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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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は以下のとおりです。

当社は、コーポレート・ガバナンスの確保により、経営の効率性及び透明性を高めることを重要な経営課題としております。

事業運営における様々な関連法規の遵守と経営の公平性を図り、経営の意思決定に対する社内における関係部署への迅速かつ正確な情報伝
達及び行動を通じ、社外への経営情報の適時・適正な開示を厳守し、株主及び利害関係者の方々の支持を得ることにより、企業競争力を強化し、
継続的に企業価値向上を図っております。

当社は社外監査役３名で構成される監査役設置会社であり、監査役はそれぞれ独立した立場から、取締役会の意思決定の監査、取締役の職務
執行状況の監査を実施しております。

また、社外取締役を選任し、経営に外部視点を取り入れ、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化を図っております。

取締役の選任については、会社経営に関する業務の執行及び監督能力に優れ、かつ今後の会社の進むべき方向を見定め経営方針を明示しリー
ダーシップを発揮できる人物を選考しております。

【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）：株主総会における権利行使＞

当社は現在海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し議決権の電子行使や株主総会招集ご通知の英訳を採用しておりません。今後
株主構成の変化等状況に応じて適宜検討してまいります。

＜原則1-3：資本政策の基本的な方針＞

当社は、資本政策の基本的な方針は定めておりませんが、売上高営業利益率、連結ROE等の経営指標の重要性を認識しており、これらの向上に
努めた経営を進めてまいります。

また、中期経営計画を策定し公表するにあたっては、収益計画や資本政策の基本的な方針を示すとともに、収益力や資本効率等に関する目標を
提示するなど、その内容を具体的に説明することを検討しております。

＜補充原則2-2（1）：会社の行動準則の策定・実践＞

行動規範の実践に関するレビュー等は取締役会において実施しておりませんが、取締役会は、現状行動規範は十分浸透しているものと考えてお
ります。

レビュー方法等に関しては、取締役会においてどのような形式で行うかを含め、今後の課題として適宜検討してまいります。

＜補充原則3-1（2）：情報開示の充実＞

当社は、現在海外投資家比率が比較的低いため、コスト等を勘案し英語での情報開示は行っておりません。今後株主構成の変化等状況に応じて
適宜検討してまいります。

＜補充原則4-1（2）：取締役会の役割・責務（1）＞

当社は、経営環境の変化が激しい中で、迅速かつ柔軟に最適な経営判断を行うとともに、株主や投資家の皆様に当社の経営戦略や財務状況等
をご理解いただくための情報開示のあり方として、事業単年度ごとの業績等の見通しを公表することとしております。

現在当社では中期経営計画を公表しておりませんが、今後策定、開示することを検討しております。中期経営計画の策定にあたっては、健全な財
務基盤を確保し、株主様への安定的な還元の実施のため、可能な限り具体的な数値目標を提示し、当社の今後の経営戦略や具体的な施策につ
いてのご理解を得ることに努めます。

＜補充原則4-1（3）：取締役会の役割・責務（1）＞

当社は、最高責任者である取締役社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりません。今後、計画立案の必要が出てきた場合には、取
締役会を通じて、人格・識見・実績を勘案して適当と認められる者の中からその人物を選定する方針です。

＜原則4-2：取締役会の役割・責務（2）＞

取締役会は、取締役及び執行役員からの提案を随時受付けており、上程された提案につき十分に審議しております。また、その実行にあたり、経
営陣幹部の意思決定を尊重しております。なお、業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要
に応じて適宜検討してまいります。

＜補充原則4-2（1）：経営陣の報酬＞

業績連動や自社株報酬など、健全なインセンティブが機能する仕組みにつきましては、今後必要に応じて適宜検討してまいります。

＜補充原則4-3（3）：取締役会の役割・責務＞

当社は、現時点において代表取締役を解任するための形式的な手続きを明示しておりませんが、今後取締役会において議論を重ね手続きの整
備を行ってまいります。

＜補充原則4-10（1）：任意の仕組みの活用＞

当社では、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、独立社外取締役、及び社外監査役等が出席する取締役会において審議され、決定してお
ります。これにより独立社外取締役の適切な関与・助言が得られておりますので、任意の委員会は設けておりません。



＜補充原則4-11（3）：取締役会の実効性についての分析・評価＞

取締役会の実効性評価については、今後、取締役会の機能を向上させるという観点から、評価手法も含め適宜検討してまいります。

＜補充原則5-1（2）：株主との建設的な対話に関する方針＞

当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するための基準や方針は策定しておりません。しかし、IR担当部署である管理本部と担当役員は、
株主からの問い合わせ、機関投資家からのインタビュー及び面談依頼等を常時受け付けております。また、株主・投資家との対話を通じて提言さ
れた内容については、担当役員より取締役会にフィードバックする体制を構築しております。

なお、株主・投資家との対話に際して、当社「内部情報管理規程」により、インサイダー情報を管理しております。

＜原則5-2：経営戦略や経営計画の策定・公表＞

当社は現状中期経営計画を策定、開示しておりませんが、今後策定、開示することを検討しております。中期経営計画の策定にあたっては、健全
な財務基盤を確保し、株主様への安定的な還元の実施のため、可能な限り具体的な数値目標を提示し、当社の今後の経営戦略や具体的な施策
についてのご理解を得ることに努めます。

【【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：政策保有株式＞

当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当社の中長期的
な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有することができるものといたします。 政策保有株式について

は、保有する上での中長期的な経済合理性や取引先との総合的な関係の維持・強化の観点からの保有効果等について検証し、取締役会におい
て報告を行います。政策保有株式の議決権の行使については、議案の内容を精査し株主価値の向上の資するものか否かを判断した上で適切に
議決権を行使いたします。

当社株式を政策保有株式として保有する株主から売却等の意向が示された場合には、当該株主の意思を尊重し、適切に対応いたします。

＜原則1-7：関連当事者間の取引＞

当社がその役員や主要株主等との取引を行う場合には、当該取引が当社及び株主共同の利益等を害することが無いよう、取引条件が一般の取
引と同様であることが明白な場合を除き、当該取引についてあらかじめ取締役会に付議し、その承認を得るものとしております。

＜原則2-6：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮＞

当社は企業年金を導入しておりません。

＜原則3-1：情報開示の充実＞

（1）会社の目指すところ（経営理念）や経営戦略については、当社ウェブサイト上「企業スローガン」「社長メッセージ」「成長戦略・営業概況」に掲載
をしており、広く株主・投資家の皆さまに共有いただけるよう努めております。

・企業スローガン：https://corporate.ya-man.com/company-info/philosophy/

・社長メッセージ：https://corporate.ya-man.com/ir/policy/president/

・成長戦略・営業概況：https://corporate.ya-man.com/ir/policy/strategy/

（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については、当社ウェブサイト上「コーポレート・ガバナンス」に掲載をしておりま
す。

・コーポレート・ガバナンス：https://corporate.ya-man.com/ir/policy/governance/

（3）各取締役の個々の報酬額は、株主総会で決議された支払限度額の範囲内で、報酬に関する内規に基づき取締役会において決定しておりま
す。

（4）当社の役員人事については、人格・能力・見識などから見て、当社の発展に必要不可欠な人材かどうかという点を基準に代表取締役が株主総
会に推薦する候補者の指名を取締役会に提案し、取締役会にて決定しております。なお、解任の基準については現時点で明文化しておらず、今
後の取締役会において検討を重ね、手続きの整備を行ってまいります。

（5）役員の選任・指名理由等については、株主総会招集ご通知の参考書類に開示しております。解任時の説明方法については、上記の解任基準
とあわせて検討中です。

＜補充原則4-1（1）：取締役会から経営陣への委任の範囲の概要＞

当社取締役会は法令に規定する事項及びあらかじめ取締役会で定めた取締役会規程に規定する事項を決議し、その他の業務執行（その主なも
のは取締役会規程に定める報告事項）については取締役会で定めた職務管掌に従い各業務執行取締役にその決定を委任しております。

＜原則4-9：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞

当社では、社外取締役の候補者選定にあたり、東京証券取引所の独立性に関する要件に加え、当社の経営に対し率直かつ建設的に助言し監督
できる高い専門性と豊富な経験を重視しております。

＜補充原則4-11（1）：取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方＞

当社の取締役会は、その時点における経営環境や経営課題に鑑み、人格・識見・経験に優れた者のなかから、多様かつ幅広い経験と識見を持つ
人材をもって構成することとしております。また、取締役会の規模については、忌憚のない意見を活発に交わして議論を尽くすことができるように、
取締役7名以内、監査役4名以内としております。

＜補充原則4-11（2）：取締役及び監査役の兼任状況＞

当社の取締役及び監査役の重要な兼職の状況、社外役員の重要な兼職先と当社との関係は、当社の株主総会招集ご通知に開示しております。

＜補充原則4-14（2）：取締役・監査役に対するトレーニングの方針＞

当社においては、取締役、監査役は、その職務遂行上必要となる知識の習得等のため、外部機関のセミナー等に参加する機会を与えておりま
す。

＜原則5-1：株主との建設的な対話に関する方針＞

　当社では、株主に対しては、当社ホームページによる情報開示等の実施により、当社の経営戦略や事業環境に関する理解を深めていただくよう
な活動を実施しております。

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（％）

山崎　行輝 7,146,100 12.98

山崎　貴三代 6,204,600 11.27

山崎　静子 5,954,400 10.82

山崎　光英 2,453,600 4.45

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 2,138,500 3.88

Victoria Yamazaki 2,080,000 3.78

山崎　知美 2,080,000 3.78

山崎　岩男 1,473,600 2.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（投信口） 797,700 1.44

CDSIDAC-MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES PLC 563,500 1.02

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

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 4 月

業種 電気機器

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 7 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 5 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

石田　和男 他の会社の出身者

栗原　猛 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

石田　和男 ○ ―――

金融機関や化学メーカーでの豊富な事業経験
を通して、企業経営や企業財務に関する幅広
い見識を有しており、各取締役と有意義な意見
交換が可能であるという考えのもと、選任して
おります。

また、当社との間に意思決定に影響を与える
取引関係はなく、公正・中立の立場を保持でき
ると判断し、独立役員に指定しております。



栗原　猛 ○ ―――

過去に直接会社経営に関与したことはないも
のの、公認会計士の資格を持ち、財務会計に
関する高い知見と幅広い実務経験を有してお
り、各取締役と有意義な意見交換が可能であ
るという考えのもと、選任しております。

また、当社との間に意思決定に影響を与える
取引関係はなく、公正・中立の立場を保持でき
ると判断し、独立役員に指定しております。

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

監査役と会計監査人との連携状況としましては、監査役は会計監査人から、監査計画の説明、四半期レビュー報告、年度決算監査の報告

を受けるなど、緊密に連携を取っております。

監査役と内部監査部門は、隔月で定例会を実施し、互いの監査結果に関する情報の共有や監査スケジュールの進捗状況の確認等を通

じ、緊密に連携を取っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 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

岩崎　榮治 他の会社の出身者

山田　勝利 弁護士

小嶋　一美 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



岩崎　榮治 ○ ―――

多年に亘り、大手金融機関での実務経験を

有し、取締役の職務遂行の状況を客観的、

中立的に監査できると判断し、選任しており

ます。当社と勤務していた金融機関との間に

過去から取引関係は無く、また、当社との間

に意思決定に影響を与える取引関係は無く、

公正・中立な立場を保持できると判断し、独

立役員に指定しております。

山田　勝利 ○ ―――

弁護士の資格を有しており、諸法令に精通

し、高い識見と幅広い経験を有することから

当社の社外監査役に適任であると判断し、

選任しております。また、当社との間に意思

決定に影響を与える取引関係は無く、公正・

中立な立場を保持できると判断し、独立役員

に指定しております。

小嶋　一美 ○ ―――

長年に亘り上場会社の取締役や監査役等の役
職を歴任しており、会社経営に関する豊富な実
務経験と幅広い見識を有していることから、当
社の社外監査役に適任であると判断し、選任し
ております。また、当社との間に意思決定に影
響を与える取引関係は無く、公正・中立な立場
を保持できると判断し、独立役員に指定してお
ります。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 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

業績連動型報酬制度の導入は行っておりませんが、役員報酬に職務執行の成果を反映させております。

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

2020年4月期における取締役に支払った報酬等の総額は、219,308千円となります。

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



定時株主総会後の取締役会において、取締役の個別の報酬等の額及びその算定方法の決定について、株主総会の決議に基づく総額の限度額
の範囲内において代表取締役に一任することを決議し、代表取締役は、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定し
ております。

【【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

管理本部が窓口となり、社外取締役及び社外監査役からの要請等に対応するとともに、必要に応じ適宜情報提供を行う体制を整えております。

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）

１．取締役会

当社の取締役会は、当社の業務に精通した常勤取締役３名及び専門分野に相当の知見を有する社外取締役２名で構成されており、会社の経営
上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針等の重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締役による職務執行を相互監視し
ております。取締役会は月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催しております。取締役会には取締役のほか全監査役も出席し、必
要な意見表明及び取締役の職務執行の監督にあたっております。

２．監査役及び監査役会

当社は社外監査役３名（内、常勤監査役１名）の体制で、取締役の職務執行状況の監査を実施しております。監査役会は、監査計画、監査業務の
分担、監査役報酬の決定等を行っており、月１回定期的に開催するほか、必要に応じて随時開催し、監査状況の報告等連携を密にし、監査機能
の強化を図っております。

３．内部監査

当社は代表取締役社長直属の組織として内部監査室を設置しており、当社の各部門及び子会社に対する内部監査を通じて、会社の事業活動の
適正性及び効率性を監査しております。

４．会計監査人

当社の会計監査は、会計監査業務の執行について、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しており、監査役との定期的な報告会を行うこと
で経営監視機能のための連携を強化しております。

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

当社の取締役会は、会社の経営上の意思決定機関として、取締役会規程に則り、経営方針等の重要事項の審議及び意思決定を行うほか、取締
役による職務執行を相互監視しております。

また、当社の監査役はすべて社外監査役であり、独立的な立場から、取締役会等の重要な会議への出席や業務内容の聴取及び重要な決裁書
類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行状況を常に監査する体制により経営監査を行っております。

また、2015年７月から社外取締役を選任し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる強化を図っております。

以上により、会社の経営に対する監視及び監査は充分に機能していると考えております。



ⅢⅢ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
株主総会招集通知を法定発送期日の前日までに発送し、同時にWeb開示も行っておりま
す。

集中日を回避した株主総会の設定 当社の定時株主総会は７月としております。

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

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページにおいて、財務ハイライト、ＩＲライブラリー（プレスリリー

ス、決算情報）、株価情報、ＩＲカレンダー等の情報を掲載し、今後において

もタイムリーディスクロージャーに向け積極的にＩＲ活動に取り組む所存で

あります。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務部が主管となりＩＲ活動に取り組んでおります。

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

当社ホームページにて、ＩＲ情報等により各種情報の積極的な発信に取り組んでおります。



ⅣⅣ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

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）取締役は、法令・社内規則等を遵守することを宣誓し、コンプライアンス体制の整備に努めるものとする。重大な法令違反その他のコンプライ
アンスに関する重要な事項を発見した場合には、コンプライアンス統括部門及び監査役に報告し、適切な対策を講じる。

（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）内部監査室は、内部統制システムの整備・運用状況を監査し、必要に応じてその改善を促す。

（４）通報者の保護を徹底した内部通報制度を充実する。

（５）反社会的勢力対応規程に基づき、反社会的勢力による不当要求に対し、警察及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会とも連携し毅然と対
応していく。

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体制

（１）取締役は、議事録、会議録、稟議書、契約書、計算書類その他の重要な文書を関連資料とともに保管し、必要に応じて閲覧可能な状態を維
持する。

（２）文書管理規程を整備し、情報を有効に活用する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）取締役は、リスク管理規程に基づき定期的にビジネスリスクを検討・評価し、損失のリスクの管理のため必要な体制（リスクの発見・情報伝達・
評価・対応の仕組み等）の整備・運用を行う。

（２）リスク管理統括部門は、全社のリスクを統括し、リスクの内容に応じて責任部署を設定し、具体的な対応策を策定する。

（３）財務報告の正確性と信頼性を確保する観点から、関連する業務プロセスの特定及びリスクの評価を行い、文書化並びに統制活動の実施状
況を定期的に確認する。

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）取締役会は、取締役の職務分掌を定め、各取締役が責任を持って担当する領域を明確にする。各取締役は、各部門の事業計画及び予算申
請を踏まえ、必要な経営資源の配分の決定又は見直しを行い、当社全体の効率的な運営を確保する。

（２）取締役及び使用人による意思決定と業務執行についての権限と責任を明確にするため、職務権限及び職務分掌に関する規程を整備する。

５．使用人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）取締役は、使用人に対して法令・社内規則等の周知を図り、その遵守を徹底する。取締役は、使用人の職務権限を定め、使用人の責任と権
限を明確にし、以て業務執行の責任体制を確立する。

（２）コンプライアンス統括部門は、社内のコンプライアンス教育を実施し、コンプライアンスに係る相談ができる仕組みを作る。

（３）リスク管理統括部門は、各部署の日常的な活動状況におけるリスクを把握し、会社の抱えるリスクを管理する。

（４）法務部門は、当社の事業に適用される法令等を識別し、その内容を関連部署に周知徹底する。

６．次に掲げる体制その他の当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という）における業務の適正を確保するための体制

（１）子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

ａ．当社は、当社が定める関係会社管理規程に基づき、子会社の経営内容を的確に把握するため、必要に応じて関係会社会議の実施及び関係
資料等の提出を求める。

ｂ．当社は子会社に対し、子会社がその経営成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告するため、子会社の取締役会に当社の取
締役又は使用人が出席することを求める。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ａ．当社は、当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、同規程において子会社にリスク管理を行うことを求めるとと
もに、グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

ｂ．リスク管理統括部門は、子会社を含めたリスクを管理し、グループ全体のリスク管理推進に関わる課題・対応策を審議する。

（３）子会社の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

ａ．当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するため、子会社管理の基本方
針及び運用方法を策定する。

ｂ．当社は、子会社の事業内容や規模等に応じて、取締役会非設置会社の選択を認めるなど、子会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その
他の組織に関する基準を定め、子会社にこれに準拠した体制を整備させる。

（４）子会社の取締役及び使用人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

ａ．当社は子会社に、その取締役及び使用人が当社の「企業倫理」に基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な事業活動に努める体制を整
備させる。

ｂ．当社は子会社に、その事業内容や規模等に応じて、適正数の監査役を配置する体制を整備させる。

ｃ．当社は子会社に、監査役が内部統制システムの構築・運用状況を含め、子会社の取締役の職務執行を監査する体制を整備させる。

ｄ．当社は子会社に、法令違反その他コンプライアンスに関する問題の早期発見、是正を図るため当社の内部通報制度を利用する体制を整備さ
せる。

７．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役補助使用人の設置については、適材配置の視点から中期的な人事計画で検討することとし、当面は次のとおり対応する。

（１）監査役並びに監査役会事務局の庶務事項は、管理本部内に専任スタッフを配置する。

（２）監査補助業務は、監査役からの要請事案に関し、管理本部長の指示に基づき、管理本部のスタッフが対応する。

８．上記使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）管理本部長は、監査役からの監査補助業務の要請に対し、要員を確保し、監査役の指揮下において当該業務に専任する。

（２）管理本部スタッフによる監査補助業務の履行状況の評価は、監査役会が行い、管理本部長に報告する。

９．監査役の上記使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

当社は、監査役の職務を補助すべき使用人に関し、監査役の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底する。

10．次に掲げる体制その他の当社の監査役への報告に関する体制

（１）当社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

ａ．取締役は、監査役の取締役会をはじめとする重要な会議への出席権限を保証する。

ｂ．取締役及び使用人は、監査役に対し、業務又は財務に重大な影響を及ぼす恐れのある法律上又は財務上の諸問題、規制当局からの命令そ
の他著しい損害を及ぼす恐れのある事実について、発見次第直ちに報告する。また、取締役及び使用人は、監査役からその業務執行に関する事
項の報告を求められた場合、速やかに当該事項につき報告する。

（２）子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

ａ．子会社の取締役、監査役及び使用人は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行
う。



ｂ．子会社の取締役、監査役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実については、こ
れを発見次第、直ちに当社の管理本部へ報告を行うか、又は内部通報制度に基づいて通報する。

ｃ．当社内部監査室は、定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、子会社における内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告
する。

ｄ．内部通報制度の担当部門は、当社グループの取締役、監査役及び使用人からの内部通報の状況について、通報者の匿名性に必要な処置を
したうえで、定期的に当社取締役、監査役及び取締役会に対して報告する。

11．上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査役への報告を行った当社グループの取締役、監査役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを
禁止し、その旨を当社グループの取締役、監査役及び使用人に周知徹底する。

12．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方
針に関する事項

（１）監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は
債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

（２）監査役の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。

13．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）監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ定期的な会合をもつ。

（２）監査役は、内部統制システムの有効性を評価するうえで、内部監査室及び会計監査人と連携する。

（３）監査役は、会計監査人を監督するとともに、随時会計監査人より会計に関する報告を受ける。

（４）監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができ
る。

（５）取締役は、監査役が必要と認めた重要な使用人に対する調査にも協力する。

２２．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

当社は、「反社会的勢力対応規程」において、反社会的勢力とは取引関係を含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力による不当要求に対して
は、民事と刑事の両面から法的対応を行うことを基本方針としております。

また、民暴にかかるトラブルの対応部署は、総務部とし、外部専門機関及び顧問弁護士と緊密な連携関係を構築しております。

反社会的勢力による不当要求に対しては、警察及び警視庁管内特殊暴力防止対策連合会とも連携し 毅然とした態度で対応します。



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

―――


