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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
（１）会社の目指すところ
当社は、人間の最も基本的なニーズである衣・食・住のうち、「住」の確保に貢献することを会社の使
命とし、当社に関わる全ての人々の「住」の確保と「幸せ」を毎日支援することを企業理念として掲げ、
その具現化に貢献することにより、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。
また、当社は着実な成長の実現のため、経営環境の動向を踏まえた、具体的な経営戦略・経営計画を策
定し、これを開示するとともに実行してまいります。
（２）コーポレートガバナンスの基本的な考え方
当社は株主をはじめとする全てのステークホルダーへの責務を自覚し、企業としての責任を果たすた
め、法令のみならず企業倫理の確立を目的とした行動規範を定め役職員のモラル向上に努めておりま
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】
【原則３－１

情報開示の充実】

（補充原則３－１－２）
当社は、海外投資家への適時適切な情報提供も重要であるとの認識の下、株主構成を勘案しながら英語
での情報開示･提供の充実を検討いたします。

【原則３－２

外部会計監査人】

（補充原則３－２－１）
（1）外部会計監査人の監査実施状況や監査報告書等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行ってい
ますが、外部会計監査人候補の評価に関する明確な基準は策定していません。
今後、外部団体のガイドラインを参照するなどして、監査役会で協議・決定する予定です。
（2）外部会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を
行っています。なお、当社外部会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、独立性・専門性と
もに問題はないものと認識しています。
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【原則４

取締役会等の責務】

（補充原則４－１－３）
当社は社歴が短く、今後経営理念等の更なる浸透および経営戦略の確立を踏まえたうえで、最高経営責
任者等の後継者計画を取締役会の監督の対象としていくものといたします。

（補充原則４－８－１）
当社では、独立社外役員のみを構成員とする会合は開催しておりませんが、独立社外取締役、独立社外
監査役及び常勤監査役との定期会合を実施しており、情報交換・認識共有を図っております。

（補充原則４－８－２）
当社では、筆頭独立社外取締役は決定しておりませんが、独立社外取締役、社外監査役及び常勤監査役
との定期会合を実施しており、経営陣との連絡・調整については、独立社外取締役からの要請に応じて
経営管理部が行っております。

【原則４－１０

任意の仕組みの活用】

（補充原則４－１０－１）
当社は、経営幹部のアカウンタビリティを高め、より一層の透明性の向上を図ることを目的として、取
締役 5 名中 2 名の独立社外取締役を選任しており、取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定につ
いては、独立社外取締役が出席する取締役会の承認を得る必要があります。
当社では、任意の委員会等を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取締役会において
独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。

【原則４－１１

取締役会・監査役会の実効性確保の前提条件】

（補充原則４－１１－３）
取締役会は、社内登用された取締役だけではなく、十分な知識･経験･能力を有した独立社外取締役及び
独立社外監査役も含めて構成され、期待される監督･監査機能を果たす意見が述べられており、取締役
会の実効性は確保されているものと判断しております。今後、取締役会全体の実効性について分析･評
価を行い、その結果の概要を開示することにつきまして、検討してまいります。
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【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】

当社は、事業上の連携強化が見込まれる場合等において、
「政策保有株式」を保有することがあります。
取締役会は毎年、主要な政策保有株式についてそのリターンとリスク等を踏まえた中長期的な経済合理
性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の狙いおよび合理性を確認することとしています。
これらの政策保有株式の議決権の行使については、その議案が当社の保有方針に適合するかどうか等を
精査し適切に対応いたします。

【原則１－７

関連当事者間の取引】

関連当事者間の取引を含む全ての取引については「取締役会規程」および「関連当事者取引管理規程」
等にて、取引の規模および重要性に応じた適切な体制及び手続きを定めております。取締役の利益相反
取引については、法令に従い取締役会の承認を受けて実施するものとし、その取引結果について取締役
会にて報告することとしております。

【原則３－１
（１）

情報開示の充実】

企業理念・行動規範を当社ホームページ上にて、経営戦略を有価証券届出書等関連資料にて開
示しております。

（２）

コーポレートガバナンスの基本的な考え方は本報告書「Ⅰ．1．基本的な考え方」に記載して
おります。

（３）

取締役の報酬については、株主総会の決議による取締役の報酬総額の範囲内で、各取締役の職
務の内容、職位及び実績・成果等を総合的に勘案して決定しております。

（４）

取締役候補及び監査役候補の指名については、取締役、監査役の全体としての知識、経験及び
能力のバランスならびに多様性を確保するため、「取締役候補者選定基準」及び「監査役候補
者選定基準」において選定基準及び手続きを定め、これを開示しております。

（５）

社外取締役、監査役候補の指名理由や略歴等を株主総会招集通知にて開示します。

【原則４－１

取締役会の役割・責務（1）】

（補充原則４－１－１）
当社は、
「取締役会規程」
「職務権限規程」等において取締役会で決定すべき事項を定めています。取締
役会で決定すべき事項以外は、「職務権限規程」等に従い、経営陣にその決定を委任しております。

【原則４－８

独立社外取締役の有効な活用】

前記【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】に記載のとおりであります。

【原則４－９

独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

「社外役員の独立性に関する基準」を定め、その基準に基づき独立社外取締役の選定を行います。
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【原則４－１１

取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

（補充原則４－１１－１）
当社は、当社事業について専門知識・能力を有する社内出身の取締役と、独立した客観的立場から積極
的に意見を述べることができる独立社外取締役により、取締役会を構成しております。経営や課題に精
通し、かつ知識･経験・能力などの観点からバランスの取れた構成としており、迅速な意思決定を継続
して推進していく上で適切な規模にしております。取締役の選任に関する方針・手続きについては、原
則３-１（４）への対応に記載のとおりであります。

（補充原則４－１１－２）
社外取締役及び社外監査役をはじめ、取締役は、その役割･責務を適切に果たすために必要となる時間･
労力を取締役及び監査役の業務に振り向け、兼職については合理的な範囲に留めております。なお、
兼任状況は、有価証券届出書に開示しております。

（補充原則４－１１－３）
前記【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】に記載のとおりであります。

【原則４－１４

取締役・監査役のトレ－ニング】

（補充原則４－１４－２）
取締役及び監査役に対して、就任時および就任以降も継続的に、経営を監督する上で必要となる事業活
動に関する情報や知識を提供するなど、求められる役割を果たすために必要な機会を提供しておりま
す。

【原則５－１

株主との建設的な対話に関する方針】

持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、株主を含む投資家と積極的な対話を行い、得られ
た情報を適切に経営に反映していくことが重要と認識しております。そのため経営企画室を窓口とした
ＩＲ体制を整備し、株主や投資家との対話に積極的に応じてまいります。

２．資本構成
10％未満

外国人株式保有比率

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数(株)

アント・カタライザー４号投資事業有限責任組合
Catalyzer Partners Ⅳ, L.P.
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割合(％)

3,866,900

74.36

517,700

9.96
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氏名又は名称

所有株式数(株)

割合(％)

リコーリース株式会社

400,000

7.69

宮地

195,000

3.75

株式会社三井住友銀行

60,000

1.15

三井住友信託銀行株式会社

60,000

1.15

堀内

32,000

0.62

ＮＣＳ＆Ａ株式会社

22,000

0.42

川西

直人

19,000

0.37

岩本

耕一

19,000

0.37

横沼

勇

8,400

0.16

5,200,000

100.00

正剛

宣治

計

支配株主名

アント・カタライザー４号投資事業有限責任組合

親会社名

なし

親会社の上場取引所

―

補足説明
―

３．企業属性
上場予定市場区分

第二部

決算期

１月

業種

その他金融業

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
当社は支配株主であるアント・カタライザー４号投資事業有限責任組合との取引を行なう予定はなく、
支配株主との取引によって少数株主の利益に影響を及ぼすことはございません。
※上場に伴う売出しにより、上場後は、アント・カタライザー４号投資事業有限責任組合は支配株主か
ら外れる予定であります。
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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
なし

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

９名

定款上の取締役の任期

2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

2名

数

会社との関係(１)
氏名

属性

会社との関係(※１)
a

打込

愛一郎

他の会社の出身者

嶋田

一弘

他の会社の出身者

※１

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

△
○

会社との関係についての選択項目

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
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会社との関係(２)
氏名

独立

適合項目に関する補足説明

選任の理由

社外取締役の打込愛一郎氏は、株

金融機関で培った財務及

式会社アイネスの常勤監査役を

び会計に関する幅広い知

務めております。2014 年 6 月ま

見、また企業経営者として

で当社の取引先であるリコーリ

の豊富な経験と見識をも

ース株式会社の取締役副社長執

とに、社外取締役として取

行役員を務めておりました。退任

締役会において有用な意

後は特に関係を有しておらず、一

見の表明が期待できるも

般株主と利益相反が生じる恐れ

のと期待し、社外取締役に

はないと判断しております。

選任しております。

役員
打込

愛一郎

○

東証規程に則った当社が
定める「社外役員の独立性
に関する基準」を充足して
おり、独立役員に指定して
おります。
嶋田

一弘

○

社外取締役の島田一弘氏は、1964

金融機関で培った財務及

年日本銀行に入行、その後 1983

び債権管理に関する幅広

年から 2008 年までアコム株式会

い知見、また企業経営者と

社の業務執行に携わった後、2008

しての豊富な経験と見識

年から 2015 年まで株式会社日本

をもとに、社外取締役とし

信用情報機構の代表取締役とし

て取締役会において有用

て業務執行に携わりました。その

な意見の表明が期待でき

後同社顧問を 1 年間務めた後退

るものと期待し、社外取締

任しております。

役に選任しております。
東証規程に則った当社が
定める「社外役員の独立性
に関する基準」を充足して
おり、独立役員に指定して
おります。

【任意の委員会】
指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

なし

員会の有無
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【監査役関係】
監査役会設置の有無

設置している

定款上の監査役の員数

３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
監査役は、会計監査人より適時に監査に関する報告を受け、情報交換を行うなどの相互連携を図ってお
ります。
監査役は、会計監査人における高品質な監査を担保するため、監査時間の確保、経営陣との直接面接、
内部監査室との連携等に取り組むとともに、会計監査人による不正の発覚、不備・問題点の指摘等には
監査役を通じて取締役会が迅速に対応します。
監査役は、所管部門から定期的に会計監査人の活動内容等の報告を受け、監査品質及び報酬水準の妥当
性を評価し、その独立性と専門性について確認を行っております。
そのほか、監査役や内部監査室双方の監査の実効性・効率性を高めるため、監査役は内部監査室が実施
した監査結果について都度報告を受けるほか、定期的に情報交換を実施しております。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

３名

社外監査役のうち独立役員に指定されている人

３名

数

会社との関係(１)
氏名

属性

会社との関係(※１)
a

奥

敏博

c

d

e

f

他の会社の出身者

片岡

義広

弁護士

宮崎

良一

公認会計士

※１

b

g

h

i

j

k

l

m

△
○
△

会社との関係についての選択項目

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）
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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

適合項目に関する補足説明
選任の理由

役員
奥

敏博

○

社外監査役の奥敏博氏は、当

奥敏博氏は、証券会社での勤

社の取引先であるＳＭＢＣ

務経験による豊富な金融知識

日興証券㈱の業務執行者（従

を有するほか、法務・監査部

業員）でありましたが、2001

長を務めた経験があり、その

年に退職しています。退職後

経歴を通じて培った豊富な経

は特に関係を有しておらず、

験と幅広い識見を活かし、当

一般株主と利益相反が生ず

社の経営全般に対する監査と

る恐れはないと判断してお

有効な助言をいただけるもの

ります。

と期待し、社外監査役に選任
しております。
東証規程に則った当社が定め
る「社外役員の独立性に関す
る基準」を充足しており、独
立役員に指定しております。

片岡

義広

○

社外監査役の片岡義広氏は

片岡義広氏は弁護士としての

片岡総合法律事務所の所長

専門知識と企業法務に関する

を務めております。同事務所

豊富な経験を有しており、企

と当社の取引関係はありま

業活動全般にわたる幅広い監

せん。

査が期待できると判断して、
社外監査役に選任しておりま
す。
東証規程に則った当社が定め
る「社外役員の独立性に関す
る基準」を充足しており、独
立役員に指定しております。

宮崎

良一

○

社外監査役の宮崎良一氏は

宮崎良一氏は会計士・税理士

株式会社 Bridge Consulting

としての専門知識と豊富な経

の代表取締役を務めており

験を有しており、当社の経営
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ます。同社とは内部統制導入

全般に対する監査と有効な助

に関するアドバイスを受け

言をいただけるものと期待

るため業務委託契約を締結

し、社外監査役に選任してお

しておりましたが、2016 年 3

ります。

月にて契約は終了しており、

東証規程に則った当社が定め

一般株主と利益相反が生じ

る「社外役員の独立性に関す

る恐れはないと判断してお

る基準」を充足しており、独

ります。

立役員に指定しております。

【独立役員関係】
5名

独立役員の人数
その他独立役員に関する事項
なし

【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

ストックオプション制度の導入

実施状況
該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の一層の向上を図ることを目的としてストックオ
プション制度を導入しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、執行役員

該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高め、当社の企業価値の一層の向上を図ることを目的としてストックオ
プションを付与しております。

【取締役報酬関係】
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
2017 年 1 月期の取締役及び監査役の報酬等の総額は以下の通りです。
取締役 7 名（うち社外取締役 4 名）

報酬等の総額

104,600 千円

監査役 3 名（うち社外監査役 3 名）

報酬等の総額

14,400 千円
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報酬額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容
当社では平成 25 年 12 月 18 日開催の臨時株主総会において取締役の報酬総額として１事業年度年額
200 百万円以内の報酬枠を設け、監査役の報酬として同じく 50 百万円以内の報酬枠を設けております。
各取締役の報酬は株主総会で決議された額の範囲内で、取締役会の決議に基づき社長が決定しておりま
す。
監査役の報酬については、取締役の報酬と別体系とし、株主総会で決議された額の範囲内で、監査役会
の協議におい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】
社外取締役・社外監査役のサポートを総務課のスタッフが担当しており、取締役会の事前情報提供、欠
席した取締役・監査役への事後情報提供などを実施しております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の
概要)
＜取締役会＞
当社の取締役会は、取締役 5 名により構成されております。原則として毎月１回の定時開催のほか、
必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会では、業務執行の状況の報告を受けるととも
に、経営に関する重要事項についての意思決定、業務執行の監督を行っております。また、取締役会に
は社外監査役３名が出席し、必要に応じて意見を述べております。
＜監査役及び監査役会＞
当社の監査役会は、社外監査役３名（うち１名は常勤監査役）により構成されております。定期に開
催のほか、必要あるときは随時開催しております。監査役会では、監査に関する重要な事項について報
告を受け、協議を行い、又は決議を行います。
監査役は、取締役会その他重要な会議に出席するとともに、取締役等からの事業報告の聴取、重要書
類の閲覧、業務及び財産の状況に関する調査等行い、独立機関として取締役の職務の執行を監査してお
ります。
＜執行役員＞
当社は、取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目的として、執行役員制度を採用
しております。執行役員は、取締役会において決議された委任の範囲に基づき、担当業務を執行してお
ります。
＜経営会議＞
経営会議は、取締役、執行役員、部長及び次長により構成されております。また、必要に応じ議案に
関係ある者が出席しております。経営会議は、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要
な事項の協議を行い、業務執行上必要な判断を迅速に行っております。
＜コンプライアンス委員会＞
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コンプライアンス体制の維持･向上を図るため、コンプライアンス基本規程及びコンプライアンス委
員会規程を整備し、取締役会にて指名されたコンプライアンスオフィサーを委員長とするコンプライア
ンス委員会を開催し、取締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を
図っています。
＜内部監査＞
当社は、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置しており、内部監査室は内部監査計画に基づき、当
社各部門の業務監査を実施しております。内部監査結果は、内部監査報告書により代表取締役社長に報
告し、改善点については、被監査部門に改善指示を行い、それに対する回答を提出させ、フォローアッ
プの監査により改善状況の確認を行っております。
＜会計監査人＞
当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、適正に監査を受けております。

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
当社の企業統治は、
「取締役会」
「監査役会」
「経営会議」
「会計監査人」の各機関及び内部統制システム
から構成することとしており、また、執行役員制度の導入、社外役員の選任により、健全かつ効率性の
高い体制となっており、当社にとって最も適した仕組みとなっていると考えております。

Ⅲ．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況
１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み
補足説明
株主総会招集通知

法定期日よりも早く発送するよう努めてまいります。

の早期発送
集中日を回避した

当社は１月決算であり、定時株主総会は毎年４月に開催していることから、集中

株主総会の設定

日にはあたらないものと考えています。

電磁的方法による

今後検討してまいります。

議決権の行使
議決権電子行使プ

今後検討してまいります。

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
招集通知(要約)の英

今後検討してまいります。

文での提供
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２．IR に関する活動状況
代表者自身による
補足説明
説明の有無
ディスクロージャ

当社ホームページ内で開示する予定です。

ーポリシーの作
成・公表
個人投資家向けに

上場後におきましては代表取締役社長による定期的説明会

定期的説明会を開

を実施してまいります。

あり

催
アナリスト・機関投

上場後におきましては代表取締役社長による定期的説明会

資家向けに定期的

を実施してまいります。

あり

説明会を実施
海外投資家向けに

上場後におきまして、海外投資家の動向を勘案して検討して

定期的説明会を開

まいります。

なし

催
IR 資料をホームペ

当社ホームページに IR 情報を追加し、決算情報、決算情報

ージ掲載

以外の適時開示資料及び有価証券報告書等を開示する予定
です。

IR に関する部署(担

経営企画室が IR 担当部署となります。

当者)の設置
その他

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

当社の役員、社員のあるべき姿を、行動規範として制定し、これを毎朝唱和する

ステークホルダー

ことで、お客様、株主をはじめとする全てのステークホルダーを尊重する意識を

の立場の尊重につ

高めております。

いて規定
環境保全活動、CSR

全社員によるフードバンクに対するボランティア活動等を通じて社会への貢献

活動等の実施

を目指しております。

ステークホルダー

ホームページへの開示、定期的な説明会等を通じて、適切な情報提供に努めてま

に対する情報提供

いります。

に係る方針等の策
定
その他

＜女性リーダー職の登用＞
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女性活躍推進法に基づき平成 30 年までの 3 年間で女性リーダー職（係長）を１
５％とする目標を掲げております。

Ⅳ．内部統制システム等に関する事項
１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況
取締役会において「内部統制システムの基本方針」として以下の決議を行っております。

１．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
(1)

取締役会の監督機能と監査役の監査機能により、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。

(2)

取締役会の監督機能を強化するために社外取締役を選任する。

(3)

取締役は相互に職務の執行を監督し、他の取締役の法令違反行為を発見した場合は直ちに監
査役及び取締役会に報告する。

(4)

コンプライアンス体制の維持・向上を図るため、「コンプライアンス委員会」を開催し、取
締役及び使用人の法令等及び社会規範遵守に対する意識の定着と運用の徹底を図る。

(5)

業務執行部門から独立し、社長が直轄する内部監査担当の内部監査室を設置し、定期的に業
務監査を行う。

(6)

法令違反またはコンプライアンスの懸念事項を予防及び発見するため、内部通報制度を「ホ
ットライン規程」に基づき運営する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)

株主総会、取締役会及び経営会議の議事録は、法令及び『文書管理規程』に従い適切に保存、
管理する。

(2)

取締役の職務の執行に係る情報は、取締役又は監査役等から要請があった場合に備え、適時
閲覧可能な状態を維持する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)

リスク管理体制を整備、構築するため 『リスクマネジメント基本規程』を定め会社のリス
クを適切に評価するとともに、リスクをコントロールする継続的活動を推進する。

(2)

経営に重大な影響を与える不測の事態に備え、事業継続計画を整備する。特に、基幹システ
ムについては、大規模災害または障害が発生した際に情報システムの継続的運用を確保する
ための体制を整える。

(3)

不測の事態が発生した場合には、緊急対策協議会を招集、迅速な対応を行い、損失・被害を
最小限にとどめ早期の正常化を図る体制を整える。
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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) 『取締役会規程』に基づき、取締役会を原則月 1 回定期的に開催するほか適宜開催し、適正
で効率的な意思決定を行う。
(2) 『経営会議規程』に基づき、取締役、執行役員、部長及び次長をもって構成される経営会議
を設け、取締役会の委嘱を受けた事項、その他経営に関する重要な事項を協議する。
(3)

取締役会の迅速な意思決定と職務執行が可能となることを目指し、執行役員制度を設ける。

５． 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
及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査役の指示の実
効性の確保に関する事項
(1)

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てきたときは、これを置くことと
し、その人事については事前に取締役と監査役 が意見交換を行い、決定する。

(2)

監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人への指揮命令権は、監査役に移
譲されたものとし、取締役の指揮命令は受けない。

(3)

監査役の職務を補助すべき使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業
務を優先して従事する。

６． 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに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
(1)

取締役及び使用人は、法定の事項に加え、会社に重大な影響を及ぼす事項等を発見した場
合は、直ちに監査役に報告する。

(2)

内部監査、内部通報及びコンプライアンス委員会の内容を、速やかに監査役に報告する。

(3)

取締役及び使用人は、監査役の求めに応じ、業務執行状況等について速やかに報告する。

(4)

監査役は、取締役会及び経営会議等の業務執行の重要な会議へ出席し、意見を述べるとと
もに、会社における重要事項や損害を及ぼす恐れのある事実等について、報告を受ける。

(5)

会社は、内部通報制度を通じた通報を含め、監査役に報告したものに対し、当該通報・報
告をしたことを理由として、解雇その他の不利な取扱いを行わないこととし、これを取締役
及び使用人に周知徹底する。

７．監査役の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及びその他監査役
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)

会社は、監査役から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当
該費用等が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じ
る。

(2)

監査役は監査が実効的に行われることを確保するため、監査役会において他の監査役と意
見交換を行うとともに、代表取締役、取締役その他経営の重要な執行を担う者、コンプライ
アンス担当者及び会計監査人との意見交換を定期的に行う。また、その機会を確保できるよ
うに代表取締役はその体制の整備を行う。

(3)

監査役は、会計監査人及び内部監査担当と意見交換や情報交換を行い、連携を保ちながら、
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必要に応じて調査及び報告を求めることができる。

８．反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
会社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関係を持たず、
毅然とした態度で臨み、不当・不法な要求には応じず、一切の関係を遮断する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
１．基本的な考え方
当社においては、反社会的勢力による経営活動への関与や当該勢力による被害を防止する観点から「内
部統制システムの基本方針」及び「反社会的勢力に対する基本方針」において「反社会的な活動や勢力
に対しては毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する」との基本方針を定めております。

２．整備状況
反社会的勢力への対応については、コンプライアンスの一環と位置づけ、社内において総務課を統括部
署とし、法務課と協働で対応マニュアルの整備、定期的な研修の実施、幅広い情報の収集、暴追センタ
ー等外部専門機関との連携などの体制を整備しております。

Ⅴ．その他
１．買収防衛策導入の有無
買収防衛策導入

なし

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
１．適時開示体制の整備に向けた取組み
当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める「有価証券上場規程」に基づく情報の適時開示を
適切に実施するだけでなく、さらに経営の透明性、公正性の確保を目的として開示内容の充実や任意開
示を積極的に行なうことを基本方針としております。
すべての経営情報が、経営会議、取締役会に正確性を担保しつつ迅速に伝達される組織をもって運営さ
れております。これにより、開示すべき情報をタイムリーに収集しうる体制が保持されております。ま
た、適時開示に携わる人員に対しては、金融商品取引法及び東京証券取引所規則への理解を涵養するこ
とに努め、これら規則の変更に際しては、情報取扱責任者である経営管理部長自らがその規則変更につ
いての社内伝達を行なうのと同時に、各適時開示に携わる要員自身も情報収集を行っております。適時
適切な情報開示を遂行するため内部情報管理体制を運用しており、この体制において情報管理における
教育を徹底しております。また、株主が公平かつ容易に情報にアクセスできる機会を確保するため、制
度上のＥＤＩＮＥＴや貴取引所適時開示情報閲覧サービス等での情報開示のほか、当社ウェブサイトで
の情報掲載等も実施していく予定にしております。
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２．適時開示担当組織の状況
担当部署名

経営企画室及び経営管理部

担当人員

経営企画室３名、経営管理部５名

上場後の情報取扱責任者

取締役経営管理部長

堀内

宣治

３．適時開示手続き
(１）決定事実に関する情報
情報取扱責任者は取締役会等重要会議の付議事項を予め入手し、適時開示の対象となる重要事実の有無
を検討のうえ、該当があれば速やかに原稿を作成し、当該会議終了後遅滞なくその付議事項の可決を確
認して、直ちに取締役会の了承を得て開示します。

(２）発生事実に関する情報
当該事実が発生した場合、該当する各部は情報を情報取扱責任者へ伝達し、情報取扱責任者は適時開示
の対象となる重要事実の有無を検討のうえ、該当があれば速やかに原稿を作成します。その上で、社長
に報告し、社長による適時開示情報の決定を得て開示します。

(３）決算に関する情報
情報取扱責任者は、決算開示資料（決算短信・四半期決算短信）を作成し、取締役会の決議・了承を得
て開示します。今後さらに可能な限り迅速かつ分かりやすい情報開示が出来るよう努力していきます。
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【模式図(参考資料)】
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情報取扱責任者（経営管理部長）
情報収集

＜発生事実に関する事項＞

【適時開示体制の概要（模式図）】

コーポレートガバナンス

CORPORATE GOVERNANCE

開示検討会議・情報取扱責任者が招集

各部

開示の流れ及び体制

（経営企画室・経営管理部）
開示検討会議・情報取扱責任者が招集

情報取扱責任者（経営管理部長）

各部
決定事項

経営管理部
決算情報

開示の流れ及び体制
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代表取締役社長

必要に応じ会計監査人、弁護士等外部専門家に確認

（経営企画室・経営管理部）

経営管理部

取締役会

分析・判断

代表取締役社長

経営企画室

情報取扱責任者（経営管理部長）

情報収集

分析・判断

取締役会

（必要に応じて）

情報取扱責任者（経営管理部長）

公表

経営管理部

＜決定事実・決算情報に関する事項＞

経営企画室

必要に応じ会計監査人、弁護士等外部専門家に確認

公表

以

上

情報開示

情報開示

