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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰ．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報
１．基本的な考え方
当社グループは企業理念として① 「顧客満足の楽しみ」② 「一生懸命の楽しみ」③ 「実践と行動
の楽しみ」の「三つの楽しみ」を掲げております。
この企業理念実現のため、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の各ステークホルダーの
信頼に足る経営を実現し、経営の迅速性、正確性及び公正性が企業の姿勢として求められているものと
認識しております。これらの期待に応え、経営の効率性、健全性及び透明性を確保し、社会からの信頼
を得るとともに企業価値の継続的な向上を実現してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】
【補充原則１―２④】議決権の電子行使を可能とするための環境作り
当社は、議決権電子行使プラットフォームに関しては、機関投資家等の株主構成を踏まえ、今後、実
施時期等具体的な導入を検討してまいります。また、招集通知の英訳等についても、海外投資家の比率
等も踏まえ、実施時期等具体的に導入を検討してまいります。

【補充原則３―１②】英語での情報開示・提供
当社は、英語での情報開示については、今後、海外投資家の比率等も踏まえ導入を検討してまいりま
す。

【補充原則４―11③】取締役会の実効性についての分析・評価結果の概要
毎年度、各取締役の自己評価なども参考に、取締役会の実効性についての分析・評価を行い、翌年
度の取締役会運営に生かしてまいります。上記結果の開示については、今後検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１―４】いわゆる政策保有株式
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（１）当社は、いわゆる政策保有株式については、取引関係の強化・情報収集等によって得られる利益
と投資額等を総合的に勘案し、その保有の可否を判断しております。政策保有については、担当
取締役による検証を行い、職務権限規程に基づき投資の可否を判断しております。
（２）政策保有株式に係る議決権の行使については、個々の議案に応じた定性的かつ総合的な判断に基
づき決定することとしております。

【原則１―７】関連当事者間の取引
（１）関連当事者取引等の実施に対する基本方針
関連当事者取引等の実施につきましては、その取引が当社グループの経営の健全性を損なってい
ないか、その取引が合理的判断に照らし合わせて有効であるか、また取引条件は他の外部取引と
比較して妥当であるか等に特に留意して、取締役会の決議により行う方針であります。
（２）関連当事者取引等の適正性を確保するための体制
当社グループでは、関連当事者取引管理規程に基づき、取引の合理性（事業上の必要性）
、取引
条件の妥当性等を検討した上で、取締役会の承認を得ることとしております。また、毎事業年度
末に、取引の適正性を確認する体制を構築しております。

【原則３―１】情報開示の充実
（１）経営理念等や経営戦略、経営計画
当社の経営理念や経営戦略、経営計画については当社 WEB サイト、決算説明会等で開示してま
いります。
（２）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針
本報告書「基本的な考え方」に記載しておりますが、健全性及び透明性を確保し、社会からの信
頼を得るためには、情報開示は重要な経営責任の一つであると認識し、株主をはじめとするステ
ークホルダーの皆様に対し正確な情報を迅速・公正に伝達する方針です。
（３）取締役会による経営陣幹部・取締役報酬決定についての方針と手続き
株主総会で承認された役員報酬の上限の範囲内において、期待される役割とそれに応じた責任を
考慮して、監査等委員でない取締役については個々の取締役毎に取締役会で決定し、監査等委員
である取締役については監査等委員会の協議により個々の監査等委員毎に決定しております。
（４）取締役会による経営陣幹部・取締役・監査等委員の指名についての方針と手続き
経営陣幹部を含む取締役候補、監査等委員候補の選任と指名については、当社の経営理念、経営
方針に対する理解があることに加え、経験、人格、見識、能力等を考慮し、取締役会の決議を経
たうえで株主総会に議案を上程しております。
（５）取締役会による経営陣幹部・取締役・監査等委員についての個々の選任・指名についての説明
個々の選任・指名理由の説明については招集通知に記載する方法により開示してまいります。

【補充原則４―１①】取締役会の経営陣に対する委任の範囲
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当社では、規程により経営陣の職務権限の範囲を定めておりますが、法令及び定款に定められた範囲
において取締役会の決議により重要な業務執行の全部または一部を経営陣に委任することができるも
のとしております。また、取締役会は各取締役の業務執行を監督する義務を有し、各取締役より適時に
報告を受けることとしております。

【原則４―８】独立社外取締役の有効な活用
当社は、業務執行者に対する監督機能を強化することを目的として、独立社外取締役の機能を十分に
活用できるようにするため、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員３名は、い
ずれも独立社外取締役であり、取締役の３分の１以上の社外取締役を選任しております。監査等委員で
ある独立社外取締役は、取締役会において取締役としての議決権を有し、機動的に監査・監督機能を発
揮して適切な経営の意思決定と業務執行を実現することで当社のグループ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・責務を果たせる体制としております。

【原則４―９】独立社外取締役の独立性判断基準及び資質
当社では、東京証券取引所が定める基準を満たすことに加え、様々な分野での豊富な経験と優れた見
識、専門性の高い知識を有し、一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立した中立的な立場の社外取
締役から選任しております。

【補充原則４―11①】取締役会としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方
当社では、取締役会メンバーは、当社の業務に精通し深い知見を備えた実行力のある業務執行取締役
と、高度な専門性を有し豊富な経験と幅広い知識から経営に対し監督・助言ができる社外取締役で構成
し、取締役会の多様性と適正規模については、会社や社会の状況を鑑みて対応することが必要であると
考えております。
現在は 5 名の業務執行取締役と 3 名の社外取締役である監査等委員により適正なバランスで取締役会
を構成しており、いずれも業務に精通し深い知見と、財務・会計、リスク管理およびコンプライアンス
等に関する知識、経験、専門性を有しておりますので、取締役会はバランス良く構成されているものと
考えております。

【補充原則４―11②】役員が他の上場会社の役員を兼任する場合における兼任状況
現在は、非常勤の社外取締役 1 名が他の上場会社の役員を兼任しておりますが、当社社外取締役とし
ての役割・責務を適切に果たすために必要となる時間・労力は確保されているものと考えております。
なお、兼職状況については「株主総会招集通知」「有価証券報告書」等の開示資料にて毎年開示して
おります。

【補充原則４―14②】取締役・監査等委員に対するトレーニングの方針
当社は、社外取締役には、店舗視察を行う機会を提供するなど当社の事業の理解を深めていただくと
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ともに、新任取締役においては社外研修会に参加し、取締役として遵守すべき法的な義務や責任、役割
についての理解を深めております。また、コンプライアンスやガバナンス等に関する必要なトレーニン
グや研修の機会を提供しておりますほか関連の月刊誌や法律実務書等の購読により経営レベルの向上
を図っております。

【原則５―１】株主との建設的な対話に関する方針
当社は、株主からの対話（面談）の申込みに対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上に資するよう、合理的な範囲で前向きに検討してまいります。また、株主との建設的な対話を促進
するための方針については次の【補充原則５－１①及び②】記載の通りです。

【補充原則５－１①】株主の対応者
合理的な範囲内で、取締役等が対話（面談）に臨み、IR を担当する経営企画室長が補助してまいり
ます。

【補充原則５－１②】株主との建設的な対話を促進するための方針
（１）株主・投資家を含むすべてのステークホルダーに対する公平かつタイムリーな情報開示を行い、
コミュニケーションを重視するよう代表取締役社長自らが面談に臨んでいく方針です。
（２）経営企画室が中心となって IR を担当してまいりますが、決算開示資料の作成、株主向けの WEB
ページの運用等、経理部、総務部等の関連部署と連携を取りながら、株主の皆様との建設的な対
話の促進に努めてまいります。
（３）個別面談以外にも投資家説明会の開催や株主の皆様に当社の業務をよりご理解いただくため、無
料プレイ券などの株主優待の施策を検討してまいります。
（４）対話において把握された意見等については、取締役会及び経営会議に情報提供するほか、株主・
投資家との対話に反映してまいります。
（５）株主・投資家との対話に際しては、「インサイダー取引防止規程」に基づき、インサイダー情報
の管理を強化・徹底し、株主間の平等を図るよう対応してまいります。

２．資本構成
外国人株式保有比率

10％未満

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数(株)

株式会社ユーミーコーポレーション
宮本 早苗
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割合(％)

1,130,000

45.82

500,000

20.28
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宮本 和彦

355,000

14.40

共和コーポレーション従業員持株会

207,000

8.39

株式会社北陸銀行

50,000

2.03

株式会社八十二銀行

50,000

2.03

長野信用金庫

50,000

2.03

株式会社ＣＩＴＹ ＶＯＸ

10,000

0.41

中澤 敏和

5,000

0.20

杉浦 進

3,000

0.12

塚田 良希

3,000

0.12

支配株主名

宮本早苗
宮本和彦

親会社の有無

なし

親会社の上場取引所

なし

補足説明
株式会社ユーミーコーポレーションは代表取締役社長宮本和彦及び専務取締役宮本早苗の資産管理
会社であり、宮本和彦、宮本早苗及びその近親者で全株式を保有しております。

３．企業属性
上場予定市場区分

第二部

決算期

３月

業種

サービス業

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 億円以上 1000 億円未満

直前事業年度末における連結子会社数

10 社未満

４．支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
株式会社ユーミーコーポレーションは代表取締役社長宮本和彦及び専務取締役宮本早苗の資産の管
理を目的とする会社であり、同社と取引を行う可能性はありません。

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
―
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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

監査等委員会設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

11 名（監査等委員４名を含める）

定款上の取締役の任期

１年（監査等委員は２年）

取締役会の議長

代表取締役社長

取締役の人数

8 名（監査等委員 3 名を含める）

社外取締役の選任状況

選任している

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)
会社との関係(※１)
氏名

属性

内藤 博正

他の会社の出身者

中澤 敏和

他の会社の出身者

岡本 俊也

公認会計士

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

※１ 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

会社との関係(２)
氏名
内藤 博正

独立

適合項目に関

役員

する補足説明

○

―

選任の理由
金融機関およびその子会社における豊富な経験と企業
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経営に関し幅広い見識を有しており、経営に対する適
正な助言・監査が期待できることから監査等委員とし
て適当な人物であると判断しました。また、当社と同
氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しま
した。
中澤 敏和

○

―

金融機関およびその子会社における豊富な経験と企業
経営に関し幅広い見識を有しており、経営に対する適
正な助言・監査が期待できることから監査等委員とし
て適当な人物であると判断しました。また、所有株式
5,000 株を除き、当社と同氏との間に特別な利害関係は
なく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断
し、独立役員に指定しました。

岡本 俊也

○

―

公認会計士として多数の会社経営に関与してきた豊富
な経験と会計的見識から公正な立場で経営に対する適
正な助言・監査が期待できることから監査等委員とし
て適当な人物であると判断しました。また、当社と同
氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相
反が生じる恐れがないと判断し、独立役員に指定しま
した。

【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性
全委員

常勤委員

社内取締役

社外取締役

委員長

(名)

(名)

(名)

(名)

(議長)

監査等委員会

3

1

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の有無

0

3

社外取締役

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項
補助者として専従のスタッフではなく、総務部担当者が常勤監査等委員の要請に基づく資料の準備、
非常勤監査等委員との連絡など限定的な範囲で監査等委員を補助しており、独立性は確保されておりま
す。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
監査等委員は監査の実施にあたり、会計監査人、内部監査部門と定期的な意見交換を行っております。
また、内部監査と連携して現場で監査に立会い、情報の共有、監査結果の報告を受けること等、必要な
連携を図っております。
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【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員会の有無

なし

【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
―

【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
当社グループの中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高め、より一層株主の利益を重視した業務
展開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。

ストック・オプションの付与対象者

社内取締役,執行役員,従業員

該当項目に関する補足説明
中長期的な業績向上に対する意欲や士気を高めるため、取締役（代表取締役社長、専務取締役、社外
取締役を除く）
、執行役員及び従業員に対し新株予約権(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
報酬総額が１億円以上の者が存在しないため、開示しておりません。

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
取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員の報酬等については、株主総会の決議によるそれぞれの
総額報酬の限度内において、会社の業績見通し・経営内容・経済情勢等を考慮の上、監査等委員でない
取締役の報酬については取締役会の決議により、監査等委員である取締役の報酬については監査等委員
会の協議により決定しております。

【社外取締役(監査等委員)のサポート体制】
当社の監査等委員３名はいずれも社外取締役であります。うち１名は常勤であり、非常勤社外取締役
と適時に情報共有を行うことで連携を密にしているほか、取締役会事務局である総務部が取締役会資料
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の事前配布、必要に応じて事前説明を行うなどの対応を図っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の
概要)
当社は、監査等委員会設置会社であり、経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は以下の通り
です。
（１）取締役会
取締役会は原則毎月１回開催するほか必要に応じて機動的に開催し、法令及び定款に定められた
事項ならびに重要な政策に関する事項を決議し、それに基づいた取締役の業務執行状況を監督し
ております。
（２）監査等委員会
委員会のメンバー３名はいずれも社外取締役であり、全員が独立役員です。
毎月１回監査等委員会を開催するほか、重要な会議に出席し、必要な意見の表明を行い、業務執
行の監査を行っております。また、内部監査、会計監査人との連携や意見交換を行っております。
（３）経営会議
当社では、迅速な経営判断を行うために、常勤監査等委員を含む常勤取締役に加え、本部長、部
室長及び支店長をもって構成される経営会議を毎月開催し、取締役会に付議する事項を含む重要
な業務執行事項について、その方向性や方針の確認等の意思決定プロセスを含めて協議し、経営
課題の認識共有化を図るとともに、業務執行組織の長である代表取締役社長に適切な助言を行っ
ております。
（４）コンプライアンス委員会
当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題の一つとして位置付け、コンプライアンスの不徹
底が当社の経営基盤を揺るがしかねないことを強く認識し、誠実かつ公正な企業活動を推進する
ため、コンプライアンス委員会により組織横断的な取り組みを図っております。委員長は代表取
締役社長が務め、経営会議のメンバーによって構成され、コンプライアンスに関し審議するとと
もに必要に応じて指揮・指導しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、一方で業務執行者に対する監督機能を強化する
ことを目的として、社外取締役の機能を十分に活用できる監査等委員会設置会社を選択しております。
監査等委員は取締役会において取締役としての議決権を有しており、機動的に監査機能を発揮して適切
な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体
制の確立を目指しております。また、経営会議を通じた経営課題の認識共有、コンプライアンス委員会
を通じた組織横断的な取り組みにより、当社およびグループ全体のコーポレート・ガバナンスやコンプ
ライアンス強化に努めております。

9

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

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

株主総会の招集通知は、決算の早期化により、早期発送に努めてまいります。

の早期発送
集中日を回避した

可能な限り集中日と予測される日と重なることがないよう努めてまいります。

株主総会の設定
電磁的方法による

今後、議決権電子行使プラットフォームも含め株主の議決権行使環境の向上を検

議決権の行使

討してまいります。

議決権電子行使プ

議決権電子行使プラットフォームについては現状実施しておりませんが、今後、

ラットフォームへ

機関投資家等の株主構成も踏まえ、議決権行使環境の向上を検討してまいりま

の参加その他機関

す。

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

今後の海外投資家等の株主構成も踏まえ、導入を検討してまいります。

文での提供
その他

今後、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を検討してま
いります。

２．IR に関する活動状況
補足説明
ディスクロージャ

代表者自身による
説明の有無

上場承認時、当社 WEB サイトに公表予定です。

ーポリシーの作
成・公表
個人投資家向けに

上場後に実施予定ですが、詳細は今後検討してまいります。 あり

定期的説明会を開
催
アナリスト・機関投

第２四半期決算、年度決算終了後に開催する予定です。

あり

海外投資家向けに

今後の海外投資家等の比率も踏まえ、開催を検討してまいり

あり

定期的説明会を開

ます。

資家向けに定期的
説明会を実施

催
IR 資料をホームペ

当社 WEB サイトに掲載いたします。
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ージ掲載
IR に関する部署(担

経営企画室が担当します。

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

当社は、コンプライアンス規程においてコンプライアンスに関する体制及びそ

ステークホルダー

の遵守方法について定め、確固たる企業倫理を確立し、これを着実に実践してい

の立場の尊重につ

くことで、当社の社会的責任を健全な業務運営を通じて全うすることを目的とし

いて規定

ております。

環境保全活動、CSR
活動等の実施

地域のスポーツ活動に積極的に参画し野球とボウリングの振興を図ることを
中期経営計画の戦略といたしております。
また、地域貢献活動の一環として、長野市に拠点を置くプロスポーツチーム「信
濃グランセローズ（野球）
」および「AC 長野パルセイロレディース（サッカー）
」
のオフィシャルスポンサーとして助成を行っております。

ステークホルダー

当社グループは、お客様、株主・投資家、地域社会をはじめとするすべてのス

に対する情報提供

テークホルダーに、当社グループへの理解を深めていただき、当社の企業価値を

に係る方針等の策

正しく評価していただくために、透明性、公正性、継続性を基本に、金融商品取

定

引法及び上場証券取引所の定める法令・規則を遵守し、企業活動に関する会社情
報の公正かつ適時・適切な開示に努めることを基本方針としております。
また、開示する情報は、定められた適時開示手続きを経て、開示を行ってまい
ります。更に、開示した情報は、速やかに当社 WEB サイトに当該情報を掲載いた
します。なお、法令等の要件に該当しない場合であっても、当社を理解していた
だくために有効と判断した情報については、積極的に公平・公正かつ適時に開示
してまいります。

その他

―

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
内部統制システム整備の状況
当社は、会社法に定める「取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ
の他会社の業務の適性を確保するために必要なものとして、法務省令で定める体制の整備」に関して、
当社で定める内部統制システム構築の基本方針にしたがって以下のように体制を整備しております。
（１）当社及び子会社の取締役・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
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体制
当社は、取締役及び使用人の職務の執行に関する法令等の適合性について、内部監査担当者によ
る内部監査、監査等委員会監査による確認及びその報告ならびに是正措置を実施しております。
また、コンプライアンス体制の整備・向上を図るために、全役職員を対象とした「コンプライア
ンス規程」を整備し、コンプライアンス遵守の責任主体を明確にするため、代表取締役社長を委
員長とするコンプライアンス委員会を設置しております。当該委員会においては、コンプライア
ンス上の重要な問題を審議するとともに、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、教育を実
施しております。
さらに、コンプライアンス上疑義ある行為については、従業員が会社及び外部通報窓口に通報で
きる内部通報制度を運営しております。
（２）取締役の業務執行にかかる情報の保存・管理体制
当社「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書等で記録し、保存期間を定め
適切に保存、管理しております。
（３）リスク管理体制
当社はリスク管理を経営の最重要課題の一つと位置づけ、当社が業務上抱える管理すべき５種
類のリスク、即ち①経営リスク②法務リスク③財務リスク④ゲーム機リスク⑤オペレーショナル
リスクの各種リスクの特性を正しく認識し、リスクの種類に応じて規程等を整備することによ
り、適切な内部管理を継続して実施しております。
また、管理すべきリスクの区分ごとに所管部署を定め、的確に把握・管理しその状況と問題点及
びその対応方針を、リスク統括部署である経営企画室経由で取締役会に報告・付議しております。
経営企画室は、当社全体のリスク統括部署として、経営に付随する全てのリスクを的確に把握・
管理する責任を負うとともに、各部署からリスク管理関連報告を徴求し、各部署に対して規程・
職務権限等について改善を要請することができることとしております。
（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
当社「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に従い、意思決定ルールを明確にしております。ま
た、取締役会による年度経営計画及び中期経営計画の策定とこれに基づく事業部門毎の業績目
標、予算の設定及び月次、四半期業績管理を実施するほか、経営会議の開催による情報共有、意
見交換体制の充実により、取締役の職務執行の効率化を図っております。
（５）当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
当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、
「子会社管理規程」に従い、当社への決裁・
報告制度により子会社の経営の監督を行うものとし、定期的に当社内部監査担当者による監査を
実施しております。

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
当社グループは、代表取締役社長宮本和彦を中心にコンプライアンス体制の充実と強化を図るべく、
「コンプライアンス・プログラム」において、役員及び従業員の行動規範を整備し、その方針の一つと
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して、反社会的勢力との関係断絶を掲げております。具体的には、①法律知識と強い正義感をもち、違
法行為や反社会的勢力に関わらないように、常に良識ある行動に努めること②反社会的勢力とは一切関
係を持たず、それらから不当な要求を受けた場合は毅然とした態度で対応することを宣言しておりま
す。
その具体的な対応策としまして、当社は公益財団法人長野県暴力追放県民センターの賛助会員とし
て、従業員を当該センターが開催する不当要求防止責任者講習会に参加させ、また配布された資料等を
社内掲示或いは回覧しております。さらに、必要に応じて弁護士や警察等の専門家と連絡をとり、早期
相談を行うよう指導もしております。
また、反社会的勢力に対する直接的、間接的な利益供与を防ぐために、特に店舗において「コンプラ
イアンス・マニュアル」
「反社会的勢力対応基準」
「店舗利用約款」を通し、反社会的勢力との関係を持
つことを禁ずる教育等の継続的な活動を行っております。
販売部門、広告営業部門、購買部門及び事務部門においては、新規に取引を開始する際には反社会的
勢力について、日経テレコンや検索エンジンによる検索により調査を行い、既存取引先についても、年
１回継続的に同様のチェックをしております。さらに、新規取引については契約書にいわゆる暴排条項
を記載するようにしており、取引が継続している相手方については、すべての相手に暴排条項の追加を
依頼し、締結しました。
本社及び東京支店へは、「面会票」や「不当要求対応記録」を備え、反社会的勢力に対する対応要領
を配布し、周知徹底を図っております。
株主については、上場後は市場取引を通じて反社会的勢力が当社株式を取得する可能性があります。
そのため、当社では、株主名簿をもとに株主の状況を確認するとともに、属性が不明な株主については、
株主名簿管理人を通じて身元確認をするとともに、専門調査機関を利用して確認を行う予定です。
役員、従業員に対しては、反社会的勢力との関係がないことを本人に確認するとともに、誓約書を提
出してもらうこととしております。また、役員に関してはさらに日経テレコンによる記事検索及びイン
ターネットの検索によるチェックも実施しております。

Ⅴ．その他
１．買収防衛策導入の有無
買収防衛策導入

なし

該当項目に関する補足説明
―

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
―
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【適時開示体制の概要（模式図）
】
適時開示手続き

＜当社に係る決定事実・決算に関する情報等＞

連絡

総務部
取締役会決議予定
案件の取りまとめ

執行責任者
(代表取締役社長)

経営企画室
＜有価証券上場規程に
よる開示有無の確認＞
経営企画部
＜上場規程施行規則に
総務部
よる開示有無の確認＞
＜有価証券上場規程に

確認結果の
摺り合わせ

開示有無の
議案上程
確認経過及
び結果報告
告

取締役会

監査等委員
開示有無に係
る意見陳述

情報開示

情報取扱責任者

(上席執行役員経営企画室長)

よる開示有無の確認＞

＜子会社の決定事実に関する情報＞

報告

執行責任者
(代表取締役社長)

経営企画室
＜有価証券上場規程に
よる開示有無の確認＞

各子会社

報告

監査等委員
開示有無に係
る意見陳述

開示有無の
確認経過及
び結果報告
告

確認結果の
摺り合わせ
総務部
＜有価証券上場規程に
よる開示有無の確認＞

情報開示

情報取扱責任者
(上席執行役員経営企画室長)

＜当社グループに係る発生事実に関する情報＞

報告

＜緊急事態等
の発生＞
各部署・各子会社

経営企画室
＜有価証券上場規程に
よる開示有無の確認＞

確認結果の
摺り合わせ

総務部

報告

総務部

＜有価証券上場規程に

開示有無の
確認経過及
び結果報告
告

監査等委員
開示有無に係
る意見陳述

よる開示有無の確認＞

報告

執行責任者
(代表取締役社長)

会社の機関・内部統制の図
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情報取扱責任者
(上席執行役員経営企画室長)

監査等委員

情報開示
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以上
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