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2019 年 11 月 22 日

有価証券上場規程の具体的検討（６）
〜子会社上場審査と上場子会社管理〜
同志社大学 舩津浩司

はじめに
Ⅰ．前提知識
１ 上場子会社をめぐる取引所ルールの変遷
A.2007 年まで
・ 1990 年まで〜上場子会社に関する制度は特段設けておらず、運用で親会社を東証上
場会社に限定
・ 1990 年 8 月 子会社上場ルールの策定〜①親会社が東証に上場していること、②主
たる事業が親会社または兄弟会社の主たる事業と競合していないこと、③申請前直
近３期におけるグループ外への販売比率が 30％以上であること、④親子間で常勤取
締役の兼任関係がなく、子会社の常勤取締役が取締役会の定足数以上を占めている
こと、⑤原則として親会社からの出向者がいないこと、⑥親子間に資産の賃貸借関
係が原則としてないこと
・ 1996 年 1 月 上場審査基準の改定〜②・③・⑥の要件を廃止。代わりに、a. 親会社
等又は申請会社が、申請会社又は親会社等の不利益となる取引行為を強制し、又は
誘引していないこと、b. 申請会社と親会社等が、通常の取引の条件と著しく異なる
条件で営業上の取引その他の取引を行っていないこと、c. 申請会社が、事実上、親
会社等の一事業部門と認められる状況にないこと、が示される。上記①については、
d.店頭登録会社や有価証券報告書提出会社に拡大。
・ 1998 年 1 月 上場審査基準の改定〜④⑤の兼任・出向制限の要件が外される
B．2007 年以降の上場制度整備
(1)上場制度整備懇談会中間報告（2007 年 3 月）
「子会社上場については、新規上場審査における独立性確保の確認だけでなく、既上場
会社が親会社を有することとなった場合の対応や、継続的な利益相反による弊害の防止措
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置、親会社を有していることに伴うリスクの投資者への周知に向けた施策を強化すべきで
ある。」

(2)上場制度総合整備プログラム 2007
直ちに実施する事項：
親会社を有する会社の上場に関する東証の考え方を公表する☞Ⅰ２A
具体案を検討の上実施する事項：
・ 経営陣や支配株主が関わる取引について、利益相反により少数株主が損害を被ること
を防止するための施策を企業行動規範に定めることを検討する〜親会社を有する上
場会社による、親会社などの出身ではない社外役員の選任や、支配株主との重要な取
引について、社外役員により構成される特別委員会等の承認を得るなどの利益相反
による弊害を防止するための措置をとること
・ 実質的に一体の親会社及び子会社による上場の防止に向けて、他の証券取引所と協調
して検討を行う☞Ⅰ２B
検討を継続する事項：
・ 親会社等を有する会社の上場審査について、審査項目、内容について再整理を行う
・ 上場会社が企業再編等により親会社等を有することになった場合の内部管理体制の
確認制度の整備に向けた検討を行う
(3)2008 年度上場制度整備の対応について
検討を継続する事項：
・ 親会社等を有する会社の上場審査について、審査項目、内容について再整理を行う
(4)上場制度整備の実行計画 2009 年
速やかに実施する事項：
・ 親会社単体だけではなく企業グループ全体としてコーポレート・ガバナンスの充実を
実現させる観点から所要の環境整備を図る〜上場会社のコーポレート・ガバナンスは、
上場会社の企業グループ全体として実現されるべきものであることが明確になるよ
う、上場会社コーポレート・ガバナンス原則の見直しを行う。
具体策の実施に向けた検討を進める事項：
・ 最近の子会社上場を取り巻く状況を踏まえ、あらためて子会社上場のあり方について
検討する〜中核子会社を有する上場会社には、当該子会社が経営上の重要事項を決定
する際などに、企業グループとしての説明責任を果たすよう、当該子会社の経営陣の
見解を、親会社の見解とあわせて、親会社の株主に対して適切に開示するよう求める
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(5)2010 年上場規程の改定
・ 企業行動規範の「遵守すべき事項」として、有価証券上場規程の 441 条の 2 において、
「支配株主との重要な取引等に係る遵守事項」が定められた。
・ 上場廃止基準として、支配株主との取引の健全性の毀損（規程 601 条 1 項 9 号の 2）
の追加。
２．東京証券取引所のスタンス
A.子会社上場一般
【資料１】東京証券取引所「親会社を有する会社の上場に対する当取引所の考え方につ
いて」（2007 年 6 月 25 日）
・ 子会社上場には一定程度の意義〜子会社による独自の資金調達力が高まるごと等を
通じて子会社の持続的な成長の実現に寄与する、新たな投資物件が投資者に対して提
供されるなど
・ 他方で、子会社上場には独自の弊害〜子会社の株主の権利や利益を損なう企業行動が
とられるおそれ。また、企業グループ内の会社が親会社以外の株主に対して責任を負
うこととなる子会社上場は、一体的な連結経営を行ううえの阻害要因。
「子会社上場は、その国民経済上の意義及び投資者に多様な投資物件を提供するという
証券取引所に期待される役割に照らして、一律的に禁止するのは適当ではない反面、投資
者をはじめ多くの市場関係者にとっては必ずしも望ましい資本政策とは言い切れない」。
したがって、
・ 新規に上場を目指す場合〜子会社上場の特性を十分に考慮のうえでその方針を決定
するとともに、株主の権利や利益への一層の配慮、投資者をはじめとする市場関係者
に対する積極的なアカウンタビリティの遂行に努めよ
・ すでに上場している子会社〜上記のような子会社上場の特性を十分に考慮のうえ、株
主の権利や利益への一層の配慮、投資者をはじめとする市場関係者に対する積極的な
アカウンタビリティの遂行に努めよ

B.中核的な子会社の上場
【資料２】東・大・名・福・札・JASDAQ 連名「中核的な子会社の上場に関する証券取
引所の考え方について」（2007 年 10 月 29 日）
・ 中核的な子会社の子会社上場は、証券市場において実質的には新しい投資物件である
とは言えず、また、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上
場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとしているもの
・ よって、中核的な子会社の上場については各企業グループ、子会社の事業の特性、事
業規模、過去の業績の状況、将来の収益見通し等を総合的に勘案しながら、慎重に判
断していく
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３．上場子会社の数
【資料３】東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス白書 2019」8-9 頁
親会社を有する上場会社 372 社、親子上場 313 社

Ⅱ．上場審査
１．規定・審査基準・審査資料等
(1)新規上場に関する諸規則
・「有価証券上場規程」
・「有価証券上場規程施行規則」
・「上場審査等に関するガイドライン」（以下「審査 GL」という）

(2)審査基準
形式要件（上場規程 205 条等）に適合していることを前提に、規程 207 条の実質審査
①企業の継続性および収益性
②企業経営の健全性
③企業のコーポレート・ガバナンスおよび内部管理体制の有効性
④企業内容等の開示の適正性
⑤その他公益または投資者保護の観点から東証が必要と認める事項
〜その具体的内容は審査 GL により定められている（上場規程 207 条 4 項）。

(3)審査資料
この審査は、新規上場申請者が提出する書類（上場規程 204 条参照）と「質問等」に基
づきなされる（上場規程 207 条 2 項）。
a.提出書類（規程 204 条 1 項）
・「有価証券新規上場申請書」
・「新規上場申請に係る宣誓書」

b.添付書類（子会社上場に特化して抜粋）
・ 「新規上場申請のための有価証券報告書」（規程 204 条 2 項・施行規則 204 条 1 項 4
号）
・ 定款（同 1 号）

4

JPX 金融商品取引法研究会報告資料

・ 経理規程・原価計算規程・職務権限規程・営業管理規程・株式事務取扱規程・内部情
報管理規程その他これらに類する諸規則の写し（同 10 号）
・ 「株券等の分布状況表」（同 21 号）
・ 新規上場申請者が親会社等を有している場合には、当該親会社等の事業年度決算・中
間決算（連単）の内容を記載した書面（同 28 号）
・ 「〔施行規則〕第 412 条に定める支配株主等に関する事項を記載した書面」（規程 204
条 2 項・施行規則 204 条 1 項 30 号）：「親会社等の企業グループにおける位置付け
その他の親会社等との関係」や「支配株主等との取引に関する事項」が含まれる（詳
細については☞ⅢB(3)参照）〜上場前には記載できない項目あり？（☞ⅡC 参照）。
・ （支配株主を有していない場合）新規上場申請に係る株券等の上場後において支配株
主を有することとなった場合には、支配株主との取引等を行う際に少数株主の保護の
方策をとる旨を確約した書面（同 31 号）。
２．子会社が上場する際の審査

A.健全性審査
(1)関連当事者との取引
関連当事者等との間で、取引行為（間接的な取引行為および無償の役務の提供および享
受を含む）その他の経営活動を通じて不当に利益を供与または享受していないと認められ
ること（審査 GLⅡ３(1)）＝この関連当事者は財務諸表規則上の概念を援用（審査 GLⅡ３(1)
注１）→親会社およびそのグループ会社が含まれる（財務諸表等規則 8 条 17 項 1 号・3 号
参照）→親会社による取引を通じた利益の搾取がないことも一つの審査項目？〜ただし、
新規上場ガイドブック上はもっぱら経営者やオーナー株主との取引が取り上げられている
にとどまり、親会社との取引に関する説明はない1。
※ 「申請会社の企業グループと関連当事者等との取引が、申請会社の企業グループ
にとって有利な条件であったとしても、申請会社の企業グループがその利益を享
受することで、当該関連当事者等の申請会社の企業グループへの影響力が著しく
高まるような場合には、不当な利益享受であるとみなす」2

(2)役員の状況
「他の会社等との役職員等との兼務の状況が、当該新規上場申請者の役員として公正、
忠実かつ十分な職務の執行又は有効な監査の実施を損なう状況でないと認められること審
査 GLⅡ３(2)」：子会社上場の場合（申請会社が親会社等を有している場合）「 親会社等

1

東京証券取引所『2019 新規上場ガイドブック 市場第一部・第二部編』（以下、「新規
上場ガイドブック」として引用）57-58 頁。
2
新規上場ガイドブック 58 頁。
5

JPX 金融商品取引法研究会報告資料

の役職員と兼職又は親会社等から出向している取締役の合計人数が、取締役会（委員会設
置会社においては各委員会を含む）の半数以上を占める場合や定款において定められた決
議要件の加重により、その経営方針の決定や業務執行に当たって親会社等の影響を強く受
ける形態である場合には、少数株主保護の観点から審査の進め方はより慎重なものとな」
る3。

(3)親会社等を有している場合の特別の審査項目
親会社等からの「独立性」の審査（審査 GLⅡ３(3)）。
a. 新規上場申請者の企業グループの事業内容と親会社等の企業グループの事業内容の
関連性、親会社等の企業グループからの事業調整の状況及びその可能性その他の事
項を踏まえ、事実上、当該親会社等の一事業部門と認められる状況にないこと。
b. 新規上場申請者の企業グループ又は親会社等の企業グループが、通常の取引の条件
（例えば市場の実勢価格をいう。以下同じ。）と著しく異なる条件での取引等、当
該親会社等又は当該新規上場申請者の企業グループの不利益となる取引行為を強制
又は誘引していないこと。
c. 新規上場申請者の企業グループの出向者の受入れ状況が、親会社等に過度に依存し
ておらず、継続的な経営活動を阻害するものでないと認められること。

a.親会社等の一事業部門と認められる状況にない
①機能的独立性
・ 申請会社の役員の親会社等の企業グループの役職員との兼任の状況が、申請会社
自らの意思決定を阻害するものとなっていないか
・ 申請会社の日常の業務運営が申請会社自らの意思決定により行われており、親会
社等からの指示のみで事業活動が行われていないか
・ 業務上の意思決定について、事前に親会社等からの承認を求められるような規定
が存在していないか
・ 申請会社が製品に関する市場調査、開発、企画、立案等を行うなど、独自の開発
力、技術力、ノウハウ等を有しているか
・ 価格交渉、新規顧客開拓、既存顧客に対する拡販活動、等の営業活動を自らが行
っているか
※ 「親会社等の企業グループの中に、申請会社の事業内容と類似している事業を営ん
でいる会社が存在する場合」には、「それぞれの事業内容やその特徴（営業地域、
販売先、販売ルートなど）を踏まえたグループにおける各社の位置づけ（競合が発
生している場合にはその経緯）、親会社等から独立した経営を行う理由、親会社等

3

新規上場ガイドブック 58 頁。
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による申請会社に対する事業調整の内容なども踏まえて、親会社等から不当な事業
調整を受けないだけの独立性を有しているかどうか判断する」4。
②売上依存度
「申請会社が当該事業において果たしている実質的な機能等を慎重に確認したうえで、
親会社等に事業上専ら依存している状況にないかどうかを判断」5。
・ 「たとえば、親会社等自身が最終的な受領者（ユーザー）となるサービスを親会社
等の指示に従って提供することにより、親会社等に対して売上を計上している場合
や、申請会社が自ら営業活動を行うことなく優先的に親会社等からの注文を得られ
ることにより、親会社等に対して売上を計上している場合等には、親会社等の一事
業部門に該当すると判断することがあ」る。
・ 「一方、親会社等に対して売上を計上している場合であっても、例えば、自社の技
術やノウハウ等に基づき最終顧客に申請会社が営業活動を行っており、当該顧客と
の関係上、親会社等が形式的販売窓口（取引口座）となっている場合等には、親会
社等の一事業部門には該当しないと判断することがあ」る。


「親会社等以外に対して売上を計上している場合であっても、独自の技術やノウハ
ウ等を有していない場合や、営業活動を全般的に親会社等に依存している場合等の
ように、事業活動を親会社等に全般的に依存していると判断される場合には、親会
社等の一事業部門に該当すると判断することがあ」る。6
③親会社からの借入等

親会社等から不動産を賃借している場合、親会社等から借入を行っている場合、外部か
らの借入金に親会社等からの債務保証を受けているような場合、親会社等からの受入れ出
向者が存在する場合については、それぞれの関係における親会社等への依存度（比率・金
額など）、事業活動上の重要性等を参考にして「一事業部門」か否かの判定を行う7。
「借入金や債務保証については、申請直前事業年度の初日以降に、親会社等から直接新
規の借入れを行っている場合や、外部からの借入金に新たに債務保証を受けているような
場合であって、かつ、当該借入れ又は債務保証が残存している場合には、独自の資金調達
能力を有していないことが想定され」るので、「『一事業部門』か否かを慎重に確認する」
8

。


「親会社等が属する企業グループ内のファイナンスカンパニー（いわゆる CMS）に
ついては、当該 CMS を利用している会社（貸し手、借り手）が相当数あり、かつ当

4
5
6
7
8

新規上場ガイドブック 62-63 頁。
新規上場ガイドブック 63 頁。
以上、新規上場ガイドブック 63 頁。
新規上場ガイドブック 63 頁。
新規上場ガイドブック 63 頁。
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該 CMS が相当の資金規模を有しているなど、実質的に一金融機関と同様の機能を果
たしていると考えられる場合は、親会社等から直接借入れを行っている場合と比較
すると、申請会社独自の資金調達能力を疑わせるものではないと考えられることも
あ」る9。
※一事業部門である懸念があると判定された場合〜出資比率の引き下げの方向性の確認

b.親会社等との取引条件の適正性
「申請会社と親会社等との取引行為においては、第三者との取引行為と比較し、その取
引条件の決定方法において恣意性が働き、通常の取引の条件と著しく異なる条件で取引が
行われることも考えられ」、「そうした場合には、当該取引行為により申請会社又は親会
社等の株主の利益が損なわれている可能性があり、また、申請会社の意思に反して通常の
取引条件と著しく異なる条件で親会社等から取引を強制されている場合には、上場会社と
しての独立性が確保されているとはいえない」ことから、上場審査「基準では、親会社等
との取引に関して通常の取引と同様の条件で取引が行われていることを求めてい」る。
「この『通常の取引と同様の条件』かどうかの確認にあたっては、他の取引との取引条
件の比較や、取引条件の設定方法の確認を行う」
・ 営業取引：「他の一般の取引先との取引条件」との比較を中心に検討
・ 資金取引：「市中金利」との比較、債務保証を受けている場合には「保証料の決
定方法」などについて確認
・ 不動産の賃貸借取引：「近隣相場」との比較や必要に応じて「不動産鑑定評価」
などを確認
・ ブランド使用料：「親会社等の企業グループに属する他社の取引条件」との比較
や「ブランド使用料の決定方法」といった点を確認


それぞれの取引について、過去における取引条件の推移の状況なども考慮10

c.親会社等からの出向者の受入れ
「申請会社の企業グループが親会社等の企業グループから独立して事業活動を行う上で
必要な人員を確保できる状況にあるかどうかを確認」11
「申請会社の企業グループが親会社等の企業グループから出向者を受け入れている場合、
出向者の配置状況等から申請会社の企業グループの経営の独立性が阻害されていないかを
確認」。「独立性の観点で親会社等からの影響を受けやすい部門を管掌する役員及び部門
長に出向者が配置されている場合などは、親会社等からの独立性の観点で問題がある」。

9

新規上場ガイドブック 64 頁。
新規上場ガイドブック 64 頁。
11
新規上場ガイドブック 65 頁。
10
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「ただし、経営方針の決定や親会社等との取引に関係のない部門を管掌する役員及び部門
長に出向者が配置されているケースについては、支配力に与える影響を考慮したうえで認
められるものと判断することもあ」る。
また、出向契約が解消された場合に代替要員の確保が可能であるなど、親会社等からの
出向者の状況が申請会社の企業グループの事業の継続に影響を与えないことも重要」。出
向者が有する専門知識やノウハウに依存しており、代替性のない場合は、継続性に支障を
来す可能性が高い」が、「外部登用や内部昇格等により、代替要員を確保できる見込みが
確認されれば、継続性の有無に影響を与えないものと判断することもあ」る。
※親会社からの役員は、非常勤で２名程度までが一般的？

B.親会社等の情報開示の適正性
親会社が上場会社としてディスクロージャーの義務が課されているか、そうでなければ
新規上場申請者が親会社の会社情報を適切に把握することができる状況にあり、新規上場
申請者が、当該会社情報のうち新規上場申請者の経営に重大な影響を与えるものを投資者
に対して適切に開示することに当該親会社等が同意することについて書面により確約する
こと（審査 GLⅡ５(4)）〜もっとも、ここで書面の提出義務を負うのは、あくまで申請会社
であって支配株主等ではない←上場契約による規律の限界？

C.上場承認後（？）の公衆縦覧
本則市場へ新規上場申請を行う新規上場申請者は、当取引所が新規上場申請に係る株券
等の上場を承認した場合（？）には、「施行規則で定めるコーポレート・ガバナンスに関
する事項について記載した報告書」（以下「CG 報告書」という）を提出し公衆縦覧に供さ
れる（規程 204 条 12 項 1 号）。
記載事項
・ 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
他の新規上場申請者に関する基本情報（支配株主を有する場合は、当該支配株主
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を含む。）（施
行規則 211 条 4 項 1 号）〜「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」は、上場承認後に公衆縦覧されるこの CG 報告書の中で初めて決められ
開示される？→それ以前に（審査段階で）提出される「支配株主等に関する事項」
（☞Ⅱ１(3)b）の記載事項「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」の「履行状況」は、何の履行状況を指す？
・ 独立役員の確保の状況で、親会社・主要株主出身者の明示および趣旨説明（同 6
号）

9
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Ⅲ．上場管理
上場された会社が、子会社である場合の上場管理の規律について概観
・ 子会社がⅡで述べた審査を経て上場された場合
・ 従前独立した会社であったものが、企業買収等によりに新たに親会社・支配株主
を生じた場合
１．上場子会社に適用される規程類

A.独立役員等の確保
⇒本研究会伊藤報告Ⅳ参照。
(1) 遵守すべき事項〜独立役員の確保（規程 436 条の 2）
a.規定内容
上場内国株券の発行者は、一般株主保護のため、独立役員を１名以上確保しなければな
らない（規程 436 条の 2 第 1 項）
独立役員＝一般株主と利益相反が生じるおそれのない…
・ 社外取締役＝会社法第２条第１５号に規定する社外取締役であって、会社法施行
規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者、又は
・ 社外監査役＝会社法第２条第１６号に規定する社外監査役であって、会社法施行
規則第２条第３項第５号に規定する社外役員に該当する者
上場管理ガイドライン（以下、「上管 GL」という）Ⅲ５(3)の２〜親会社・兄弟会社から
の独立も

b.独立役員に期待される役割
2010 年 3 月 31 日上場制度整備懇談会「独立役員に期待される役割」
「独立役員には、上場会社の取締役会などにおける業務執行に係る決定の局面等におい
て、一般株主の利益への配慮がなされるよう、必要な意見を述べるなど、一般株主の利益
保護を踏まえた具体的行動をとることが期待されている。」
一般株主＝「株式の流通市場を通じた売買によって変動し得る株主」であって「個々の
株主としては持分割合が少ないために単独では会社の経営に対する有意な影響力を持ち得
ない株主」

(2)望まれる事項〜独立取締役の確保等
他方で、「望まれる事項」として、取締役である独立役員を少なくとも１名以上確保す
るよう努めなければならない（規程 445 条の 4）〜子会社に独立取締役を要求することの意
味は？

10
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B．開示
(1)コーポレートガバナンス報告書（規程 419 条）
【資料４】日立建機 2019 年 7 月 1 日の CG 報告書
CG 報告書の内容に変更が生じた場合には、遅滞なく変更後の報告書を提出
a. 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針に関する指針
CG 報告書の内容の中に、少数株主保護指針が含まれる（施行規則 415 条 1 項 1 号）
CG 報告書Ⅰ−４「記載上の注意」
「少数株主保護の方策に関する指針については、支配株主がその影響力を利用して、支
配株主【等】……を利する取引を行うことにより、会社ひいては少数株主を害することを
防止することを目的とした、社内体制構築の方針、社内意思決定手続や外部機関の利用等
について具体的に記載してください。」
「指針において対象とする支配株主との取引等の水準については、基本的には支配株主
との取引等の全てを念頭に置くことが望まれますが、各社の規模や体制によってはその影
響度合いが異なることも想定されますので、少数株主に一定程度影響を及ぼしうる規模の
支配株主との取引等に限定する趣旨から、各社にとって適切と判断する具体的な取引の水
準を指針に反映することも考えられます。この場合には、当該水準を適切と判断した理由
も併せて記載してください。」12
指針に定める方策の履行状況については、(3)a で開示の対象

b.「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」
CG 報告書Ⅰ−５「記載上の注意」
「親会社……を有する場合においてはその事実及び当該関係を踏まえたコーポレート・
ガバナンスに対する考え方（方針）について記載してくだい。例えば、当該会社が、①親
会社を有している場合には当該親会社からの独立性確保に関する考え方・施策等について
……記載することが望まれます。」13
(2)ガバナンスコードのコンプライ・オア・エクスプレイン（規程 436 条の 3）
a.関係する規定
・ 基本原則 1：「上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。」「少数株
主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確保、権利行使に係る環境や実質

12

東京証券取引所『会社情報適時開示ガイドブック 2018 年 8 月版』（以下、「適時開示ガ
イドブック」として引用）780 頁。
13
適時開示ガイドブック 776 頁。
11

JPX 金融商品取引法研究会報告資料

的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に配慮を行うべ
きである。」
・ 原則 1-7「関連当事者間の取引」：「上場会社がその役員や主要株主等との取引（関
連当事者間の取引）を行う場合には、そうした取引が会社や株主共同の利益を害する
ことのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は、あら
かじめ、取引の重要性やその性質に応じた適切な手続を定めてその枠組みを開示する
とともに、その手続を踏まえた監視（取引の承認を含む）を行うべきである。」〜事
前の取締役会による承認・任意の諮問委員会の活用14
・ 原則 4-3「取締役会の役割・責務(3)」：「取締役会は、経営陣・支配株主等の関連当
事者と会社との間に生じ得る利益相反を適切に管理すべきである。」〜原則 1-7 は具
体例であり15、それ以外も考えよということ？
・ 原則 4-7「独立社外取締役の役割・責務」：「上場会社は、独立社外取締役には、特
に以下の役割・責務を果たすことが期待されることに留意しつつ、その有効な活用を
図るべきである。…（略）…（ⅲ）会社と経営陣・支配株主等との間の利益相反を監
督すること（ⅳ）経営陣・支配株主から独立した立場で、少数株主をはじめとするス
テークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させること」〜この原則が重要である
とのフォローアップ会議意見も出されている16。ただし立案当初は、(iii)(iv)より先に
いわゆる助言機能に係る役割・責務が記載されていることに留意せよとの解説17。
・ 原則 4-8「独立社外取締役の有効な活用」：「独立社外取締役は会社の持続的な成長
と中長期的な企業価値の向上に寄与するように役割・責務を果たすべきであり、上場
会社はそのような資質を十分に備えた独立社外取締役を少なくとも２名以上選任す
べきである。また、業種・規模・事業特性・機関設計・会社をとりまく環境等を総合
的に勘案して、少なくとも３分の１以上の独立社外取締役を選任することが必要と考
える上場会社は、上記にかかわらず、十分な人数の独立社外取締役を選任すべきであ
る」。〜上場子会社に（親会社からも独立した）独立取締役は何人必要？

14

油布志行ほか「「コーポレートガバナンス・コード原案」の解説〔Ⅱ〕」商事法務 2063
号（2015 年）54 頁。
15
油布志行ほか「「コーポレートガバナンス・コード原案」の解説〔Ⅲ〕」商事法務 2064
号（2015 年）41 頁。
16
「会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けた取締役会のあり方」（スチュ
ワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議 意見
書(2) ）7 頁。
17
油布志行ほか「「コーポレートガバナンス・コード原案」の解説〔IV〕」商事法務 2065
号（2015 年）47 頁。
12

JPX 金融商品取引法研究会報告資料

b.開示媒体・開示内容等
・ 不遵守時のエクスプレインには、(1)CG 報告書の「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」欄が用いられる18
・ 「コードにおいて特定の事項を開示すべきとする原則」に該当する原則 1-7 の枠組み
の開示は CG 報告書（Ⅰ(2)欄）で行う19。

(3)親会社等に係る事項の開示
a.支配株主等に関する事項の開示（規程 411 条 1 項）
【資料５】日立建機 2019 年 5 月 21 日「支配株主等に関する事項」
支配株主等を有する上場会社は、事業年度経過後３か月以内に、施行規則で定める支配
株主等に関する事項を開示しなければならない。
「支配株主等に関する事項」＝①親会社等の商号・名称、その議決権所有割合、親会社
等の上場先金融商品取引所等、②親会社等が複数ある場合は、親会社等のうち上場会社に
与える影響が最も大きいと認められる会社等、③非上場の親会社等が決算開示の免除の適
用を受ける場合、その理由、④親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社
等との関係、⑤支配株主等との取引に関する事項、⑥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に定める方策の履行状況（施行規則 412 条）。
④親会社等の企業グループにおける位置付けその他の親会社等との関係
親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けや親会社等からの独立性の確保の
状況等について、
(ア) 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けについて、親会社等やそのグ
ループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から記載〜特に、親会社等
又はそのグループ企業との間で、役員・従業員の上場会社役員との兼務や相当数の
出向者の受入れがある場合金銭等の貸借関係、保証・被保証関係等がある場合、主
要な製品に係るライセンス等の供与がある場合、営業取引における依存度合いが著
しく高い場合、「重要な製造設備等について賃貸借関係等がある場合などにあって
は、これらの状況（数、金額、構成比等を用いて具体的に）及びそのような形態を
採っている理由を記載」
(イ) (ア)上の記載を踏まえ、「親会社等の企業グループに属することによる事業上の制
約、リスク及びメリット、また、上場会社が、親会社等やそのグループ企業との取
引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動への影響等」につ
いても記載

18
19

適時開示ガイドブック 779 頁。
適時開示ガイドブック 777 頁。
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(ウ) (イ)に記載した親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、親会社
等やそのグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経
営・事業活動への影響等がある中における、親会社等からの一定の独立性の確保に
関する考え方及びそのための施策について記載
(エ) (ア)〜(ウ)を踏まえて、親会社等からの一定の独立性の確保の状況について、理由を
含めて記載20
⑤支配株主等との取引に関する事項
財規 8 条の 10・連結財規 15 条の 4 の 2 の規定により財務諸表等・連結財務諸表等に記載
される関連当事者との取引に関する事項のうち、親会社等・支配株主及びその近親者・同
一支配株主の過半数保有会社及びその子会社との取引に関する事項（上場外国会社にあっ
てはこれに相当する事項）を記載する〜決算短信の注記を参照する旨の記載でも足りる21。
⑥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に
定める方策の履行状況
CG 報告書の「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」
に定める方策の履行状況を記載する22。
b.親会社等の年度・中間・四半期決算の内容の開示（規程 411 条 2-4 項）
親会社等の事業年度若しくは中間会計期間又は連結会計年度若しくは中間連結会計期間
に係る決算の内容が定まったときは、上場会社は、直ちにその内容を開示しなければなら
ない（2 項）。
この開示義務は、親会社が上場会社である場合は免除されるが、「上場会社が当該親会
社等に関する事実等の会社情報のうち上場会社の経営に重大な影響を与えるものを投資者
に対して適切に開示することを当取引所に書面により確約」することが条件（3 項）。

C．支配株主との取引の意見聴取（規程 441 条の 2）
企業行動規範の「遵守すべき事項」として「支配株主との重要な取引等に係る遵守事項」
（規程 441 条の 2）＝「支配株主を有する上場会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各
号に規定する事項の決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関
し、当該支配株主との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うものとする。」

20
21
22

以上、適時開示ガイドブック 516-517 頁。
適時開示ガイドブック 517 頁。
適時開示ガイドブック 517 頁。
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(1)具体的なイベント〜軽微基準まで含めた適時開示の準用
a.上場子会社自身の決定事項
・ 第三者割当増資（規程 402 条 1 号 a）
・ 自己株式取得（同 e）
・ 株式交換、株式移転、合併、会社分割、事業の全部・一部の譲渡・譲受け（同 i〜m）
・ 新製品または新技術の企業化（同 o）
・ 業務上の提携または業務上の提携の解消（同 p）
・ 子会社の移動を伴う株式・持分の譲渡・取得等の子会社の異動を伴う事項（同 q）
・ 固定資産の譲渡・取得（同 r）
・ リースによる固定資産の賃貸借（同 s）
・ 新規事業の開始（同 w）
・ 株式公開買付け（同 x）
・ 対抗買付けその他の有償の譲受けの要請または公開買付け等に関する意見の公表・株
主に対する表示（同 y）
・ 当該上場子会社またはその子会社の役員・従業員に対するストックオプションの発行
等（同 z）
・ 当該上場子会社の支配株主その他施行規則で定める（*）者が関連する、全部取得条
項付種類株式の全部の取得（同 ap）
・ 当該上場子会社の支配株主その他施行規則で定める者が関連する株式等売渡請求に
かかる承認・不承認（同 aq）
・ 当該上場子会社の支配株主その他施行規則で定める者が関連する、その他投資者の投
資判断に著しい影響を及ぼすもの（同 ar）
b.上場子会社の子会社等の決定事項
・ 株式交換、株式移転、合併、会社分割、事業の全部・一部の譲渡・譲受け（規程 403
条 1 号 a〜e）
・ 新製品又は新技術の企業化（同 g）
・ 業務上の提携又は業務上の提携の解消（同 h）
・ 孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得その他の孫会社の異動を伴う事項
（同 i）
・ 固定資産の譲渡又は取得（同 j）
・ リースによる固定資産の賃貸借（同 k）
・ 新たな事業の開始（同 n）
・ 公開買付け（同 o）
・ 当該上場子会社の支配株主その他施行規則で定める者が関連する、投資者の投資判断
に著しい影響を及ぼすもの（同 s）
15
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(2)具体的にすべき内容
決定が当該上場会社の少数株主にとって不利益なものでないことに関し、当該支配株主
との間に利害関係を有しない者による意見の入手を行うものとする。

a.「支配株主との間に利害関係を有しない者」
「例えば、買収防衛策導入会社の実務において実施されている特別委員会に相当するよ
うな第三者委員会や、支配株主と利害関係のない社外取締役又は社外監査役などが含まれ
ます。」23

b.「少数株主にとって不利益なものでないことに関する意見の入手」
「例えば、取引等の目的、交渉過程の手続き（合併比率等に係る算定機関選定の経緯、
決定プロセスにおける社外取締役又は社外監査役の関与など）、対価の公正性、上場会社
の企業価値向上などの観点から総合的に検討を行ったうえで、当該決定が少数株主にとっ
て不利益なものでないことについて言及したもの」
・ 合併等の組織再編行為は「支配株主と利害関係のない算定機関から対価の公正性等に
関する評価（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）を取得してしる場合（当該評価
において、少数株主にとって不利益でないことに関して言及されている場合に限りま
す。）は、「意見の入手」を行ったものとして取り扱う。ただし、合併比率算定書等
の取得のみでは、「意見の入手」とは認められない
・ 二段階スクイーズアウトなどについては、一連の行為を一体のものとして「意見の入
手」をすれば良い24
・ 「意見の入手」の時期は、通常、重要な取引等を決定する日まで。条件等が決まって
いない場合は、後日の条件決定時に入手すれば良い（適時開示で未入手の開示は必要）
25

D. 支配株主との取引の健全性の毀損による上場廃止（規程 601 条 1 項 9 号の 2）
(1)上場廃止基準
「第三者割当により支配株主が異動した場合において、３年以内に支配株主との取引に
関する健全性が著しく毀損されていると当取引所が認めるとき」
（規程 601 条 1 項 9 号の 2）
施行規則 601 条 9 項
※

「第三者割当により支配株主が異動した場合」〜当該割当により支配株主が異動した場合及び
当該割当により交付された募集株式等の転換又は行使により支配株主が異動する見込みがあ

23
24
25

適時開示ガイドブック 654 頁。
以上、適時開示ガイドブック 654 頁。
適時開示ガイドブック 655 頁。
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る場合をいう。
※

「３年以内」〜上場会社が同号に規定する第三者割当により支配株主が異動した場合に該当し
た日が属する事業年度の末日の翌日から起算して３年を経過する日までの期間をいう

(2)該当性の審査
該当した上場会社は、原則として、該当した日が属する事業年度の末日を経過した後及
び当該末日の翌日から起算して１年を経過するごとに、各事業年度における支配株主との
取引状況等について記載した書面の提出を速やかに行わなければならない（施行規則 601
条 9 項 3 号）
。
「投資者保護の観点から必要かつ適当と認める」ときに、
「施行規則 601 条 9 項 3 号に規
定する支配株主との取引の合理性、取引条件の妥当性その他の事情を総合的に勘案して」
審査を行う（上管 GLⅣ２）

(3)支配株主との取引状況等に関する報告書
上記(2)の審査のために提出される支配株主との取引状況等に関する報告書の記載内容は、
取引の内容と取引についての考え方・評価の２項目。
記載上の注意
・ 総額 100 万円以上は全て報告対象？（記載上の注意 3）
・ 「具体的な取引条件及びその決定方法」欄には、現在の取引条件のほか、当該取
引の決済権限及び手続きについて具体的に記載（記載上の注意 5）。
・ 各取引について、取引に係る意思決定手続の正当性についての考え方、取引の合
理性や取引条件の妥当性についての考え方を記載したうえで、取引の問題性につ
いての会社の評価（問題の有無についての認識）を記載（記載上の注意 7）。
・ 当該報告内容に関して虚偽の記載や重要な内容の欠けが判明した場合は、上場規
程違反となるおそれがあるため留意すること（記載上の注意 8）26。

２．上場親会社に適用される規程類
親子上場が原則（Ⅱ１D 参照）だとすると、上場親会社にも上場規程の適用があることに
なる。

A.親会社の独立役員の役割
親会社の独立役員も「一般株主の利益保護を踏まえた行動をとること」が期待される〜
ここにいう「一般株主」に子会社少数株主は含まれるか？

26

以上、適時開示ガイドブック 744 頁。
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B．開示
(1)コーポレートガバナンス報告書（規程 419 条）
【資料６】日立製作所 2019 年 6 月 28 日 CG 報告書
a.「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」
CG 報告書Ⅰ−５「記載上の注意」
「当該会社が、……②上場子会社を有している場合には当該子会社の独立性に関する考
え方・施策等について、記載することが望まれます。」

b.「内部統制システム等に関する事項」
CG 報告書Ⅳ−１「内部統制システムの整備状況」記載上の注意27
「グループ会社を有している場合には、当該会社並びにその親会社及び子会社から成る
企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備状況について記載することが考
えられます。」〜必要的記載事項ではないが、上場子会社にも言及すべきか？
(2)ガバナンスコードのコンプライ・オア・エクスプレイン（規程 436 条の 3）

・ 原則 1-7「関連当事者間の取引」：子会社との取引は含まないという理解〜親会
社側には子会社に不利益を与えることに対するチェックは期待されていない？
・ 原則 4-3「取締役会の役割・責務(3)」：「取締役会は、適時かつ正確な情報開示
が行われるよう監督を行うとともに、内部統制やリスク管理体制を適切に整備す
べきである。」
C. 不祥事予防のプリンシプル

(1)グループ管理関係のプリンシプル
［原則５］グループ全体を貫く経営管理：グループ全体に行きわたる実効的な経営管理
を行う。管理体制の構築に当たっては、自社グループの構造や特性に即して、各グループ
会社の経営上の重要性や抱えるリスクの高低等を踏まえることが重要である。特に海外子
会社や買収子会社にはその特性に応じた実効性ある経営管理が求められる。
解説：「5-1 不祥事は、グループ会社で発生したものも含め、企業価値に甚大な影響を及
ぼす。多数のグループ会社を擁して事業展開している上場会社においては、子会社・孫会
社等をカバーするレポーティング・ライン（指揮命令系統を含む）が確実に機能し、監査
機能が発揮される体制を、本プリンシプルを踏まえ適切に構築することが重要である。
グループ会社に経営や業務運営における一定程度の独立性を許容する場合でも、コンプ
ライアンスの方針についてはグループ全体で一貫させることが重要である。」

27

適時開示ガイドブック 776 頁。
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(2)プリンシプルの性質
「本プリンシプルにおける各原則は、各上場会社において自社の実態に即して創意工夫
を凝らし、 より効果的な取組みを進めていただくための、プリンシプル・ベースの指針で
す。また、仮に本プリンシプルの充足度が低い場合であっても、上場規則等の根拠なしに
当法人が上場会社に対する不利益処分等を行うものではありません。むしろ、上場会社が
自己規律を発揮していただく際 の目安として活用されることを期待しています。また、上
場会社に助言等を行う法律専門家や会計専門家、さらには広く株主・投資者の皆様にも共
有され、企業外のステークホルダーからの規律付けが高まることも期待されます。」〜市
場運営（関係）者による、ステークホルダーの期待への働きかけを通じた市場規律の向上？
※本報告は、科研費（課題番号 17K03490）の成果の一部である
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【資料１】

東 証 上 場 第１１号
平成１９年６月２５日
上場会社代表者 各位
株式会社東京証券取引所
代表取締役社長
斉藤

惇

親会社を有する会社の上場に対する当取引所の考え方について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は、当取引所の市場運営にご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
当取引所は、平成１９年４月２４日に当取引所が公表した「上場制度総合整
備プログラム２００７」の実行計画に基づき、親会社を有する会社の上場（以
下「子会社上場」といいます。）に対する当取引所の考え方を下記のとおりとり
まとめましたので、ご通知申し上げます。
敬具
記
子会社上場は、子会社による独自の資金調達力が高まること等を通じて子会
社の持続的な成長の実現に寄与する、新たな投資物件が投資者に対して提供さ
れるなど、国民経済上の意義があります。現に、これまでの子会社上場の事例
のなかにも、優良な投資物件として投資者から高い評価を受けている会社がい
くつもあります。
その一方で、子会社上場には独自の弊害があることが指摘されています。例
えば、親会社と子会社の他の株主の間には潜在的な利益相反の関係があると考
えられますので、親会社により不利な事業調整や不利な条件による取引等を強
いられる、資金需要のある親会社が子会社から調達資金を吸い上げる、上場後
短期間で非公開化するなど、子会社の株主の権利や利益を損なう企業行動がと
られるおそれが指摘されています。
親会社にとっても、自身の短期的な単体決算対策のための子会社上場や、上
場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上場させて新規公
開に伴う利得を二重に得ようとする事例など、その目的に関して安易であると

【資料１】

いう批判を受けるケースが見受けられます。また、本格的な連結経営が求めら
れる昨今の経営環境においては、企業グループ内の会社が親会社以外の株主に
対して責任を負うこととなる子会社上場は、一体的な連結経営を行ううえでは
必ずしも望ましいこととはいえません。
このように、子会社上場は、その国民経済上の意義及び投資者に多様な投資
物件を提供するという証券取引所に期待される役割に照らして、一律的に禁止
するのは適当ではない反面、投資者をはじめ多くの市場関係者にとっては必ず
しも望ましい資本政策とは言い切れないと考えます。
したがいまして、新規に上場を目指す子会社及びその親会社におかれまして
は、上記のような子会社上場の特性を十分に考慮のうえでその方針を決定して
いただくとともに、株主の権利や利益への一層の配慮、投資者をはじめとする
市場関係者に対する積極的なアカウンタビリティの遂行に努めていただくこと
が望ましいと考えます。
また、親会社を有する上場会社の皆様におかれましても、上記のような子会
社上場の特性を十分に考慮のうえ、株主の権利や利益への一層の配慮、投資者
をはじめとする市場関係者に対する積極的なアカウンタビリティの遂行に努め
ていただくことが望ましいと考えます。
以上

※ 「上場制度総合整備プログラム２００７」の実行計画中、子会社上場の考え方に関連する部
分は以下のとおりです。当該プログラムの詳細につきましては、当取引所のホームページ
（http://www.tse.or.jp/rules/seibi/2007program.pdf）をご参照ください。
親会社等を有する上場会社への対応（第一次実施事項）
○親会社を有する会社の上場に関する東証の考え方を公表する。
・親会社を有する会社の上場は、上場制度として禁止するのは適切ではない。
・しかしながら、
（新規上場時から親会社を有する場合であっても、企業再編等を通じて上場後に
親会社を有することになる場合であっても）少数株主との利益相反のおそれなどの内在する弊
害や問題点があること、昨今の経営環境においては上場会社には本格的な連結経営が求められ
ていることを踏まえれば、投資者をはじめ多くの市場関係者にとって必ずしも望ましい資本政
策とは言い切れない。
・上記の認識を「新規上場の手引き」、「会社情報適時開示ガイドブック」や東証のホームページ
等に掲載し、関係者への周知を図る。

【資料２】

東 証 上 審 第

2 3 5

号

平成 19 年 10 月 29 日

上場会社代表者 各位
株式会社 東京証券取引所
代表取締役社長 斉藤 惇
中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
また、平素は証券市場の運営につきまして格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当取引所は、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会員制法
人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び株式会社ジャスダック証券取引所と、
別紙のとおり、中核的な子会社の上場に関して考え方を共有することといたしましたので、
上場会社代表者へご通知いたします。
新規に上場を目指す子会社及びその親会社におかれましては、別紙に記載されております
観点を十分に考慮のうえでその方針を決定していただくようよろしくお願い申し上げます。

敬具

【資料２】

平成 19 年 10 月 29 日
上場会社代表者 各位
株式会社東京証券取引所
株式会社大阪証券取引所
株式会社名古屋証券取引所
証券会員制法人福岡証券取引所
証券会員制法人札幌証券取引所
株式会社ジャスダック証券取引所
中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について
株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会
員制法人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び株式会社ジャスダック証券取
引所は中核的な子会社の上場に関して考え方を共有することといたしました。
昨今、親会社と実質的に一体の子会社、若しくは中核的な子会社（親会社グループの企業
価値の相当部分を占めるような子会社）の上場意向が散見されております。
このような中核的な子会社の子会社上場は、証券市場において実質的には新しい投資物件
であるとは言えず、また、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上
場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとしているものではないかと考えます。
このような状況から、例えば、事業ドメイン（事業目的・内容・地域等）が極めて類似し
ている子会社や、親会社グループのビジネスモデルにおいて、非常に重要な役割を果たして
いる子会社、親会社グループの収益、経営資源の概ね半分を超える子会社などのいわゆる中
核的な子会社の上場については各企業グループ、子会社の事業の特性、事業規模、過去の業
績の状況、将来の収益見通し等を総合的に勘案しながら、慎重に判断していくことといたし
ます。
また、こういった子会社上場は、親会社と子会社の上場する証券取引所が異なるケースも
想定されることから、各証券取引所が上記のような考え方を共有した上で、対応していくこ
とが望ましいと考えられます。よって、各証券取引所間が必要に応じて情報交換を行い、各
証券取引所の自主性を損なうことのない範囲で協調することといたします。
したがいまして、新規に上場を目指す子会社及びその親会社におかれましては、上記のよ
うな観点を十分に考慮のうえでその方針を決定していただくようよろしくお願い申し上げ
ます。
以上

【資料３】東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス白書2019」

図表 10
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1 ‐ 9．支配株主・親会社の有無
CG 報告書では、支配株主7及び親会社8の有無について記載を要請している。支配株主とは、
①親会社と、②主要株主9で、自己の計算により所有する議決権と近親者や自己が議決権の過
半数を所有する会社などが所有する議決権とをあわせて、上場会社の議決権の過半数を占め
ている者とを包含する概念である。東証上場会社のうち支配株主を有する会社は629社であり、
全上場会社の17.5% を占める。そのうちの372社（全社中10.4%）については親会社を有する会

7
8
9

8

有価証券上場規程第2条第42号の2、有価証券上場規程施行規則第3条の2。
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第8条第3項に規定する親会社をいう。
金融商品取引法第163条第1項。

【資料３】東京証券取引所「コーポレート・ガバナンス白書2019」

図表 12
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ｰ

社であり、257社（同7.2％）については親会社以外の支配株主10を有する会社である。親会社
を有する会社の84.1% にあたる313社（同8.7%）は、親会社が上場会社である（図表 12）。
市場区分別にみると、親会社を有する会社については、市場第二部（17.0%）及び JASDAQ
（13.9%）、親会社以外の支配株主を有する会社については、マザーズ（26.2%）及び JASDAQ
（10.2%）で比率が高くなっている（図表 13）。これは、マザーズや JASDAQ では、創業者な
どの個人が支配株主である場合が多いことが要因であると考えられる。全上場会社に占める
支配株主を有する上場会社の比率は、2013年の東証と大阪証券取引所の統合時に JASDAQ 等
が加わった影響で若干増加したが、その後は親会社を有する会社が減少し、親会社以外の支
配株主を有する会社が増加している。（図表 12）。

１
企
業
属
性

支配株主・親会社の有無の推移
1.1%
9.5%

2012年

5.1%

84.3%

1.9%
9.5%

2014年

7.0%

81.6%

1.7%
9.2%

2016年

7.0%

82.1%

1.6%
8.7%

2018年

7.2%

82.5%

0%

20%
親会社あり
（上場）

図表 13

40%
親会社あり
（非上場）

60%

80%

100%
支配株主なし

支配株主
（非親会社）
あり

支配株主・親会社の有無（市場区分別）
1.6%
8.7%

全社

0.5%
JPX日経400

7.2%

82.5%

1.0%

7.8%

90.7%
0.7%

市場第一部

6.9% 3.9%

88.6%
3.1%

市場第二部

13.9%

6.8%

76.1%

0.8%
マザーズ

9.0%

26.2%

64.1%

3.6%
JASDAQ
0%

10.3%

10.2%
20%

親会社あり
（上場）

10

76.0%
40%
親会社あり
（非上場）

60%
支配株主
（非親会社）
あり

80%

100%
支配株主なし

親会社以外の支配株主は、いわゆるオーナーなどの個人が一般的である。
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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
当社は、業績の向上に加え、企業が社会の一員であることを深く認識し公正かつ透明な企業行動に徹することが、コーポレート・ガバナンスの目
的とするところであり、延いては企業価値の増大と更なる株主価値の向上に繋がると考えています。
そのため、当社では、経営戦略を強力かつ迅速に展開できる執行体制を構築するとともに、公正で透明性の高い経営を実現するため、経営の監
督機能と業務執行機能の分離によるコーポレート・ガバナンスの強化をめざし、会社法第２条第12 号に定める指名委員会等設置会社の組織体制
を採用しています。
また、当社が属する日立グループにおけるコーポレート・ガバナンスの基本方針として、株式会社日立製作所の日立グループ行動規範に準じて定
めている当社の日立建機グループ行動規範を日立ブランド及びCSR 活動の基礎として位置付け、日立グループ共通の価値観を醸成するととも
に、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有することとしています。

【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1-2-5>
現時点において実質株主による株主総会での議決権行使の対応を行う予定はありませんが、現行の法制度及び世間動向等をふまえ、適宜検討
します。
<補充原則2-5-1>
現在の当社の内部通報制度は、執行体制内で運営しており、外部の専門家または法務部を直接の窓口として運営する制度となっています。全て
の通報内容及びその対処を取締役会及び監査委員会に報告しています。また、前記内部通報制度の運営にあたり、情報提供者の秘匿及び不利
益取扱い禁止を含む規則を制定しています。今後、執行体制から独立した窓口の設置を検討します。

【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>
上場株式の政策保有に関する方針及び政策保有株式の議決権行使に関する基準については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第15条
（上場会社株式の政策保有に関する方針）において以下のとおり定めています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第15条 (上場会社株式の政策保有に関する方針)
当社の政策保有株式に関する方針を以下のとおりとする。
（１）政策保有株式の保有に関する方針
当社は、資材の安定調達や販売先の強化その他中長期的に当社の企業価値向上に資すると認められる場合を除き政策保有株式を保有しないも
のとし、保有方針に合致しなくなった場合は、適宜売却を進め政策保有株式を縮減するものとする。
（２）保有合理性の検証
当社は、毎年の取締役会において政策保有株式ごとに、前項に定める保有方針及び資本コストを踏まえた保有継続の合理性について具体的な
検証を行い、検証の内容を開示する。
（３）議決権行使基準
当社は、保有株式に係る議決権行使については、発行会社の持続的成長・中長期的な企業価値の向上及び当社の株主価値向上に寄与するも
のであるかなど、保有目的に照らし総合的に判断して行使する。
（４）政策保有株主との関係
政策保有株主との取引については、経済合理性に基づき取引条件を検証のうえ取引を継続するものとし、政策保有株主から当社株式の売却の
意向が示された場合は、その意向を妨げる行為を行わない。
毎年、取締役会で全ての政策保有株式について継続保有の必要性を個別に検証し、検証内容を開示します。
2018年度における検証の結果、上場株式については削減対象はなく、非上場株式を1銘柄削減しました。その他の銘柄については保有方針を踏
まえて継続保有することとしました。また、当社の政策保有株主より売却の意向を示された際には、売却の意向を妨げず賛成しています。
<原則1-7 関連当事者間の取引>
取締役及び執行役による利益相反取引及び競業取引については、毎年取締役会での事前の承認と事後の報告を要することとしています。当該
方針及び手続き等については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第14条（利益相反）において以下のとおり定めており、当該取引が会社
及び株主共同の利益を害することのないよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会は管理監督を行っています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第14条 (利益相反)
取締役及び執行役は、当社の利益に反して、自身又は第三者の利益を追求してはならない。
上記の意図がない場合でも、取締役及び執行役は、取締役会の承認を得なければ、会社法が定める利益相反取引及び競業取引を行ってはなら
ない。
前項の取締役会決議において、利害関係(個人的な利害関係のほか、当社外の職業上の利害関係)を有する取締役は、決定に加わってはならな
い。
<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>
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当社では企業年金基金の運用が、従業員の安定的な資産形成に加えて自らの財政状態にも影響を与えることを踏まえ、「日立建機企業年金基
金」を通じて以下の運営を行なっています。
・長期的に必要とされる予定運用利回りを確保すべく、「運用基本方針」「政策アセットミックス」を策定し、適切に分散したポートフォリオで運用して
います。
・母体企業から人事、財務の専門性を有した人財を基金理事として任用するとともに、外部の運用コンサルタントを起用し、運用能力及び専門知
識を強化しています。
・積立金の運用を、適正な評価の下に選任された複数の運用機関へ委託し、個別の投資先銘柄選定や議決権行使を各運用機関へ一任する事
で、企業年金の受益者と会社との間に生じる利益相反を適切に管理しています。
・委託先運用機関の運用状況（議決権行使を含む）は、基金が実施する運用報告会を通じて定期的モニタリングしています。
・人事管掌役員、財務管掌役員、人事、経理、財務、法務等、各部門の部門長からなる「年金委員会」を設置し、基金理事会の諮問機関として運
用の意思決定を助けるとともに、母体企業内の円滑な情報共有体制を組織的に強化することにより、透明・公正かつ迅速・果敢な意思決定を行な
う仕組みを構築しています。
<原則3-1 情報開示の充実>
（１）経営理念、経営戦略及び経営計画
当社ホームページにて企業理念、経営理念及び経営計画等最新の情報を開示しています。
【日立建機のビジョン】https://www.hitachicm.com/global/jp/our-company/profile/visions/
【中期経営計画】http://www.c-hotline.net/Viewer/Default/HCMAc47e16f1eae11bf2d95f9f07cc12437c
（２）当社における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
本報告書「1.1基本的考え方」及び当社「コーポレートガバナンスガイドライン」に記載しています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
（３）経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
報酬等の額の決定に関する方針については、本報告書「2．報酬の額又はその算出方法の決定方針の開示内容」に記載しています。この方針に
則り報酬委員会が個人別の報酬額等を決定しています。
（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続
経営陣幹部の選解任方針については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第3条（取締役の構成）及び第13条（経営陣幹部の選解任の方
針）において以下のとおり定めています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第13条 (経営陣幹部の選解任の方針)
取締役会は、経営陣幹部について、以下の選任基準・解任基準を踏まえ、指名委員会の意見も考慮のうえ選解任を検討し、実行する。
（１）選任基準
1.人格、識見、指導力に優れた者であること
2.会社経営の分野における豊富な経験と実績を有し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を実現するために最適と考えられる者で
あること
（２）解任基準
1.公序良俗に反する行為を行った場合
2.健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合
3.職務の懈怠等により当社の企業価値を著しく毀損した場合
4.前項に定める選任基準を満たさないと判断した場合
また、取締役候補者の指名については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第3条（取締役の構成）において以下のとおり定めています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第3条 (取締役の構成)
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。
1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社
外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。
2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。
3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。
指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75歳以上の者を候補者とすることがある。
これらの方針に則り、取締役会が経営陣幹部を選任または解任することとし、指名委員会が取締役候補者を決定しています。
<補充原則4-1-1>
当社は指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底しています。法令、定款、会社規則で定められた事項を除く業務執行の決定につ
いては、原則として執行体制へ委任しています。
また、必要に応じて、取締役会で議論・決議すべき事項と執行体制に委任すべき事項について会社規則を改正し、適切な経営監督と業務執行が
行えるよう、見直しを行っています。
<補充原則4-1-3>
当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第13条（経営陣幹部の選解任の方針）において、以下のとおり経営陣幹部の選解任方針を定めていま
す。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第13条 (経営陣幹部の選解任の方針)
取締役会は、経営陣幹部について、以下の選任基準・解任基準を踏まえ、指名委員会の意見も考慮のうえ選解任を検討し、実行する。
（１）選任基準
1.人格、識見、指導力に優れた者であること
2.会社経営の分野における豊富な経験と実績を有し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を実現するために最適と考えられる者で
あること
（２）解任基準
1.公序良俗に反する行為を行った場合
2.健康上の理由から、職務の継続が困難となった場合
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3.職務の懈怠等により当社の企業価値を著しく毀損した場合
4.前項に定める選任基準を満たさないと判断した場合
当該方針をふまえ、指名委員会において経営陣幹部の後継者計画について主体的に議論しており、指名委員会の意見も考慮のうえ取締役会に
おいて後継者計画を立案・推進し、経営陣幹部を選任しています。
<原則4-8 独立社外取締役の有効な活用>
当社は、現在取締役10名中、独立社外取締役を3名選任しています。独立社外取締役の人数は取締役全体の3分の1を超えてはいませんが、そ
れぞれの社外取締役の有する専門的な知見から、取締役会における充分な議論を踏まえて独立社外取締役の役割・責務は果たされていると判
断しています。
なお、取締役会の構成の考え方については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第3条（取締役の構成）において以下のとおり定めていま
す。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第3条 (取締役の構成)
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。
1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社
外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。
2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。
3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。
指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75歳以上の者を候補者とすることがある。
<補充原則4-8-2>
独立社外取締役間における協議のさらなる円滑化を図るため、独立社外取締役の互選により「筆頭独立社外取締役」を設置し、独立社外取締役
としての役割及び責務を十分に果たせる体制を整備しています。
<原則4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質>
当社の取締役会の構成の考え方については、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第5条（社外取締役の独立性の判断基準）において以下
のとおり定めています。また、本報告書「Ⅰ．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」にも基準を記載してい
ます。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第5条 (社外取締役の独立性の判断基準)
指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
1.当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
2.当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを
受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連
結売上高の2％を超える場合
3.当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から
直接的に1,000万円を超える報酬(当社取締役としての報酬を除く)を受けている場合
4.当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度
当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2％を超える場合
<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、取締役の選任に関する方針・手続は、当社「コーポレート
ガバナンスガイドライン」第3条（取締役の構成）、第4条（取締役の適性）において以下のとおり定めています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第3条 (取締役の構成)
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。
1.取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験、専門知識、性別や国籍等の多様性、社
外取締役とそれ以外の取締役(執行役兼務者及び当社グループ出身の非業務執行取締役)の構成比等を考慮する。
2.取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。
3.取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。
指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75歳以上の者を候補者とすることがある。
第4条 (取締役の適性)
指名委員会は、取締役候補者を決定する際、以下の事項を考慮するものとする。
1.取締役候補者が、人格、識見に優れた者であること
2.社外取締役候補者が、第5条に定める独立性の判断基準を満たすことに加え、会社経営、法曹、行政、財務、会計、教育等の分野で指導的役割
を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であること
<補充原則4-11-2>
当社の取締役会の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知で開示しています。
【定時株主総会招集ご通知】https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/stock_and_bond/smeeting/
なお、上場会社の役員の兼職に関する方針は当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第6条（他社役員の兼職）において以下のとおり定めてい
ます。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第6条 (他社役員の兼職)
取締役は、当社の事業等を理解し、取締役会に出席し、また、その準備を行うために必要な時間を確保することが求められることから、当社の他
に4社を超える上場会社の役員(取締役、監査役又は執行役)を兼職しないことが望ましい。
取締役が他社から役員就任の要請を受けたときは、その旨を第7条に定める取締役に通知する。
<補充原則4-11-3>
当社は取締役会の実効性を確保・向上することを目的に、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第11条（取締役会の評価）において、毎年、
取締役会の実効性に関する評価を行うこととしています。
2015年度より取締役会実効性評価を始め、評価及び改善策の検討・実践を繰り返すことで実効性は年々向上していることを確認しており、更なる
向上を目指して改善すべき事項を取締役会で議論しています。

【資料４】

2018年度の取締役会実効性評価については、全取締役に対するアンケート及び社外取締役に対するインタビューを実施した結果、2017年度の実
効性評価によって改善の余地があると評価された事項の一部は改善が認められましたが、取締役会の構成、取締役会またはその他の機会での
中長期の事業戦略及び企業価値向上のための議論、後継者計画に関する議論及び後継者候補を評価する機会の創出、監査委員会の活動・運
営、社外取締役の協議のための環境整備について、更なる改善の余地があることが確認され、その改善策についても取締役会で議論のうえ、よ
り実効性を向上させるべく取り組むこととしています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
<補充原則4-14-2>
取締役に対するトレーニングの方針は、当社「コーポレートガバナンスガイドライン」第10条(取締役の知識習得）において以下のとおり定めていま
す。
https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/csr/company-2/governance/
第10条 (取締役の知識習得)
当社は、取締役に対して、就任時のオリエンテーションの他、当社取締役の職務遂行に必要な当社グループの事業その他の知識の習得のため
の機会を必要に応じて提供する。
<原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針>
株主・投資家との対話を促進するために、IRを管掌する役員の下に、専門部署として広報戦略室内にIR グループを設置し、当社の経営方針や財
務状況などを十分に理解いただき、企業価値を適正に評価していただけるよう、公正で透明性の高い情報開示に努めています。
経営戦略や業績全般に関する開示内容については、取締役・執行役と関連部門間で事前に協議し、共有しています。IR活動を通して把握した株
主・投資家の意見等については、定期的に取締役・執行役にフィードバックし、当社の持続的成長に向けた経営改革を進めるために活用していま
す。
経営方針説明会や四半期ごとの決算説明会、事業説明会を定期的に開催し、積極的な情報発信に努めており、これらの説明会における説明内
容については、当社Webサイトにて掲載しています。
https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/library/
また、個別面談の機会も設け、国内外の株主・投資家との充実した対話に努めています。
なお、株主・投資家との対話にあたっては、インサイダー情報を伝達しないよう十分に留意しています。

２．資本構成
外国人株式保有比率

10%以上20%未満

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

株式会社日立製作所

割合（％）

108,057,610

50.81

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

24,793,100

11.66

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

10,115,000

4.76

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口）

3,257,200

1.53

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント

2,846,496

1.34

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）

2,750,400

1.29

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口７）

1,712,700

0.81

ジェーピー モルガン チェース バンク ３８５１５１

1,639,412

0.77

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー ５０５２３４

1,637,905

0.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

1,576,600

0.74

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

株式会社日立製作所 （上場：東京、名古屋） （コード） 6501

補足説明
1．表には、自己株式2,460,265株（2019年3月31日現在）を含めておりません。
2．2018年9月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ
インターナショナル ピーエルシー （NOMURA INTERNATIONAL PLC）、野村アセットマネジメント株式会社が2018年9月14日現在でそれぞれ以下
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2019年3月31日現在における実質的保有状況が確認できていないため、上記大株
主の状況には含めていません。
なお、その変更報告書の主な内容は以下のとおりです。
保有者：野村證券株式会社
住所：東京都中央区日本橋一丁目９番１号
保有株券等の数：589,088株
保有割合：0.27％
保有者：ノムラ インターナショナル ピーエルシー （NOMURA INTERNATIONAL PLC）
住所：１ Angel Lane, London EC4R ３AB, United Kingdom
保有株券等の数：430,353株
保有割合：0.20％

【資料４】

保有者：野村アセットマネジメント株式会社
住所：東京都中央区日本橋一丁目12番１号
保有株券等の数：12,390,300株
保有割合：5.76％

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

3月

業種

機械

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高

1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数

50社以上100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
当社の取締役10名のうち1名は、2019年６月24日現在において株式会社日立製作所の役員を兼任していることから、取締役会における意見の表
明を通じて、当社の経営方針の決定等について影響を及ぼし得る状況にあります。しかしながら、株式会社日立製作所の役員を兼任している者
は、当社の取締役会の過半数を占めるに至っておらず、さらに、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている社外取締役が３
名就任していることから、当社独自の経営判断を行うことができる状況にあると考えています。
また、株式会社日立製作所およびそのグループ企業との取引条件は、市場価格等を参考に双方協議のうえ、合理的に決定しています。

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
親会社との関係、親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方
当社は、事業運営の独立性を保ちつつ、親会社である株式会社日立製作所のグループの一員として、基本理念及びブランドを共有しており、基
本的な経営方針の一体化をしています。
こうした中、日立グループに属することにより、当社は、同社及び同社グループ各社が有する研究開発力、ブランド力、その他の経営資源を有効
に活用することができ、当社及び当社グループの企業価値の一層の向上に寄与するものと考えています。

【資料４】

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

指名委員会等設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

15 名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

その他の取締役

取締役の人数

10名

【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数

3名

社外取締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

奥原 一成

他の会社の出身者

外山 晴之

他の会社の出身者

平川 純子

弁護士

a

b

c

会社との関係(※)
d e f
g h

i

j

k

※ 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

所属委員会
独立
指名
報酬
監査 役員
委員会 委員会 委員会

奥原 一成 ○

外山 晴之 ○

○

○

○

○

○

適合項目に関する補足説明

選任の理由

―――

同氏の国際的企業の経営者としての豊富な経
験、人事・労務政策に関する知識、高い見識を
活かし、当社の経営全般に助言いただくと共
に、独立した立場から執行役等の職務の執行
を監督していただくため、引き続き社外取締役
候補者としました。

―――

同氏がこれまで培ってきた金融・財務分野に関
する豊富な経験、知識を活かし、当社の経営全
般に助言いただくと共に、独立した立場から執
行役等の職務の執行を監督していただくため、
引き続き社外取締役候補者としました。

【資料４】

平川 純子 ○

○

○

○

同氏は、社外役員となること以外の方法で会社
の経営に関与したことはありませんが、同氏が
これまで培ってきた法曹専門家としての豊富な
経験、知識を活かし、当社の経営全般に助言
いただくと共に、独立した立場から執行役等の
職務の執行を監督していただくため、引き続き
社外取締役候補者としました。

―――

【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員（名）

常勤委員（名）

社内取締役（名）

社外取締役（名）

委員長（議長）

指名委員会

5

1

2

3

社内取締役

報酬委員会

3

1

1

2

社内取締役

監査委員会

5

1

2

3

社内取締役

【執行役関係】
執行役の人数

18名

兼任状況
氏名

取締役との兼任の有無
指名委員
報酬委員

代表権の有無

使用人との
兼任の有無

平野 耕太郎

あり

あり

○

○

なし

住岡 浩二

あり

あり

×

×

なし

落合 泰志

なし

なし

×

×

なし

桂山 哲夫

なし

あり

×

×

なし

田淵 道文

なし

なし

×

×

なし

山田 尚義

なし

なし

×

×

なし

池田 孝美

なし

なし

×

×

なし

石井 壮之介

なし

なし

×

×

なし

豊島 聖史

なし

あり

×

×

なし

福本 英士

なし

なし

×

×

なし

梶田 勇輔

なし

なし

×

×

なし

角谷 守朗

なし

なし

×

×

なし

先崎 正文

なし

なし

×

×

なし

中村 和則

なし

なし

×

×

なし

廣瀬 雅章

なし

なし

×

×

なし

松井 英彦

なし

なし

×

×

なし

山澤 誠

なし

なし

×

×

なし

David Harvey

なし

なし

×

×

なし

【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
(1)当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設け、執行役の指揮命令には服さない専従の使用人を置いています。
また、監査委員会事務局に所属する使用人以外に、内部監査部門及び法務・総務部門も監査委員会の職務を補助します。
(2)上記(1)の取締役及び使用人の執行役からの独立性並びに監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査委員会事務局に所属する使用人は、執行役の指揮命令には服さない監査委員会事務局専属の者とし、監査委員会は、監査委員会事務局
の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して人事管掌執行役に対して変更を申し入れることができます。
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監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査担当部署が実施した当社及び子会社に対する内部監査の結果については、遅滞なく監査委員に報告します。
監査委員会には、常勤監査委員を置き、年間の監査方針及び監査計画に基づき、実効的に監査しています。
当社及び子会社の業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査に関する規則を定め、当社及び子会社の各部署を定期的に監査
する体制を構築します。
監査委員会が会計監査人を監督し、また、会計監査人の執行役からの独立性を確保するため、監査委員会の職務として、監査委員会に対する会
計監査人の監査計画の事前報告の受領及び監査委員会による会計監査人の報酬の事前承認を実施します。
当社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項全般につき文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を社内又は必要に応じて外部監
査人により行います。
法令遵守状況の確認及び法令違反行為等の抑止のため、監査室その他の担当部署及び子会社の担当部署による内部監査を実施し、法令遵守
に関して横断的な管理を図るため、規則又は担当部署の決定により各種の委員会等を設置します。

【独立役員関係】
独立役員の人数

3名

その他独立役員に関する事項
独立役員の資格要件を充たす社外取締役は、全て独立役員として届け出ています。

【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明
（１）業績連動型報酬制度の導入について
取締役の報酬の一部に期末手当を、執行役の報酬の一部に業績連動型報酬制度を導入しており、本報告書「取締役・執行役報酬関係」のうち
「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおり、報酬委員会において、役員報酬に係る基本方針を決定しています。
（２）ストックオプション制度について
ストックオプション制度については、取締役・執行役に対して、当社の連結業績向上に対する貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、スト
ックオプションを付与していましたが、08年4月25日開催の報酬委員会において、ストックオプション制度の廃止を決議しました。

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・執行役報酬関係】
（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

（個別の執行役報酬の）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
有価証券報告書、営業報告書（事業報告）へ記載しており、記載内容につきましては、取締役及び執行役の報酬額の総額を記載しています。

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
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１．方針の決定の方法
当社は、指名委員会等設置会社に関する会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針を
定めています。
２．方針の概要
（１）取締役及び執行役に共通する事項
他社の支給水準を勘案の上、当社の業容規模・範囲、当社役員に求められる能力及び責任・リスク等を踏まえた報酬の水準を設定します。
（２）取締役
取締役の報酬は、月俸及び期末手当からなります。
・月俸は、職務が監督機能であることに鑑み、固定金額として定めることとし、その支給水準については、常勤・非常勤の別、基本手当、所属する
委員会の委員手当及び職務の内容に応じて決定します。
・期末手当は、原則として基本手当に一定の係数を乗じた額を基準として支払うものとします。但し、当社の業績により減額することがあります。
なお、執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しません。
（３）執行役
執行役の報酬は、月俸及び業績連動報酬からなります。
・当社の業容規模・範囲、当社役員に問われる能力、負うべき責任・リスク等を踏まえて、世間水準を基準に標準年収を定めます。
・月俸は、役位毎に基準額を設けます。
・業績連動報酬の基準額は、会長・社長は標準年収の概ね40％、その他執行役は標準年収の概ね30％とし、標準業績目標達成度合い及び担当
業務における成果に応じて、一定の範囲内で決定します。
・外国人執行役の報酬水準は、人財確保の観点から各国・地域の報酬水準をベンチマークし、報酬の市場競争力も勘案して決定します。

【社外取締役のサポート体制】
（１）取締役会資料の早期配布及び必要に応じて重要議案の内容等の事前説明を実施しています。
（２）会社の業務運営に関する重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため担当執行役による決定の前に、執行役会や経営会
議等で、審議・検討しています。社外取締役は、法務部にて管理する当該執行役会の資料について、閲覧可能であり、必要に応じて法務部より資
料の説明を行います。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名
―――

役職・地位
―――

業務内容
―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)
―――

社長等退任日
―――

任期
―――

0名

その他の事項
当社には社長経験者に相談役を委嘱する制度がありますが、その役割は経験に基づく助言を行うことであり、経営上の判断に影響を及ぼすよう
な権限を有するものではありません。なお、相談役であった辻本雄一が2019年６月30日付で退任したことにより、本報告書提出日現在で当社に相
談役はおりません。
また、相談役の解嘱後に名誉相談役（非常勤・無報酬・終身）を委嘱する制度がありましたが、2019年3月27日付の取締役会決議により名誉相談
役制度を廃止いたしました。

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）業務執行、監査・監督の方法
取締役会の定める経営の基本方針に則り、その委任を受けて、代表執行役及び執行役が業務の執行の決定及びこれに基づく業務の執行を行っ
ています。執行役の職務の分掌及び指揮命令関係その他の執行役の相互の関係に関する事項の決定については、取締役会が定めています。
当社は、会社の業務運営に関する重要事項については、代表執行役・執行役社長の業務執行の決定のための諮問機関として、全執行役で構成
する執行役会（原則として毎月２回開催）を設置しており、業務運営に関する重要事項について統制しています。さらに、事業のグローバル化なら
びに事業環境の変化にスピーディーに対応するため、執行役会を含む主要な会議では、Webを活用した会議システムを採用しています。
また、業務執行に対する監査・監督については、取締役会規則、監査委員会規則、内部監査規則に則り行われています。
（２）取締役会及び各種委員会の構成メンバーの概要、選定方法、取締役会及び委員会の開催頻度、主な検討事項、個々の役員の出席状況、事
務局等の設置状況
a．構成メンバー・選定方法・主な検討事項と開催頻度及び出席状況
取締役は指名委員会による候補者の選任に基づき株主総会で選任し、各種委員会メンバーについては取締役会で決定しています。
■取締役会
常勤社内取締役５名、取締役２名、社外取締役３名の計10名で構成されています。
経営、金融、法律等を専門とする社外取締役を含め、幅広い知識、視点から当社の経営理念、中期経営計画、連結経営の方針及び事業予算等
の経営の基本方針の決定のほか、四半期決算の状況や連結決算の状況等についても審議、検討しています。
2018年度の開催頻度は月１回で全12回開催し、個別の出席状況は以下のとおりです。
奥原 一成（12回／12回 出席）
外山 晴之（12回／12回 出席）
平川 純子（12回／12回 出席）
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岡田
理（ ２回／ ２回
石塚 達郎（12回／12回
桂山 哲夫（12回／12回
齊藤
裕（ ２回／ ２回
櫻井 俊和（10回／10回
住岡 浩二（11回／12回
田中 幸二（10回／10回
平野耕太郎（12回／12回
藤井 宏豊（12回／12回

出席） ※2018年６月の株主総会をもって退任
出席）
出席）
出席） ※2018年６月の株主総会をもって退任
出席） ※2018年６月の株主総会において就任
出席）
出席） ※2018年６月の株主総会において就任
出席）
出席）

■指名委員会
常勤社内取締役１名、取締役１名、社外取締役３名の計５名で構成されています。
取締役候補者を選任するほか、後継者の育成計画についても審議、検討しています。
2018年度は全５回開催し、個別の出席状況は以下のとおりです。
石塚 達郎（５回／５回 出席）
平野耕太郎（５回／５回 出席）
奥原 一成（５回／５回 出席）
外山 晴之（５回／５回 出席）
平川 純子（５回／５回 出席）

■報酬委員会
常勤社内取締役１名、社外取締役２名の計３名で構成されています。
執行役及び取締役の報酬の基本方針、個人別の報酬等の内容及び適正な報酬額等について審議、検討しています。
2018年度は３回開催し、個別の出席状況は以下のとおりです。
平野耕太郎 （３回／３回 出席）
外山 晴之（３回／３回 出席）
平川 純子（３回／３回 出席）
■監査委員会
常勤社内取締役１名、取締役１名、社外取締役３名の計５名で構成されています。
財務・会計の状況のほか、業務執行状況を監査するため、委員会での審議に加え、国内外の拠点に往査を行っています。また、関連部署からの
報告の他、執行役を含めた関係者へのインタビューなども実施し、適切な業務執行について審議、検討しています。
2018年度の監査委員会は21回開催し、その他国内外の拠点の往査も実施しました。個別の出席状況は以下のとおりです。
岡田 理 （ ５回／ ５回 出席） ※2018年６月の株主総会をもって退任
櫻井 俊和（16回／16回 出席） ※2018年６月の株主総会において就任
奥原 一成（21回／21回 出席）
外山 晴之（20回／21回 出席）
平川 純子（21回／21回 出席）
田中 幸二（14回／16回 出席） ※2018年６月の株主総会において就任

b．事務局等の設置状況
監査委員会については、監査委員会事務局を設置し、専従のスタッフ１名を配置しています。
（３）監査基準、取締役候補者の選定や報酬の内容の決定に関する一定の方針や要件
ａ．監査基準
監査委員会の権限について取締役会規則に定めるとともに、監査委員会規則を定め、これに従っています。
また、内部監査の基本となる事項について、内部監査規則を定め、これに従っています。
ｂ．取締役候補者の選定
指名委員会の権限について取締役会規則に定めるとともに、指名委員会規則を定め、これに従っています。
ｃ．報酬の内容の決定
報酬委員会の権限については取締役会規則に定めるとともに、報酬委員会規則に定め、これに従っています。
（４）内部監査の状況
提出会社は、内部監査を担当する部門として監査室を設置しています。監査室は、室長以下７名の専従スタッフにより構成されています。監
査室は、定期的に各事業部及び各グループ会社の業務が、正確、正当且つ合理的に処理されているかどうかを監査しています。
（５） 監査委員会による監査の状況
監査委員会は、取締役会決議により選定された取締役５名（内３名は社外取締役）により構成されています。
監査委員会は、取締役会の内部機関として、取締役及び執行役の職務の執行が法令及び定款並びに経営の基本方針に適合し、効率的に行わ
れているかを監査しています。
（６）会計監査人の状況
直前事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監査法人の業務執行社
員中山清美氏及び田中卓也氏並びに三木拓人氏です。また、その指示により、必要に応じてEY新日本有限責任監査法人に所属する公認会計
士、会計士補その他が、会計監査業務の執行を補助しました。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他28名です。

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
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業務執行機能と監督機能とを分離し、迅速で責任が明確な経営を可能にすること、及び３委員会の設置により取締役会の監督機能を強化し、客
観性と透明性の高い経営を実現するためです。

【資料４】

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

株主の皆様の検討時間をより確保すべく早期発送を行っています。

集中日を回避した株主総会の設定

より多くの株主の皆様にご出席頂く為、一般的な集中日ではない日に開催するものとして
いま
す。

電磁的方法による議決権の行使

2006年6 月総会から、より多くの株主との意思疎通を図り、同時に定足数の確保を図る観
点か
ら採用することとしました。また、株式会社ＩＣＪ が運営する機関投資家向け議決権行使プ
ラッ
トフォームを採用しています。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

2006年6 月総会から、より多くの株主との意思疎通を図り、同時に定足数の確保を図る観
点か
ら採用することとしました。また、株式会社ＩＣＪ が運営する機関投資家向け議決権行使プ
ラッ
トフォームを採用しています。

招集通知（要約）の英文での提供

2016年6月総会の招集通知より英文を作成し、和文と同時に当社のウェブサイトに掲載し
ています。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、「ディスクロージャーポリシー」として、情報開示の基本方針、情報開
示基準、情報開示の方法、沈黙期間の設定、将来予想について定め、ホーム
ページで公開しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

ラジオNIKKEIの番組へ年４回程度、社長が出演しています。また、個々の問い
合わせに対しては、その都度対応を行っています。加えて、個人株主向けに工
場見学会を定期的に開催しています。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

四半期毎の決算発表後、当社ではアナリスト・機関投資家向けに「決算説明
会」及び「スモールミーティング」を開催しています。また、「中期経営計画」につ
いて年一回説明会を開催（年度決算説明会と同日）するとともに、社長ミーティ
ングや事業説明会、国内外の事業所見学会を定期的に実施しています。
さらにIR取材の要望がある都度、個別対応しています。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

欧州・北米・アジア・豪州にて海外IRを年に複数回実施しています。なお、海外
現地会社においても随時IR 取材のリクエストに対応しています。

あり

IR資料のホームページ掲載

決算短信・有価証券報告書・CSR & Financial Report・10年間の財務データ・
ニュースリリースならびに各種ＩＲ資料等を発行後速やかに掲載しています。
和文URL：https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/
英文URL：https://www.hitachicm.com/global/investor-relations/

IRに関する部署（担当者）の設置

専門部署として広報戦略室内にIR グループを設置し、専任担当者を配置し
ています。

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
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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

日立建機グループ行動規範等の会社規則において、企業が社会の一員であることを認
識し、公正かつ透明な企業行動に徹すると共に、環境との調和、積極的な社会貢献活動
を通じ、良識ある市民として真に豊かな社会の実現に尽力する旨、国内外における株主、
顧客、取引先、地域住民など広く社会の信頼を確保すべき旨等を規定しています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

日立建機グループ全体のＣＳＲ活動については、専門部署を設け、国内外のグループ会
社と定期的なコミュニケーションを通じて方向性を共有しながら、グローバルに推進するこ
ととしています。
日立建機グループは、さまざまな社内外のステークホルダーとともにＣＳＲ重点テーマの
分析を進め、事業を通じて社会・環境課題の解決に貢献するＣＳＲ重点取り組みテーマを
特定しました。環境保全活動を含めた具体的なＣＳＲ活動については、当社ホームページ
に掲載しています。また、当該活動状況を纏めた年次報告書である「日立建機グループ
CSR ＆ Financial Report」も当社ホームページに掲載しています。
環境・CSR ： https://www.hitachicm.com/global/jp/environment-csr/
CSR & Financial Report ： https://www.hitachicm.com/global/jp/environmentcsr/csr/download/

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

公正で透明性の高い情報開示を行うと共に、さまざまなコミュニケーション活動を通じて、
株主・投資家他の多様なステークホルダーへの責任ある対応を行うことを基本方針とする
ディスクロージャー・ポリシーを当社ホームページに掲載しています。
和文URL：https://www.hitachicm.com/global/jp/ir/disclosure_policy/
英文URL：https://www.hitachicm.com/global/investor-relations/disclosure-policy/
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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
会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針の概要
（１）基本的な考え方（基本方針）
当社では、基本的な行動規範として「日立建機グループ行動規範」を当社グループ全体の共通規範として位置付け、その他の重要な規則や基本
制度等についても基幹部分を共有しています。
（２）整備状況
当社では、会社法の定めに則り、「業務の適正を確保するための体制等の整備について」当社取締役会において決議し、これを整備しています。
その決議の概要は次のとおりです。
ａ 当社の監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設け、執行役の指揮命令には服さない専属の使用人を１名置いています。また、監
査委員会事務局に所属する使用人以外に、内部監査部門及び法務・総務部門も監査委員会を補助しています。なお、監査委員会の職務の補助
を特に明示的な職務とする取締役は置いていません。
ｂ 上記ａの取締役及び使用人の執行役からの独立性並びに監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査委員会事務局に所属する使用人は、執行役の指揮命令には服さない監査委員会事務局専属の者とし、監査委員会は、監査委員会事務局
の人事異動について事前に報告を受け、必要な場合は理由を付して人事管掌執行役に対して変更を申し入れることができます。
ｃ 監査委員会への報告に関する体制及び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
・執行役会に附議、報告された当社及び子会社の案件については、執行役より遅滞なく監査委員に報告します。
・内部監査担当部署が実施した当社及び子会社に対する内部監査の結果については、遅滞なく監査委員に報告します。
・執行役は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査委員に当該事実を報告しなければなりません。
・当社及び子会社の使用人を対象とした「コンプライアンス通報制度」による通報の状況について、同制度の事務局であるコンプライアンス担当部
署より監査委員に報告します。また、当該通報制度による通報者について、通報したことを理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定
め、コンプライアンス担当部署はその運用を徹底しています。
・当社の執行役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役及び使用人から監査委員会への報告は、常勤監査委員への報告をもって行います。
また、監査委員会は、決議により、これらの報告を受ける監査委員を決定します。
ｄ 当社の監査委員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
監査委員の職務の執行について生ずる費用の支払その他の事務は総務部門が担当し、総務部門は監査委員から費用の前払その他支払に関す
る請求があったときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに
当該費用又は債務を処理します。
ｅ その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会には、常勤監査委員を置き、年間の監査方針及び監査計画に基づき、次の事項について実効的に監査しています。
・重要な会議に出席し、執行役及び使用人から職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧します。
・本社及び主要な事業所並びに子会社の業務並びに財産の状況を調査すると共に、必要に応じて報告を聴取しています。
ｆ 執行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
次に記載する内容の経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持します。
・後掲のｊ「当社の使用人並びに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」に同じです。
・上記に加え、執行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に、当社の使用人が外部機関を通じて通報できる制度を設置
します。
ｇ 当社の執行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
執行役の決定並びに職務執行に関する記録については、社内規則に則り、保存・管理しています。
ｈ 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・コンプライアンス、情報セキュリティ、環境、災害、品質及び輸出管理等にかかるリスクについては、それぞれの対応部署にて、必要に応じ、規
則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとり、子会社に対しても、各社の規模等に応じて当社に準じた体制の
整備を行わせます。
・執行役より定期的に実施される当社及び子会社の業務執行状況の報告等を通じ、新たなリスク発生の可能性の把握に努め、新たに生じたリス
クへの対応が必要な場合は、執行役社長から各関連部署に示達すると共に、速やかに対応責任者となる執行役を定めています。
ｉ 当社の執行役及び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
次に記載の経営管理システムを用いて、当社の執行役及び子会社の取締役の職務執行の効率性を確保しています。
・当社或いは当連結グループ全体に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するために、執行役会規則等を定め、
担当執行役による決定の前に、執行役会や経営会議等で、検討する体制としています。
・当社及び子会社の業績管理は、財務業績の責任主体別と、管理業績の主体別にマトリックス方式の体制で実施します。
・当社及び子会社の業務運営の状況を把握し、その改善を図るために、内部監査に関する規則を定め、当社及び子会社の各部署を定期的に監
査する体制を構築します。
・監査委員会は会計監査人を監督し、また、会計監査人の執行役からの独立性を確保するため、監査委員会の職務として、監査委員会に対する
会計監査人の監査計画の事前報告の受領及び監査委員会による会計監査人の報酬の事前承認を実施します。
・当社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項全般につき文書化された業務プロセスの着実な実行と検証を社内又は必要に応じて外部監
査人により行います。
・当社は子会社に取締役及び監査役を派遣し、法務、経理、総務等のコーポレートに関する業務及び研究開発、特許等の知的財産管理に関する
業務等について、子会社からの相談に対応できる窓口を設置の上、日立建機グループとして適正かつ効率的な業務が行える体制を構築します。
ｊ 当社の使用人並びに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
次に記載する内容の経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持します。
・法令遵守状況の確認及び法令違反行為等の抑止のため、監査室その他の担当部署及び子会社の担当部署による内部監査を実施し、法令遵
守に関して横断的な管理を図るため、規則又は担当部署の決定により各種の委員会等を設置します。
・当社及び子会社の使用人が当社担当部署に通報できる「コンプライアンス通報制度」を設置しており、違法行為等に関する内部通報を受けつけ
ています。また、同制度の事務局であるコンプライアンス担当部署は必要な調査等を実施し、通報者に回答すると共に通報者には通報による不利
益を生じないこととしています。
・法令遵守教育として、事業活動に関連する各法令について、当社及び子会社においてハンドブック等の教材を用いた教育を実施しています。
・内部統制システム全般に亘り、周知を図り実効性を確保するため、執行役の職務として、情報セキュリティ、環境、品質管理、輸出管理、反社会
的取引防止等、日立建機グループの事業活動に関連する法令の遵守を基本とする各種方針及び各会社規則を定めます。但し、内部統制に関す
る事項を定める規則については、制定改廃に取締役会の承認を要するものとします。なお、その他の会社規則については、その重要性に応じて、
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制定改廃を決裁するべき執行役を定めます。
・日立建機グループにおいて共通に定めるべき方針・規則等を子会社に周知し、当該方針・規則等に準じた規則等の整備を行わせます。
ｋ 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
・子会社に係る業務上の重要事項について、当社執行役会での審議の対象とします。
・中期経営計画・予算制度において、子会社を含めた連結事業体で業績目標及び施策等を定め、評価を行うこととし、当該制度を通じて子会社は
その状況について当社に報告します。
ｌ その他当社並びに親会社及び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
・親会社の基本理念を日立ブランド及びCSR活動の基礎として位置付け、日立グループ共通の価値観を醸成すると共に、企業が果たすべき社会
的責任についての理解を共有します。
・親会社は日立グループにおいて共通に定めるべき方針・規則等を当社に周知し、当該方針・規則等に準じた規則等の整備を図ります。
・日立グループの業務の適正を確保するため、親会社は当社に対して、当社の規模等に応じた体制の整備の状況を確認するため、当社への取締
役の派遣及び子会社の各部署への定期的な監査等を行います。
・親会社は、経理、総務、法務等のコーポレートに関する業務及び研究開発に関する業務等について、当社からの問合せに対応できる窓口を設
置の上、日立グループとして適正かつ効率的な業務を行う体制を構築します。
・親会社並びに当社及び子会社は、日立グループ内の取引を市価を基準として公正に行うことを方針とします。

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）基本的な考え方
当社では、日立建機グループ行動規範において「社会の秩序及び安全に脅威を及ぼす反社会的勢力に対し、法に基づき厳正に対処する」ことを
定めています。当社の日立建機グループ行動規範は、グループ各社に対しても展開されており、グループ全社を挙げて反社会的勢力の排除に取
り組んでいます。
（２）整備状況
日立建機グループ行動規範に基づいて、「反社会的取引の防止に関する規則」「反社会的取引の防止に関する管理指針」とそれぞれの細則を定
めています。
これらの規則に基づいて、各部門長によって構成される「渉外管理委員会」と、事業所長を中心に構成される「事業所渉外管理委員会」を設置し、
方針・規則の周知・徹底と取引の審査等を行っています。
方針・規則の周知・徹底に当たっては、解説資料を作成・配布することにより、注意を喚起しています。
取引の審査に当たっては、新規取引の際に相手方の照会・調査を行っており、必要に応じて株式会社日立製作所とも連絡をとって対応していま
す。
対応状況については、定期的にグループ会社を含めて監査を実施し、株式会社日立製作所の監査も受けています。

【資料４】

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
当社は、株式の上場により、株式市場から事業運営の維持、事業の拡大に必要とする資金の調達を行うとともに、株主、投資家及び株式市場か
ら評価を受けています。当社は、こうした日々の評価に対して、当社及び当社グループへの期待を認識し、緊張感のある経営を実践することが、
企業価値の向上に大きく寄与すると考えています。
また、当社は、事業運営の独立性を保ちつつ、親会社である株式会社日立製作所のグループの一員として、基本理念及びブランドを共有し、基本
的な経営方針の一体化が必要であると考えています。更に、同社及び同社グループ各社が有する研究開発力、ブランド力、その他の経営資源を
有効に活用することが、当社及び当社グループの企業価値の一層の向上に資すると考えています。
当社は、上記基本方針のもと、ガバナンス体制の構築及び経営計画の策定・推進に取り組み、企業価値の向上及び広く株主全般に提供される価
値の最大化を図ることとします。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―――
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2019 年５月 21 日
各

位
会社名
代表者名
問い合せ先

日立建機株式会社
執行役社長兼 CEO 平野 耕太郎
（コード：6305 東証第一部）
広報・IR 部長 井戸 治子
（TEL 03-5826-8152）

支配株主等に関する事項について
当社の親会社である株式会社日立製作所（以下、「日立製作所」という。）について、支配株主等に関す
る事項は、以下のとおりとなりますので、お知らせいたします。
1．親会社、支配株主（親会社を除く。）
、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等
（2019 年３月 31 日現在）
議決権所有割合（％）
名 称

属

日立製作所

性

親会社

直接
所有分

合算
対象分

計

50.9

0.6

51.5

発行する株券が上場されている
金融商品取引所等
㈱東京証券取引所

市場第一部

㈱名古屋証券取引所 市場第一部

2．親会社の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係
（1）親会社の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社やそのグループ企業との取引関係や人
的・資本的関係
当社は、日立グループの中で建設機械部門に属し、建設機械事業を担う唯一の企業であり、事業運
営の独立性を保ちつつ、親会社である日立製作所のグループの一員として、基本理念及びブランドを
共有しています。
また、当社及び日立製作所との間には、日立グループ・プーリング制度による資金の貸借等の取引
関係があり、研究開発等の分野においても協力関係にあります。日立製作所のグループ企業との間に
は、製品の販売等の取引関係があります。
なお、当社では、取締役会の監督機能強化及び日立グループとの連携を確保するため、2019 年３月
31 日現在において取締役 10 名のうち１名が日立製作所のアドバイザーを兼務しています。
（役員等の兼任状況）
役職

氏名

取締役

田中 幸二

（2019 年３月 31 日現在）
親会社又は
そのグループ企業での役職
親会社
日立製作所
アドバイザー

就任理由
同氏の日立グループにおける電力事業、国際的
な企業経営者としての豊富な経験、高い見識を
活かし、当社の経営全般に助言いただくことで、
当社の更なる経営体制の強化ができると判断し
ました。
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（2）親会社の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社やそのグルー
プ企業との取引関係や人的・資本的関係の面から受ける経営・事業活動への影響等
日立グループに属することにより、当社は、日立製作所及び日立グループ各社が有する研究開発力、
ブランド力、その他の経営資源を有効に活用することができ、当社及び当社グループの企業価値の一
層の向上に寄与します。
（3）親会社からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策
当社の取締役 10 名のうち１名は、2019 年３月 31 日現在において日立製作所のアドバイザーを兼任
していることから、取締役会における意見の表明を通じて、当社の経営方針の決定等について影響を
及ぼし得る状況にあります。しかしながら、日立製作所の職務を兼任している者は、当社の取締役会
の過半数を占めるに至っておらず、さらに、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ている
社外取締役が３名就任していることから、当社独自の経営判断を行うことができる状況にあると考え
ています。また、日立製作所及びそのグループ企業との取引条件は、市場価格等を参考に双方協議の
うえ、合理的に決定しています。
（4）親会社からの一定の独立性の確保の状況
日立製作所との関係において取引の独立性を保つことを基本として独自に事業活動を行っておりま
す。また、当社の事業活動も日立製作所との取引に大きく依存することはないことから、当社は、親
会社からの一定の独立性が確保されていると認識しております。
3．支配株主等との取引に関する事項
2019 年３月期（2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日まで）における日立製作所との取引の状況は以
下のとおりです。
（単位：百万円）
属
性

親
会
社

会社名

日立製作所

資本金
又は
出資金

事業の内容

458,790

電気機械器具
他各種製品の
製造・販売及び
サービス

関連当事者
との関係

取引の内容

取引金額

資金の引出し

2,486

資金の貸借等

資金の借入

37,508

ブランド使用
料の支払

借入金利息

61

ブランド使用
料の支払

1,378

科目

期末残高

短期借
入金

37,508

未払金

6,320

（注）取引条件ないし取引条件の決定方針等
資金の集中管理を目的とした日立グループ・プーリング制度に加入しており、資金の融通は日々行われて
いるため取引金額は前事業年度末時点との差引き金額を表しています。
資金の預入れ・借入れについては、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しています。なお、担保は提
供していません。

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の履行状況
当社は、日立製作所及び日立グループ各社と取引を行う場合には、一般に公正妥当な市場価格に基づ
き、双方協議のうえ、合理的に決定しており、公正な取引が確保されています。
以上
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コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

Hitachi, Ltd.

最終更新日：2019年6月28日

株式会社日立製作所

執行役社長兼CEO 東原 敏昭
問合せ先：法務本部 （電話番号：(03)3258-1111）
証券コード：6501
http://www.hitachi.co.jp/

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
当社では、株主・投資家の長期的かつ総合的な利益の拡大を重要な経営目標と位置付けている。また、当社及び当社グループのステークホル
ダーは、株主・投資家の他、顧客・取引先など多岐に亘るが、当社では、これらのステークホルダーとの良好な関係は当社の企業価値の重要な一
部を形成するものと認識している。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社である。監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立
と透明性の高い経営の実現をめざしている。取締役については、グローバルかつ多様な視点を経営へ反映させるとともに経営監督機能の実効性
を確保する観点から、適切な構成を図っている。本報告書提出日現在、2019年６月開催の株主総会で選任された11名の取締役の内、８名が独立
社外取締役（当社及び上場金融商品取引所の定めた独立性の基準を充たす社外取締役）である。なお、当社では、取締役会が果たすべき役割を
含め、コーポレート・ガバナンスの基本的な枠組みを示したコーポレート・ガバナンス・ガイドラインを2012年５月に制定し、当社ウェブサイトに掲載
している。
https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/guidelines.html
また、日立グループ共通の行動準則として日立グループ行動規範を定め、日立グループ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき
社会的責任についての理解を共有することとしている。

【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】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則について全て実施している。

【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)上場株式の政策保有に関する方針
当社は、取引や事業上必要である場合を除き、他社の株式を取得・保有しないことを基本方針とする。既に保有している株式については、保有意
義や合理性が認められない限り、売却を進めていく。
当社では、毎年、取締役会において、保有する全銘柄を対象として保有の適否を検証することとしている。当該検証においては、保有目的、保有
に伴う便益が目標とする資本効率性に係る水準に見合っているか等を銘柄毎に精査している。検証の結果、保有意義や合理性が認められないと
判断した株式については、売却を進めている。2018年度において保有株式数が減少した上場株式は21銘柄（売却価額の合計額39,977百万円）で
あった。
(2)政策保有株式の議決権行使に関する基準
当社及び投資先企業の中長期的な企業価値向上の観点を踏まえて、議決権を行使する。議決権の行使にあたり、投資先企業の企業価値に重大
な影響が生じる可能性のある以下の議案等については、特に留意して必要な情報を収集し精査の上で賛否の判断を行う。
・取締役・監査役選任に係る議案（重大な不祥事が発生した場合や業績低迷が長期化している場合）
・組織再編に関する議案
・敵対的買収防衛策の導入に係る議案
＜原則1-7．関連当事者間の取引＞
取締役及び執行役による利益相反取引及び競業取引については、取締役会の承認を要することとしている。当該方針及び手続き等について
は、当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第15条に以下のとおり定めている。
第15条（利益相反）
取締役及び執行役は、当社の利益に反して、自身又は第三者の利益を追求してはならない。
上記の意図がない場合でも、取締役及び執行役は、取締役会の承認を得なければ、会社法が定める利益相反取引及び競業取引を行ってはなら
ない。
前項の取締役会決議において、利害関係(個人的な利害関係のほか、当社外の職業上の利害関係)を有する取締役は、決定に加わってはならな
い。
＜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＞
当社における企業年金の積立金の運用及び管理は、日立企業年金基金により行われている。同基金は、積立金の安全かつ効率的な運用を実
現するため、代議員会にて決定した運用の基本方針及び運用指針を運用受託機関に交付しており、運用受託機関から定期的に運用状況の報告
を受け、必要に応じて外部専門機関の専門的知見も取り入れながら、適切な監督を行っている。また、同基金は、運用受託機関のスチュワード
シップ活動について定期的なモニタリングを行っている。企業年金の受益者と会社との間に生じ得る利益相反の適切な管理のため、同基金は、投
資先の選定や投資先に対する議決権行使の判断を運用受託機関に一任している。
当社は、同基金が運用の専門性を高め、運用受託機関に対するモニタリングなどの機能を発揮できるよう、当社の財務・人事部門から適切な経
験・能力を有した人材を派遣・配置している。
また、当社では、日立グループにおける退職給付制度の適正な運営を図るため、年金担当の執行役を委員長、財務・人事部門の幹部を委員とす
る委員会を設置し、制度運営上の重要事項や年金財政の状況などを定期的に確認している。さらに、日立グループ内に投資助言・代理業及び投
資運用業を行う子会社を設け、専門的な知識・能力を有した同社の人材を活用し、グループ全体の効率的な年金資産運用を図っている。
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＜原則3-1．情報開示の充実＞
(1)経営理念、経営戦略及び経営計画
当社グループが創業以来受け継いできた企業理念と創業の精神に加え、これからの当社グループのあるべき姿を示した日立グループ・ビジョンを
日立グループ・アイデンティティとして体系化し、当社ウェブサイトに掲載している。
https://www.hitachi.co.jp/about/corporate/identity/index.html
当社では、2019年度からの3ヶ年の中期経営計画を策定し、開示している。
https://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2019/05/0510.html
(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
上記「1．基本的な考え方」及び当社ウェブサイトを参照。
https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/governance/index.html
(3)経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続
当社では、会社法の規定に従い、独立社外取締役が過半数を占める報酬委員会が、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針及びそれに基づ
く個人別の報酬の内容（報酬の額等）を決定する。報酬等の額の決定に関する方針については、後記「取締役・執行役報酬関係 報酬の額又はそ
の算定方法の決定方針の開示内容」を参照。
(4)執行役の選解任と取締役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続及び個々の選解任・指名についての説明
■執行役選解任の方針・手続
当社では、会社法の規定に従い、取締役会が、当社経営の最適な業務執行体制を構築すべく、最高経営責任者を含めた執行役の選解任を決定
する。最高経営責任者の選解任については、指名委員会で事前に審議し、同委員会の提案も踏まえた上で取締役会が決定することとしている。
その他の執行役の人事についても、取締役会の決定に先立ち、指名委員会に報告することとしている。
当社の執行役の任期は1年（選任後1年以内に終了する事業年度の末日まで）であるため、毎年、執行役の体制については、指名委員会での報
告・審議、取締役会による決定というプロセスを踏んでいる。
なお、最高経営責任者の後継者計画、選解任の方針等については、当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第14条に以下のとおり定めてい
る。
第14条（最高経営責任者の選解任の方針等）
取締役会は、最高経営責任者の後継計画を継続的に監督する。
取締役会は、最高経営責任者の選解任を決定する際、以下の事項を考慮するとともに、指名委員会の提案も踏まえ、実行する。
1. 最高経営責任者は、人格、識見、指導力に優れた者であること
2. 最高経営責任者は、会社経営の分野における豊富な経験と実績を有し、当社の企業価値・株主共同の利益の継続的な向上を実現するために
最適と考えられる者であること
■取締役候補者指名の方針・手続
当社では、会社法の規定に従い、指名委員会が、取締役候補者を決定する。取締役候補者の決定にあたって考慮すべき取締役会の規模、取
締役の構成・適性、社外取締役の独立性については、当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第2条乃至第5条に以下のとおり定めている。
第2条（取締役会の規模）
取締役会には、意見の多様性と効率的な運営が求められることから、取締役会の員数は、20人以下の適切な人数とする。
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定するに際し、前項の方針に従って最適な取締役の員数を
検討する。
第3条（取締役の構成）
指名委員会は、取締役候補者の決定に当たり、以下の事項を考慮する。
1. 取締役会の経営監督機能及び意思決定機能の実効性を確保するため、取締役候補者の有する経験や専門知識等の多様性、社外取締役とそ
れ以外の取締役（執行役兼務者及び当社グループ出身の非執行取締役）の構成比等を考慮する。
2. 取締役会の継続性を保つため、新任の取締役候補者が候補者の全て或いは殆ど全てを構成することとならないよう考慮する。
3. 取締役会に新しい視点や意見が継続的にもたらされるよう、取締役候補者が当社取締役に就任してからの年数や年齢を考慮するものとする。
指名委員会は、原則として、75歳に達した者を取締役候補者としない。但し、特別の場合、75歳以上の者を候補者とすることがある。
第4条（取締役の適性）
指名委員会は、取締役候補者を決定する際、以下の事項を考慮するものとする。
1. 取締役候補者が、人格、識見に優れた者であること
2. 社外取締役候補者が、第5条に定める独立性の判断基準を満たすことに加え、会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務
めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であること
第5条（社外取締役の独立性の判断基準）
指名委員会は、以下の事項に該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断する。
1. 当該社外取締役の2親等以内の近親者が、現在又は過去3年において、当社又は当社子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
2. 当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを
受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、いずれかの会社の連
結売上高の2％を超える場合
3. 当該社外取締役が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から
直接的に1,000万円を超える報酬（当社取締役としての報酬を除く）を受けている場合
4. 当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去3事業年度のうちいずれかの1事業年度
当たり、1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の2％を超える場合
個々の経営陣幹部の選任・取締役候補者の指名については、選任・指名の理由や経歴等を、株主総会招集通知や有価証券報告書に記載して
いる。なお、新たに最高経営責任者や社長を選任した際は、対外的な説明の充実に努めている。
株主総会招集通知 https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html
有価証券報告書 https://www.hitachi.co.jp/IR/library/stock/index.html
＜補充原則4-1-1＞
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当社は指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営できる執行体制の確立と経営監督機能の実
効性の確保に努めている。
取締役会は、当社グループの経営の基本方針を決定するとともに、執行役及び取締役の職務執行を監督する役割を担い、法令、定款で定めら
れた事項を除く業務執行の決定は、原則として全て執行役へ委任する。取締役会で決定する経営の基本方針には、中期経営計画や年度予算等
を含み、取締役会では、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てるものとしている。
＜原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質＞
＜補充原則4-11-1＞
当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第2条乃至第5条において、取締役会の規模、取締役の構成・適性及び社外取締役の独立性の判断
基準について定めている。上記＜原則3-1．情報開示の充実＞(4)参照。
＜補充原則4-11-2＞
取締役の重要な兼職の状況については、株主総会招集通知で開示している。
https://www.hitachi.co.jp/smeet/index.html
なお、取締役には、当社の事業等を理解し、取締役会に出席し、また、その準備を行うために必要な時間を確保することが求められることから、
取締役が他の上場会社の役員を兼任する場合、当社の他に４社を超えないことが望ましい旨、当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第6条に
以下のとおり定めている。
第6条（他社役員の兼職）
取締役は、当社の事業等を理解し、取締役会に出席し、また、その準備を行うために必要な時間を確保することが求められることから、当社の他
に4社を超える上場会社の役員（取締役、監査役又は執行役）を兼職しないことが望ましい。
取締役が他社から役員就任の要請を受けたときは、その旨を第8条に定める取締役に通知する。
＜補充原則4-11-3＞
当社は、取締役会の機能の維持・向上に継続的に取り組むために、毎年、取締役会全体の実効性を評価することとしている。
【評価プロセス】
2018年度の取締役会の実効性評価を以下の手順で実施した。
1. 各取締役による自己評価（2019年2月から3月）
調査票に基づき、全ての取締役が主に以下の事項に関して評価を行った。
・取締役会の構成：構成員の多様性、社外取締役・社内取締役の数・比率等
・取締役会の運営：開催頻度、審議時間、議案の選定、議長の役割等
・貢献：経営戦略策定等への貢献、取締役の経験・知見の発揮等
・委員会の活動状況：構成、責任・役割、取締役会との連携等
・運営支援体制：取締役会資料をはじめとする情報提供等
2. 社外取締役による議論（2019年3月）
社外取締役による会合において、取締役会の実効性について議論した。
3. 取締役会での議論と総括（2019年5月）
上記1及び2の内容に基づき、前年度の評価結果との比較や取組みへの対応状況も踏まえ、取締役会において、全体としての実効性を分析・評
価し、実効性の更なる向上のための対応方針を確認した。
【評価結果・今後の取組み】
1. 全体評価
当社の取締役会においては、構成の多様性が確保され、中長期的な企業価値の成長に向けて、中期経営計画など経営戦略に関する事項を中
心に、各取締役はそれぞれの知見や経験等を生かした発言を行い活発な議論が行われており、全体としての実効性が確保されていると評価して
いる。
2. 今後の取組み
取締役会の機能の維持・向上に向けて、取締役会は、次の事項等に取り組むことを確認している。
・中長期的な会社の戦略的方向性の決定や事業戦略策定への更なる貢献
・最高経営責任者の後継計画への更なる貢献
・重要案件についての継続的なモニタリングの徹底
取締役会の議論を更に充実させるため、以下の運営支援強化を図っていく。
・社外取締役によるグループ内拠点の訪問などの情報提供の機会の継続
・資料の構成・内容の更なる工夫と資料の事前提供の徹底
＜補充原則4-14-2＞
取締役のトレーニングの方針については、就任時のオリエンテーションの他、適宜実施する旨、当社コーポレート・ガバナンス・ガイドライン第11
条に以下のとおり定めている。
第11条（取締役の知識習得）
当社は、取締役に対して、就任時のオリエンテーションの他、当社取締役の職務遂行に必要な当社グループの事業その他の知識の習得のため
の機会を必要に応じて提供する。
＜原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針＞
当社は、中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主・投資家との建設的な対話を促進する施策の実施や体制の整備に取り組んでいる。ま
た、株主・投資家に対して、当社の経営方針や財務状況等を十分に理解いただき、企業価値を適正に評価していただけるよう、公正で透明性の高
い情報開示に努めている。
株主・投資家との対話全般については、広報・IR部門、法務部門、経営企画部門、財務部門等が連携を取りながら情報発信や対話を適切に行う
体制を整えており、株主・投資家の意見等を取締役、執行役にフィードバックし、当社の持続的成長に向けた経営改革を進めるために活用してい
る。
また、経営トップやCFO等の経営陣幹部が、機関投資家との面談、四半期毎の決算説明会、経営方針に関する説明会に参加するなど、情報発
信や対話に積極的に関与するよう努めている。加えて、年１回「Hitachi IR Day」を開催し、主要事業の責任者より事業戦略等について直接株主・
投資家に説明する機会を設けている。これらの説明会における説明の資料や映像等の詳細は当社ウェブサイトに掲載している。
https://www.hitachi.co.jp/IR/library/index.html
なお、株主・投資家との対話にあたっては、公平な情報開示の確保に努め、インサイダー情報を伝達することのないよう十分に留意している。
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２．資本構成
外国人株式保有比率

30%以上

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数（株）

割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

71,017,400

7.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

61,402,500

6.36

日立グループ社員持株会

20,694,676

2.14

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９）

20,016,500

2.07

日本生命保険相互会社

18,652,999

1.93

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口５）

17,676,200

1.83

ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

16,620,287

1.72

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505001
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

15,466,269

1.60

ジェーピー モルガン チェース バンク 385151
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

15,016,920

1.56

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505223
（常任代理人 株式会社みずほ銀行）

14,728,535

1.53

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
「大株主の状況」は、2019年３月31日現在の状況を記載している。
株券等の大量保有の状況に関する報告書が公衆の縦覧に供されているが、2019年３月31日現在における実質保有状況が確認できないため、
「大株主の状況」の表には含めていない。報告書の主な内容は以下のとおりである。なお、当社は、2018年10月１日付で株式併合を行っており、報
告義務発生日が当該株式併合の効力発生日より前の報告書は、当該株式併合前の保有株券等の数が記載されている。
・保有者：三菱UFJ信託銀行株式会社 他２名
・報告義務発生日：2017年11月13日
・保有株券等の数：266,423,703株
・保有割合：5.51％
（注）三菱UFJ信託銀行株式会社他２名から、2019年６月10日を報告義務発生日として、保有株券等の数が45,175,020株、保有割合が4.67％と
なった旨の報告書が公衆の縦覧に供されている。
・保有者：ブラックロック・ジャパン株式会社 他７名
・報告義務発生日：2017年４月14日
・保有株券等の数：304,755,969株
・保有割合：6.31％
・保有者：三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 他１名
・報告義務発生日：2019年２月15日
・保有株券等の数：48,728,827株
・保有割合：5.04％
・保有者：アセットマネジメントOne株式会社 他４名
・報告義務発生日：2019年３月29日
・保有株券等の数：53,271,076株
・保有割合：5.51％
（注）アセットマネジメントOne株式会社他４名から、2019年４月30日を報告義務発生日として、保有株券等の数が45,826,600株、保有割合が4.74％
となった旨の報告書が公衆の縦覧に供されている。

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部、名古屋 第一部

決算期

3月
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業種

電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高

1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数

300社以上

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
当社の子会社のうち、当社が直接出資する複数の子会社が国内の金融商品取引所に上場している。当該上場子会社の経営に関しては、各社
の自主独創が尊重され、株主総会に附議すべき事項を除いて親会社の関与は限定的であり、各社における意思決定手続に基づいて経営判断が
行われている。日立グループにおいては、グループ全体の価値向上という目的を当社及び上場子会社が共有しており、上場子会社は、経営効率
の向上に寄与する施策への参加を通じたメリットを享受することが可能である。
また、当社及び上場子会社は指名委員会等設置会社である。各社における独立性を尊重する一方、当社の取締役や執行役の各社への役員派
遣や、各社からの当社の取締役への就任により、緊張と連携のバランスの取れた連結ベースの経営体制の構築を推進している。
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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

指名委員会等設置会社

【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

社外取締役

取締役の人数

11名

【社外取締役に関する事項】
社外取締役の人数

8名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

8名

会社との関係(1)
氏名

属性

井原 勝美

他の会社の出身者

シンシア・キャロル

他の会社の出身者

ジョー・ハーラン

他の会社の出身者

ジョージ・バックリー

他の会社の出身者

ルイーズ・ペントランド

他の会社の出身者

望月 晴文

他の会社の出身者

山本 高稔

他の会社の出身者

吉原 寛章

その他

a

b

c

会社との関係(※)
d e f
g h

※ 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

所属委員会
独立
指名
報酬
監査 役員
委員会 委員会 委員会

適合項目に関する補足説明

選任の理由

i

j

k
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井原 勝美

シンシア・
キャロル

○

○

○

ジョー・ハー
ラン

ジョージ・
バックリー

ルイーズ・
ペントランド

望月 晴文 ○

○

○

○

国際的な企業経営の分野における豊富な経験
と識見をもとに、独立した立場から執行役等の
職務の執行を監督していただくことにより、当社
当社との間に、「独立役員関係 その他独
取締役会の機能強化が期待されるため、選任
立役員に関する事項」で独立性の判断基
している。
準として記載している事項に該当する人
左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
的関係、取引関係等はなく、また、その他
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

国際的な大企業の経営者としての豊富な経験
と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締
役会に反映させるとともに、独立した立場から
当社との間に、「独立役員関係 その他独 執行役等の職務の執行を監督していただくこと
立役員に関する事項」で独立性の判断基 により、当社取締役会の機能強化が期待され
準として記載している事項に該当する人 るため、選任している。
的関係、取引関係等はなく、また、その他 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

国際的な企業経営の分野における豊富な経験
と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締
役会に反映させるとともに、独立した立場から
当社との間に、「独立役員関係 その他独 執行役等の職務の執行を監督していただくこと
立役員に関する事項」で独立性の判断基 により、当社取締役会の機能強化が期待され
準として記載している事項に該当する人 るため、選任している。
的関係、取引関係等はなく、また、その他 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

国際的な大企業の経営者としての豊富な経験
と識見をもとに、グローバルな視点を当社取締
役会に反映させるとともに、独立した立場から
当社との間に、「独立役員関係 その他独 執行役等の職務の執行を監督していただくこと
立役員に関する事項」で独立性の判断基 により、当社取締役会の機能強化が期待され
準として記載している事項に該当する人 るため、選任している。
的関係、取引関係等はなく、また、その他 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

国際的な大企業の法務担当役員としての豊富
な経験を通じて培った企業法務やコーポレー
ト・ガバナンスの分野における高い識見をもと
に、グローバルな視点を当社取締役会に反映
当社との間に、「独立役員関係 その他独 させるとともに、独立した立場から執行役等の
立役員に関する事項」で独立性の判断基 職務の執行を監督していただくことにより、当社
準として記載している事項に該当する人 取締役会の機能強化が期待されるため、選任
的関係、取引関係等はなく、また、その他 している。
左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
特別の利害関係もない。
はなく、独立性は確保されていると考えており、
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

行政分野等における豊富な経験と識見をもと
に、独立した立場から執行役等の職務の執行
当社との間に、「独立役員関係 その他独 を監督していただくことにより、当社取締役会の
立役員に関する事項」で独立性の判断基 機能強化が期待されるため、選任している。
準として記載している事項に該当する人 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
的関係、取引関係等はなく、また、その他 はなく、独立性は確保されていると考えており、
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
特別の利害関係もない。
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。
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山本 高稔

○

吉原 寛章 ○

○

○

○

企業分析及び国際的な企業経営の分野におけ
る経験を通じて培った事業や経営に関する広
範な識見をもとに、独立した立場から執行役等
当社との間に、「独立役員関係 その他独 の職務の執行を監督していただくことにより、当
立役員に関する事項」で独立性の判断基 社取締役会の機能強化が期待されるため、選
準として記載している事項に該当する人 任している。
的関係、取引関係等はなく、また、その他 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

○

国際的な企業経営及び会計の分野における豊
富な経験と識見をもとに、グローバルな視点を
当社取締役会に反映させるとともに、独立した
当社との間に、「独立役員関係 その他独 立場から執行役等の職務の執行を監督してい
立役員に関する事項」で独立性の判断基 ただくことにより、当社取締役会の機能強化が
準として記載している事項に該当する人 期待されるため、選任している。
的関係、取引関係等はなく、また、その他 左記のとおり、当社との間に特別の利害関係
はなく、独立性は確保されていると考えており、
特別の利害関係もない。
有価証券上場規程施行規則第211条第4項第6
号a乃至jのいずれにも該当しないため、独立役
員として指定している。

【各種委員会】
各委員会の委員構成及び議長の属性
全委員（名）

常勤委員（名）

社内取締役（名）

社外取締役（名）

委員長（議長）

指名委員会

4

0

1

3

社外取締役

報酬委員会

4

0

1

3

社外取締役

監査委員会

5

1

1

4

社外取締役

【執行役関係】
執行役の人数

39名

兼任状況
氏名

取締役との兼任の有無
指名委員
報酬委員

代表権の有無

使用人との
兼任の有無

東原 敏昭

あり

あり

×

○

なし

青木 優和

あり

なし

×

×

なし

小島 啓二

あり

なし

×

×

なし

塩塚 啓一

あり

なし

×

×

なし

髙橋 秀明

あり

なし

×

×

なし

アリステア・ドーマー

あり

なし

×

×

なし

西野 壽一

あり

なし

×

×

なし

小田 篤

なし

なし

×

×

なし

河村 芳彦

なし

なし

×

×

なし

小久保 憲一

なし

なし

×

×

なし

柴原 節男

なし

なし

×

×

なし

関 秀明

なし

なし

×

×

なし

津田 義孝

あり

なし

×

×

なし

中畑 英信

あり

なし

×

×

なし

西山 光秋

あり

なし

×

×

なし

秋野 啓一

なし

なし

×

×

なし

阿部 淳

なし

なし

×

×

なし

伊藤 仁

なし

なし

×

×

なし

浦瀬 賢治

なし

なし

×

×

なし

大槻 隆一

なし

なし

×

×

なし
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児玉 康平

なし

なし

×

×

なし

鈴木 教洋

なし

なし

×

×

なし

竹内 要司

なし

なし

×

×

なし

武原 秀俊

なし

なし

×

×

なし

德永 俊昭

なし

なし

×

×

なし

内藤 理

なし

なし

×

×

なし

中北 浩仁

なし

なし

×

×

なし

永野 勝也

なし

なし

×

×

なし

貫井 清一郎

なし

なし

×

×

なし

野村 泰嗣

なし

なし

×

×

なし

アンドリュー・バー

なし

なし

×

×

なし

正井 健太郎

なし

なし

×

×

なし

光冨 眞哉

なし

なし

×

×

なし

村山 昌史

なし

なし

×

×

なし

森田 守

なし

なし

×

×

なし

山本 二雄

なし

なし

×

×

なし

依田 隆

なし

なし

×

×

なし

渡部 眞也

なし

なし

×

×

なし

中西 宏明

なし

あり

○

×

なし

【監査体制】
監査委員会の職務を補助すべき取締役
及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
取締役会は、必要に応じて、監査委員会の職務を補助する取締役として、執行役を兼務しない取締役を置く。また、各種委員会及び取締役会の
職務を補助する専任の組織として取締役会室を設け、執行役の指揮命令に服さない従業員を置く。なお、取締役会室に所属する従業員の執行役
からの独立性を確保するため、監査委員会は、取締役会室の人事異動につき事前に報告を受けるものとする。

監査委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査委員会は、取締役及び執行役の会社運営が適切な内部統制システムのもとで適正に行われているかについての監査を実施している。
監査委員会は、監査方針及び計画を定め、取締役及び執行役から、定期的に、その職務の執行に関する事項の報告を受け又は聴取する。ま
た、調査担当の監査委員が、業務の処理や財産の管理等が適正に行われているかについて、当社のビジネスユニット等を調査し、また、子会社
から報告を受け、その結果について監査委員会で報告する。以上に加えて、予算会議や経営会議、情報開示委員会等社内の重要な会議に出席
し、内部監査部門の監査報告書等を閲覧し、また、必要に応じて内部監査の担当部署に対し、監査の対象部門や重点監査項目等について指示
を行っている。
監査委員会は、会計監査人から、その監査計画及び監査の結果について報告及び説明を受け、これに基づき財務諸表監査及び内部統制監査
の結果について検証を行う。また、会計監査人の品質管理体制についても報告及び説明を受けている。
当社の会計監査人は、EY新日本有限責任監査法人である。2018年度において会計監査業務を執行した公認会計士は、EY新日本有限責任監
査法人に所属する大内田敬氏、田中卓也氏及び須藤謙氏の３名である。なお、その指示により、EY新日本有限責任監査法人に所属する公認会
計士42名及びその他の職員等73名が、会計監査業務の執行を補助している。
2018年度におけるEY新日本有限責任監査法人に対する当社及び連結子会社の報酬の額は、監査証明業務に基づく報酬1,385百万円、非監査
業務に基づく報酬165百万円である。また、当社及び連結子会社から、EY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属しているErnst ＆
Young及びそのグループ に対する報酬の額（上記のEY新日本有限責任監査法人に対する当社及び連結子会社の報酬の額を除く）は、監査証明
業務に基づく報酬2,800百万円、非監査業務に基づく報酬495百万円である。会計監査人の報酬については監査委員会の事前承認を要することと
している。
会計監査人の監査活動の適正性及び妥当性について、監査委員会は、あらかじめ定めた評価基準に従い、監査委員会及び経営幹部等との情
報伝達及び意思疎通の有効性、監査体制・監査実施要領の内容及び運用状況並びに監査報酬の観点から評価を実施している。評価の実施にあ
たり、監査委員会は、経理部及び監査室から、会計監査人の独立性、監査体制、監査実施状況及び品質等に関する情報を収集し、会計監査人
から、独立性等法令遵守状況、監査等業務の受任及び継続におけるリスク評価の方法、監査業務体制・審査体制及び品質管理体制、会計監査
人の当社に対するリスク評価に基づく詳細な監査計画、各四半期レビュー及び年度監査終了段階での監査結果、並びに業務改善や監査活動の
効率性の向上に向けた計画の内容及びその進捗について報告を受けている。これらの報告に基づき、監査委員会は、会計監査人は透明性の高
い監査を行っており、会計監査人の監査活動は適正かつ妥当であると評価している。
当社の内部監査は、監査室が主たる担当部署として、当社のビジネスユニット及び本社コーポレート部門並びに子会社及び関連会社を対象とし
て実施している。
監査室は、営業、人事、労務、コンプライアンス、資材取引、生産、環境防災、輸出管理、情報システム、経理、財務等業務全般の処理や財産の
管理が適正に行われているかについて、当社が定めた監査基準に従って調査及び評価を実施し、その結果に対し必要な改善事項を指摘し、改善
状況のフォローアップを行う。内部監査に関する計画について監査委員会に対して事前に報告するとともに、監査の結果を執行役社長及び監査
委員会に対して報告する。また、監査室内の内部統制部門は、当グループの財務報告に係る内部統制について、当社が定めた基準に従って整
備及び運用を推進するとともに、有効性評価結果を取り纏め、執行役社長及び監査委員会に対して報告する。

【独立役員関係】
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独立役員の人数

8名

その他独立役員に関する事項
当社の指名委員会は、社外取締役の選任に関し、以下に記載する独立性の判断基準に加え、人格、識見に優れた者であること及び会社経営、
法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルでの経験を有する者であることを考慮することとしている。
社外取締役の独立性に関しては、以下の事項に該当しない場合、独立性があると判断する。
・当該社外取締役の２親等以内の近親者が、現在又は過去３年において、当社又は子会社の取締役又は執行役として在職していた場合
・当該社外取締役が、現在、業務執行取締役、執行役又は従業員として在職している会社が、製品や役務の提供の対価として当社から支払いを
受け、又は当社に対して支払いを行っている場合に、その取引金額が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、いずれかの会社の
連結売上高の２％を超える場合
・当該社外取締役が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度当たり、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から
直接的に1,000万円を超える報酬（当社取締役としての報酬を除く）を受けている場合
・当該社外取締役が、業務を執行する役員を務めている非営利団体に対する当社からの寄付金が、過去３事業年度のうちいずれかの１事業年度
当たり1,000万円を超えかつ当該団体の総収入又は経常収益の２％を超える場合
各社外取締役と当社との間に、上記事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もない。
当社は、各社外取締役について、当社からの独立性は確保されていると考えており、上場している国内の各金融商品取引所に対し、全員を独立
役員として届け出ている。

【インセンティブ関係】
取締役・執行役へのインセンティブ付与
に関する施策の実施状況

業績連動型報酬制度の導入、ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明
取締役・執行役の報酬については、「取締役・執行役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通り。

ストックオプションの付与対象者

執行役、その他

該当項目に関する補足説明
行使価格を１株当たり１円とした株価条件付きの株式報酬型ストックオプション（新株予約権）を当社執行役及び理事に付与（新株予約権の目的と
なる株式の数は、1個当たり100株）。2016年度における新株予約権の発行数は、執行役に対して17,205個、理事に対して7,014個。2017年度にお
ける新株予約権の発行数は、執行役に対して17,430個、理事に対して5,476個。2018年度における新株予約権の発行数は、執行役に対して13,351
個、理事に対して4,048個。個人別付与水準に関する考え方等については、「取締役・執行役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針
の開示内容」に記載の通り。なお、2019年度より、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式を付与することとしている。

【取締役・執行役報酬関係】
（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

（個別の執行役報酬の）開示状況

一部のものだけ個別開示

該当項目に関する補足説明
有価証券報告書において、企業内容等の開示に関する内閣府令の規定に従って、一部執行役の報酬の個別開示を行っている。

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
<方針の決定の方法>
当社は、会社法の規定により、報酬委員会が取締役及び執行役の個人別の報酬等の額の決定に関する方針を定める。
<基本方針>
取締役及び執行役の報酬等は、以下の基本方針に従って定める。
・グローバルな事業の成長を通じた企業価値向上の実現に必要な人材の確保に資するものとする。
・取締役及び執行役のそれぞれに求められる役割及び責任に応じたものとする。
・取締役の報酬は、経営監督機能の十分な発揮に資するものとする。
・執行役の報酬は、業務の執行を通じた企業価値の持続的な向上への貢献を促し、短期的な成果と中長期的な成果を適切なバランスを考慮して
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反映するものとする。
・経済環境や市場動向に加えて、他社の支給水準を考慮の上、報酬の水準を設定する。
・報酬委員会は、報酬等の内容及び額の検討にあたり、必要に応じて専門的知見や客観的視点を得るため外部専門機関を活用する。
<報酬体系>
(ⅰ) 取締役
取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬のみとし、基準額に対して、常勤・非常勤の別、所属する委員会及び役職、居住地からの移動等を反
映した加算を行って決定する。執行役を兼務する取締役には、取締役としての報酬は支給しない。
なお、従来支給していた期末手当は、2019年６月開催の定時株主総会で選任される取締役の報酬より、基本報酬に統合することとした。
(ⅱ) 執行役
執行役の報酬は、固定報酬である基本報酬、変動報酬である短期インセンティブ報酬及び中長期インセンティブ報酬から成る。当事業年度に係る
報酬については、総報酬に占める短期インセンティブ報酬の割合が概ね25～35％、中長期インセンティブ報酬の割合が概ね10～40％の範囲内と
なるよう、役位に応じて各報酬の基準額を定めることとしていた。
2019年度の報酬より、各報酬（基準額）の比率は、グローバルな事業の成長を通じた企業価値の向上を図るため、主要グローバル企業の経営者
報酬の構成比を参考に、1：1：1を基準とする。また、総報酬に占める変動報酬の割合は、役位が上位の執行役ほど高くなるよう設定する。
（基本報酬）
・役位に応じた基準額に査定を反映して決定する。
（短期インセンティブ報酬）
・役位に応じて基準額を定め、業績及び担当業務における成果に応じて、基準額の0～200％の範囲内で支給額を決定する。具体的な評価項目と
評価割合は次の通りである。
【経営会議を構成する執行役（注）】
業績評価連動部分
全社業績 80％
部門業績 －
個人目標評価連動部分 20％
【その他の執行役】
業績評価連動部分
全社業績 30％
部門業績 50％
個人目標評価連動部分 20％
（注）「経営会議を構成する執行役」がビジネスユニット・事業を担当する場合、「その他の執行役」と同様の評価割合を用いる。
・業績評価連動部分の報酬額は、全社業績評価及び部門業績評価の結果に基づいて変動する。
・全社業績は、売上収益、調整後営業利益、EBIT、親会社株主に帰属する当期利益を参照して、株主・投資家をはじめとするステークホルダーに
対して公表した連結業績予想数値の達成度合を測り、評価する。
・部門業績は、部門毎の調整後営業利益、営業キャッシュ・フロー等を参照して、部門毎に中期経営計画や年度予算の業績目標の達成度合を測
り、評価する。
・個人目標評価連動部分の報酬額は、担当業務を踏まえて設定した各執行役の個人目標の達成度合の評価に基づいて変動する。
（中長期インセンティブ報酬）
・在任時からの株式保有を通じて経営陣による株主との価値共有を一層高めることにより、中長期視点に基づく経営を推進し、企業価値の持続的
な向上に対するインセンティブとするため、譲渡制限付株式を付与する。
・譲渡制限は退任時に解除される。
・譲渡制限付株式の半数は、事後評価により譲渡制限が解除される株式数が確定する。具体的には、当社株式のTotal Shareholder Return（株主
総利回り）とTOPIX成長率を比較し、その割合（対TOPIX成長率）によって評価する。対TOPIX成長率が120％以上の場合、全ての株式を譲渡制限
の解除の対象とする。対TOPIX成長率が80％以上120％未満の場合、一部の株式を譲渡制限の解除の対象とする（※）。対TOPIX成長率が80％
未満の場合、全ての株式について譲渡制限は解除されない。譲渡制限が解除されないことが確定した株式は、当社が無償で取得する。
（※）譲渡制限解除の対象となる株式数 ＝ 付与された株式数 × {(対TOPIX成長率 × 1.25) － 0.5}
・居住国の法規制等によって譲渡制限付株式を付与することが妥当でない場合、株価連動型の現金報酬で代替する。
・2019年度より、従来の株式報酬型ストックオプションに代えて、譲渡制限付株式を付与することとしている。
在任期間中の不正行為への関与等が判明した場合には、報酬の返還を求めることとしている。
なお、外国人など外部から採用する人材の報酬については、上記の方針を参考にしながら、ベンチマークとする人材市場の報酬水準等も考慮し、
個別に定めることがある。
(ⅲ) その他の事項
2007年12月18日及び2008年３月26日開催の報酬委員会において、2008年４月１日から開始する事業年度に係る報酬より、取締役及び執行役の
報酬体系を見直し、退職金を廃止することを決定している。退職金の廃止に伴う打切り支給については、退職金の廃止に伴う措置として、対象役
員の退任時に報酬委員会で支給金額を決定し、実施することとしている。

【社外取締役のサポート体制】
「監査体制 監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無」に記載した専従の使用人が、社外取締役の職務を補助する。
社外取締役に対する報酬の方針については、「取締役・執行役報酬関係 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載の通りで
ある。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】
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元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名
―――

役職・地位
―――

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容
―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

―――

社長等退任日
―――

任期
―――

0名

その他の事項
・取締役会の決議により相談役を置くことができる旨の定款の定めはあるが、現在、該当者はいない。

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）
取締役会は、企業価値・株主共同の利益の継続的な向上のため、当グループの経営の基本方針を決定し、執行役及び取締役の職務の執行を監
督する。経営の基本方針には、中期経営計画や年度予算等を含み、取締役会においては、法令、定款又は取締役会規則に定める決議事項に加
えて、経営の基本方針に関する戦略的な議論にも焦点を当てる。本報告書提出日現在において、取締役会を構成する11名の取締役のうち、独立
社外取締役は８名、執行役を兼務する取締役は２名である。取締役会には、独立社外取締役が過半数を占める指名、監査、報酬の３つの法定の
委員会を設置している。
2018年度における取締役会の開催日数は12日であり、取締役の出席率は96％であった。各取締役の出席状況は、以下のとおりである（在任期間
中の開催日数に基づく）。
井原勝美：９日／９日（100％）
シンシア・キャロル：12日／12日（100％）
ジョー・ハーラン：９日／９日（100％）
ジョージ・バックリー：12日／12日（100％）
ルイーズ・ペントランド：12日／12日（100％）
望月晴文：12日／12日（100％）
山本高稔：12日／12日（100％）
吉原寛章：11日／12日（92％）
中西宏明：11日／12日（92％）
中村豊明：12日／12日（100％）
東原敏昭：12日／12日（100％）
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任及び解任に関する議案の内容を決定する権限等を有する機関であり、独立社外取締役３名を
含む取締役４名で構成されている。「Ⅰ.1.コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示」の「執行役の選解任と取締役候補者の指名を行う
に当たっての方針と手続及び個々の選解任・指名についての説明」に記載のとおり、取締役候補者を決定し、最高経営責任者を含む執行役の選
解任について事前審議を行う。
2018年度における開催日数は９日であり、各委員の出席状況は、以下のとおりである（在任期間中の開催日数に基づく）。
望月晴文：９日／９日（100％）
シンシア・キャロル：９日／９日（100％）
吉原寛章：７日／７日（100％）
中西宏明：９日／９日（100％）
2018年度において、指名委員会は、2018年６月の当社定時株主総会に提案する取締役議案の内容を決定した。また、2019年６月の当社定時株
主総会に提案する取締役候補者及び2019年度の執行役体制について確認・審議した。
監査委員会は、取締役及び執行役の職務の執行の監査並びに株主総会に提出する会計監査人の選任及び解任等に関する議案の内容を決定
する権限等を有する機関であり、独立社外取締役４名及び常勤監査委員１名を含む５名の取締役で構成されている。なお、監査委員長の吉原寛
章は、長年にわたり、KPMGグループで会計等に関する実務に携わり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有している。また、監査委員の中
村豊明は、長年にわたり、当社の経理・財務部門の長及び同部門を管掌する執行役を務め、財務及び会計に関する相当程度の知見を有してい
る。
2018年度における開催日数は17日であり、各委員の出席状況は、以下のとおりである（在任期間中の開催日数に基づく）。
吉原寛章：17日／17日（100％）
井原勝美：11日／11日（100％）
望月晴文：17日／17日（100％）
山本高稔：17日／17日（100％）
中村豊明：17日／17日（100％）
2018年度において、監査委員会は、三様監査（監査委員会監査・内部監査・会計監査人監査）の連携の強化と情報共有の推進、リスク管理及び
業務執行の妥当性の観点に基づいた内部統制システムの構築・運用状況の監査等を重点的な検討事項として活動した。また、常勤監査委員は、
内部監査部門等との連携や、経営会議等の社内の重要な会議への出席等を通じた適時的確な情報の把握等を行い、他の委員との情報共有を
推進した。
報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針及びそれに基づく個人別の報酬の内容（報酬の額等）を決定する権限等を有する機関
であり、報酬決定プロセスの客観性・透明性・公正性の確保に努めており、独立社外取締役３名を含む取締役４名で構成されている。個人別の報
酬内容の決定においては、基本報酬の額の査定や短期インセンティブ報酬に係る業績評価及び個人目標評価について、そのプロセスと内容を確
認・審議している。
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2018年度における開催日数は６日であり、各委員の出席状況は、以下のとおりである（在任期間中の開催日数に基づく）。
望月晴文：６日／６日（100％）
井原勝美：５日／５日（100％）
山本高稔：６日／６日（100％）
東原敏昭：６日／６日（100％）
2018年度において、報酬委員会は、取締役及び執行役の報酬内容決定の方針に基づき、短期インセンティブ報酬について業績評価及び個人目
標評価のプロセスと内容を確認・審議し、取締役及び執行役の個人別の報酬の額を決定した。また、報酬委員会は、グローバル企業の経営者報
酬や株主との価値共有の観点から役員報酬制度について検討し、各報酬の構成比の見直しや譲渡制限付株式報酬制度の導入を含め、2019年
度に適用される取締役及び執行役の報酬内容決定の方針を決定した。
なお、当社は、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で会社法第427条第１項の責任限定契約を締結している。その概要は、取
締役の責任の限度を会社法第425条第１項各号に掲げる額の合計額とするものである。
執行役は、取締役会の決議により定められた職務の分掌に従い、業務に関する事項の決定を行うとともに、業務を執行する。本報告書提出日現
在において、執行役は39名である。
経営会議は、当社又は当グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するための執行役社長の諮問機関であ
り、本報告書提出日現在において、執行役社長、執行役副社長６名、執行役専務４名及び執行役常務１名の計12名で構成されている。

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
当社は、指名委員会等設置会社であり、監督と執行の分離を徹底することにより、事業を迅速に運営することのできる執行体制の確立と、透明
性の高い経営の実現をめざしており、また、社外取締役が有する経験及び識見をもとに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督すること
によって、当社取締役会の機能強化を図っている。
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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

2019年６月19日に開催した当社定時株主総会に関しては、2019年５月30日に株主総会招
集通知を発送した。なお、発送日前(2019年５月22日)に、当社ウェブサイトに掲載した。

集中日を回避した株主総会の設定

当社は、2019年６月19日に定時株主総会を開催した。

電磁的方法による議決権の行使

当社の株主名簿管理人である東京証券代行株式会社が開設した専用のウェブサイトに
おいて、株主総会招集通知発送後、当該株主総会の前日まで、電磁的方法による議決権
の行使が可能である。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームを利用してい
る。

招集通知（要約）の英文での提供

株主総会招集通知、事業報告等の英訳を作成し、当社ウェブサイトに掲載している。

その他

株主総会招集通知、事業報告等に加えて、株主総会の議案の補足説明を当社ウェブサ
イトに掲載している。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーション活
動を通じて、株主・投資家他の多様なステークホルダーへの責任ある対応を行
うことを基本方針とするディスクロージャー・ポリシーを当社ウェブサイトに掲載
している。
（https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/disclosure/index.html）

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

当社の決算及び事業戦略等についての説明会を実施している。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

北米、欧州及びアジアの機関投資家を対象として、当グループの業績及び経
営戦略について説明するため、当社役員等が個別訪問を実施している。

あり

IR資料のホームページ掲載

https://www.hitachi.co.jp/IR/index.html

IRに関する部署（担当者）の設置

担当部署：ブランド・コミュニケーション本部広報・IR部

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

会社規則において、企業が社会の一員であることを認識し、公正かつ透明な企業行動に
徹するとともに、環境との調和、積極的な社会貢献活動を通じ、良識ある市民として真に
豊かな社会の実現に尽力する旨、国内外における株主、顧客、取引先、地域住民など広
く社会の信頼を確保すべき旨等を規定している。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

日立グループ全体のCSR活動については、専門部署を設け、当社及び国内外のグルー
プ会社において、定期的な会議等を通じて方向性を共有しながら、グローバルに推進する
こととしている。
社会貢献活動やダイバーシティの推進等を含めた日立グループのCSR活動や環境保全
活動については、当社ウェブサイトに掲載している。また、当該活動情報を纏めた年次報
告書である日立グループ サステナビリティレポートも当社ウェブサイトに掲載している。
(https://www.hitachi.co.jp/sustainability/index.html)
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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

公正で透明性の高い情報開示を行うとともに、さまざまなコミュニケーション活動を通じ
て、株主・投資家他の多様なステークホルダーへの責任ある対応を行うことを基本方針と
するディスクロージャー・ポリシーを当社ウェブサイトに掲載している。
（https://www.hitachi.co.jp/IR/corporate/disclosure/index.html）

その他

本報告書提出日現在、取締役11名のうち、２名が女性である。
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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
当社における内部統制及びリスク管理に係る体制の主な内容は、次のとおりである。なお、これらについては、取締役会において、会社法に基
づく内部統制システムに関する基本方針として決議している。
（1）監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するため、次の事項を実施する。
（a）取締役会は、必要に応じて、監査委員会の職務を補助する取締役として、執行役を兼務しない取締役を置く。また、各種委員会及び取締役会
の職務を補助する専任の組織として取締役会室を置く。
（b）取締役会室に所属する従業員の執行役からの独立性及び監査委員会からの指示の実効性を確保するため、取締役会室に所属する従業員
は、執行役の指揮命令には服さない取締役会室専属の者とし、監査委員会は、取締役会室の人事異動につき事前に報告を受けるものとする。
（c）執行役及び従業員は、当社及び子会社に関する重要事項、内部監査の結果及び内部通報制度の通報状況を遅滞なく監査委員に報告する。
当社及び子会社の従業員が利用できる内部通報制度の通報者について、その通報を理由として不利益な取扱いをしない旨会社規則に定め、事
務局はその運用を徹底する。
（d）監査委員の職務の執行に関する費用の支払等の事務は取締役会室が担当し、その職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除
き、速やかに処理する。
（e）監査委員会に常勤監査委員を置くとともに、監査室の監査計画と調整の上、活動計画を作成する。
（2）当社及び日立グループの業務の適正を確保するため、次の事項を実施する。
（a）企業の社会的責任の重視等の基本方針を各子会社と共有する。
（b）業務の適正を確保するための当社における体制を基本として、子会社に対して、各社の規模等に応じた体制の整備を行わせる。また、子会社
における体制整備の状況を確認するため、子会社への取締役及び監査役の派遣並びに定期的な監査を行う。
（c）当社の執行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、取締役への通報制度を設置する。
（d）当社の執行役の職務の執行に係る情報については、社内規則に則り、作成保存する。
（e）各種のリスクに対し、それぞれの対応部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行う体制をとる。また、業
務執行状況の報告等を通じて新たなリスクの発生可能性の把握に努め、対応が必要な場合、速やかに対応責任者となる執行役を定める。
（f）次に記載する経営管理システムを用いて、当社の執行役並びに子会社の取締役及び執行役の職務執行の効率性を確保する。
・ 当社又は日立グループに影響を及ぼす重要事項について、多面的な検討を経て慎重に決定するため、経営会議を組織し、審議する。
・ 経営方針に基づき、計画的かつ効率的に事業を運営するため、中期経営計画及び年度予算を策定し、これらに基づいた業績管理を行う。
・ 業務運営状況を把握し、改善を図るため、当社及び子会社に対する内部監査を実施する。
・ 会計監査人の監査計画については監査委員会が事前に報告を受け、会計監査人の報酬については監査委員会の事前承認を要することとす
る。
・ 財務報告の信頼性を確保するため、当社及び子会社で、財務報告へ反映されるべき事項につき文書化された業務プロセスを実行し、社内外の
監査担当者が検証する。
・ 日立グループ内で共通する業務について、グループとして適正かつ効率的に行う体制を構築する。
（g）次に記載する経営管理システムを用いて、法令遵守体制を継続的に維持する。
・ 内部監査を実施し、また、法令遵守活動を行う各種の委員会を設置する。さらに、当社及び子会社の従業員が利用できる内部通報制度を設置
するとともに、法令遵守教育を実施する。
・内部統制システム全般の周知及び実効性の確保を図るため、法令遵守を基本とする各種方針及び規則を定める。
（h）当社経営会議や中期経営計画・予算制度を通じて、子会社が業務上の重要事項及び施策等の状況を当社へ報告する体制を構築する。
（i）日立グループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針とする。

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
当社は、日立グループ共通の行動準則である日立グループ行動規範において、国の内外を問わず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断すると
ともに、あらゆる不当要求や不正な取引を拒否し、反社会的取引を行わないことを定めている。また、取締役・執行役法令遵守・倫理綱領において
も、反社会的取引の禁止を明示している。
これらの基本理念を実現するため、会社法に基づく内部統制システムに関する基本方針の一部として、反社会的取引の防止に関する会社規則
を定める旨を決議し、反社会的取引の禁止並びにその防止のための管理体制及び手続等を会社規則で定めている。
反社会的勢力排除に向けた主な具体的取組みは、以下の通りである。
・情報収集、教育並びに管理体制及び手続に関する業務指導と監査を行う専門部署を設置している。
・取引先審査や契約書への反社会的勢力排除条項整備を通じて反社会的勢力との取引防止に努めている。
・不当要求への対応手順や要領を整備するとともに、事業所毎に不当要求防止責任者の設置を進め、当局及び外部の専門機関への連絡・相談
体制を整備している。
・必要に応じて、社外の有識者を含む諮問委員会を設置し、意見を聴取する。
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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
当グループにおいては、将来を見据えた基礎研究や、先行的な製品及び事業の開発のために多くの経営資源を投下しており、これらの経営施
策が成果をもたらすためには、経営方針の継続性を一定期間維持する必要がある。このため、当社では、各期の経営成績に加えて、将来を見通
した経営施策に関しても、株主・投資家に対して、積極的に内容を開示することとしている。
当社は、経営支配権の異動を通じた企業活動及び経済の活性化の意義を否定するものではないが、当社又はグループ会社の株式の大量取得
を目的とする買付けについては、当該買付者の事業内容及び将来の事業計画並びに過去の投資行動等から、慎重に当該買付行為又は買収提
案の当社企業価値・株主共同の利益への影響を判断する必要があると認識している。
現在のところ、当社の株式を大量に取得しようとする者の存在によって、具体的な脅威が生じているわけではなく、また、当社としても、そのよう
な買付者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）をあらかじめ定めるものではないが、当社としては、株主・投資家から負託
された当然の責務として、当社の株式取引や異動の状況を常に注視し、当社株式を大量に取得しようとする者が出現した場合には、直ちに当社と
して最も適切と考えられる措置をとる。具体的には、社外の専門家を含めて当該買収提案の評価や取得者との交渉を行い、当社の企業価値・株
主共同の利益に資さない場合には、具体的な対抗措置の要否及び内容等を速やかに決定し、実行する体制を整える。また、グループ会社の株式
を大量に取得しようとする者に対しても、同様の対応をとることとしている。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、以下のとおりである。
当社は、会社法に規定する指名委員会等設置会社であり、取締役会は経営の基本方針等を決定し、執行役の業務執行を監督する一方、業務
の決定権限を大幅に執行役に委譲している。
当社の会社情報の適時開示に関する権限は、執行役に委譲されており、取締役会と監査委員会は、執行役の業務執行が適切になされるように
監督している。
当社は、法令及び当社が上場している金融商品取引所が定める規則に則り、公正で、透明性の高い情報の開示を適切に行うことをディスクロー
ジャー・ポリシーに定めている。当社及びグループ会社等に関する重要情報については、法令、金融商品取引所規則及び情報の管理・開示に関
する社内規則等に基づき、開示すべき重要な情報を網羅的に把握・管理し、開示内容の正確性を確保しつつ、迅速な公表を行うこととしている。
こうした方針に基づいて、当社では、重要な情報を適時・適切に開示するために、以下の体制を情報の管理・開示に関する社内規則等に定めて
いる。
当社の各事業部門及び本社部門に係る重要な事実・情報については、上記社内規則に基づき、当該部門の管理責任者がブランド・コミュニケー
ション本部広報・ＩＲ部に報告することとしている。また、グループ会社における重要情報については、当該グループ会社を管理する当社の各部門
を通じて同様に情報の伝達が行われる。
このような報告により把握された重要情報については、当該情報の管理責任者等が厳正に管理した上で、法務本部において、金融商品取引法
や金融商品取引所の適時開示に関する規則等に基づき、適時開示の必要性を検討する。適時開示が必要と判断された場合は、開示内容の適正
性、正確性を確認の上、開示資料を作成し、法務担当の執行役並びに関係する執行役の承認を経て、執行役社長に報告の上、法務本部におい
て適時開示を行う。
各事業年度の決算情報については、決算担当の財務部門が作成し、決算の状況について経営会議の審議及び取締役会の承認を経て、法務本
部において開示を行う。各四半期の決算情報については、財務部門が作成し、決算の状況について経営会議の審議及び取締役会での報告を経
て、開示が行われる。
また、当社は、法務担当の執行役並びに財務担当の執行役で構成される情報開示委員会を設置しており、重要情報の開示に係る法令や金融
商品取引所規則の確認、開示方針の決定を行うほか、有価証券報告書等の内容の適正性の確認等を行うこととしている。情報開示委員会には、
常勤監査委員である取締役がオブザーバーとして出席している。
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