社外監
査役（２名）を選任し、独立的かつ客観的見地からの的確な提言により、経営・取締役会に対する監視を行っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の皆様の議決権行使環境の改善のため、法定発送期限の前日に発送いたしまし
た。今後も株主総会招集通知の早期発送に向け、取り組んでまいります。

集中日を回避した株主総会の設定
集中日を回避した株主総会の設定 当社は平成９年の上場以来、株主の皆様の利便性に

配慮し、できるだけ多くの株主の皆様にご出席いただけるよう集中日を回避した株主総会
の設定を行っており、今後も継続していく方針であります。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けに6月に説明会を開催しており、今後は11月にも説
明会を開催を予定しております。

あり

IR資料のホームページ掲載
決算説明会及び中期経営計画等のIR資料のホームページ掲載 決算短信、各

事業年度の報告書、有価証券報告書、四半期報告書及びプレスリリースの掲
載をしております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、企業理念において「私たちは信用を重んじ、社会の発展と豊かな環境づくりに貢
献します。」とうたっております。それは、株主様、お客様、取引先様、従業員と、すべての
ステークホルダーの「社会の幸せ」を願っているものです。ステークホルダーの期待に応え
るためには強い企業として成長し続け、当社の社会的存在価値を高めることが重要である
と考えており、当社ホームページに企業理念を掲載し基本方針を明示しております。また、
「倫理行動の規範」を定め、役職員一人ひとりの心がけるべき行動或いは心構えを明確に
し、当社にかかわる株主、顧客、取引先及び地域社会等から信頼される会社を目指してお
ります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 当社は社会貢献活動の一環として、「レクイエム・プロジェクト」に特別協賛しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ではディスクロージャー・ポリシーにしたがって適時情報開示に努めておりますが、そ
れ以外の情報につきましても、適切な方法によりできる限り適時且つ公平に情報開示を
行っております。また、決算情報につきましてはＩＲ活動等を通じ情報発信しておりますが、
決算情報漏洩防止、公平性維持の観点より決算期日の翌日から決算発表日までの情報
管理につきましては細心の注意をはらっております。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社では、平成18年５月22日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システム構築の基本方針について下記

のとおり決議いたしました。

【１】 基本方針

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして

法務省令で定める体制を整備する。

【２】 個別事項

１ 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(１) 役員が法令、定款及び当社経営理念の遵守に基づいて行動するため、社内諸規程並びにマニュアルを整備する。

(２) 監査役は独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。

(３) 総務部では、全社におけるコンプライアンスへの取り組みを統括するとともに、役員に対し社外で開催される コ ンプライアンスに関する

各種セミナー等への出席を義務付ける等、役員全体の教育等徹底を図る。

(４) (1)及び(3)の活動の概要について、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項

(１) 文書管理規程に基づき、次に定める文書（電磁的記録を含む。以下同じ。）を関連資料とともに保存する。

１）株主総会議事録

２）取締役会議事録

３）その他重要会議議事録

４）国土交通省、税務署その他官公庁、所属団体及び東京証券取引所等に届出あるいは提出した書類の写し

５）その他文書管理規程に定める文書

(２) 上記文書の保管場所及び保管の方法は、文書管理規程の定めによるものとし、取締役又は監査役からの閲覧の要請に対し、大阪本店内に

おいて速やかに応じられるものとする。

(３) 上記文書の保存期間は、法令に別段の定めのない限り、文書管理規程に定める各種文書ごとの保存期間とする。

３ リスクの管理に関する規程その他の体制

(１) 取締役の中から全社におけるリスクに関する統括責任者（以下「統括責任者」という。）を指名し、具体的なリスクを想定・分類することにより、

有事の際の迅速かつ適切な情報の伝達と緊急の対応ができる体制を整備する。

(２) 統括責任者は各部門の日常的なリスク管理状況の監査を、内部監査室の監査と連係して行う。

(３) 統括責任者は、定期的に(1)のリスク管理体制の整備状況を把握するとともに、具体的な事案の検証を通じて当該体制の適切性を確認する。

又、その結果を含めリスク管理に関して、定期的に取締役会及び監査役会に報告する。

４ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(１) 執行役員制度を採用することにより執行責任を明確にし、取締役は意思決定の迅速化、監督機能の強化など経営機能の効率化に専念す

る。

(２) 取締役会は、経営方針並びに法令で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行状況を監督する。

(３) 業務執行権限を執行役員に委譲することにより、職務権限と担当業務を明確にし、機関相互の役割分担と連係を図ることによって業務の重複

や無駄を排し、簡素化・効率化を図る。

５ 従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(１) すべての役員及び従業員は、当社の「経営理念」、「倫理行動規範」、「内部情報管理規程」及び「インターネット管理規則」を企業活動の根本

理念と捉え、行動の際のガイドラインとする。

(２) 統括責任者は、当社の事業に係る法令等の整備を識別し、関連部門への周知徹底を図り、法的要求事項を遵守する基

盤を整備する。

(３) 統括責任者は、監査役並びに内部監査室と連携して、各部門の日常的な活動状況の監査を実施するとともに、コンプライアンスに係る問題

の有無を調査・検討する。

(４) 公益通報者保護法に基づき規程を整備し、コンプライアンス経営への取組みを強化するとともに、従業員等からの法令違反等の通報に対し

適切に処理する仕組みを作る。

６ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(１) 企業集団を構成する子会社の役員及び従業員は、当社の「倫理行動規範」、「内部情報管理規程」及び「インターネット管理規則」を行動のガ

イドラインとするとともに、コンプライアンス並びに情報セキュリティに関する共通の理念とする。

(２) 経営企画室は「関係会社管理規程」に基づき、事業の総括的な管理を行う。

(３) 当社監査役並びに内部監査室は子会社監査役と連携して、子会社の日常的な業務を監督するとともに、会計の状況を定期的に監査する。

(４) 当社の「内部通報者保護規程」によりグループ内の役員及び従業員から、不正行為等に関する直接通報を可能にする。

７ 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する体制

取締役は、監査役の求めにより監査役の職務を補助する従業員（以下「監査役スタッフ」という。）として、適切な人材を配置する。

８ 前項の従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役スタッフの適切な職務遂行のため、当該スタッフの人事考課は監査役が行い、人事異動は事前に監査役の同意を得る。

９ 取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

(１) すべての取締役及び従業員は、次の各事項を監査役に報告する。

・当社若しくは関係会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実

・不正行為及び法令・定款に違反する重要な事実の発生する可能性若しくは発生した場合は、その事実

・企業倫理に関する苦情相談窓口への通報の状況

・その他、監査役がその職務執行上報告を受ける必要があると判断した事項

(２) 監査役に対する報告は、誠実にかつ洩れなく行うことを基本とし、定期的な報告に加え必要の都度遅滞なく行う。

10 その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(１) 代表取締役と監査役は、相互の意思疎通を図るため、定期的に会合する。

(２) 取締役は、監査役が職務を適切に遂行できるよう、監査役と子会社の取締役等との意思の疎通、情報の収集・交換が適切に行えるよう協力

する。

(３) 取締役は、監査役が必要と認めた重要な取引先の調査に協力する。

(４) 取締役は、監査役の職務の遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合、弁護士、公認会計士等の外部専門家との連携を図ることができる環

境を整備する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(１) 当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは断絶し、毅然とした対応でこれを排除する。

(２) 反社会的勢力の排除に向けた社内体制を整備する。

・当社は、「反社会的勢力に対する基本方針」を宣言し、反社会的勢力との関係の排除をすべての役員及び従業員に示し、その周知徹底を図

る。

・反社会的勢力対応の統括部署を総務部とし、反社会的勢力による不当要求がなされた場合、法的手段をもって毅然とした態度で対応する。

・業界、地域社会で協力し、警察等の関係行政機関や顧問弁護士と緊密な連携をとり、反社会的勢力の排除に努める。

・統括部署においては反社会的勢力の情報を一元管理し、取引先等の反社会的勢力排除に努めるとともに、すべての役員及び従業員に対し、

定期的に注意喚起を行っていく。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


