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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、
「自由・公正・革新」を基本思想に掲げ、
「情報革命で人々を幸せに」という経営
理念の下、国内での通信事業を基盤に企業価値の最大化を図り、最先端テクノロジーを活用した製
品やサービスの提供に取り組んでいます。
このビジョンを実現するためにはコーポレート・ガバナンスの実効性の確保が不可欠との認識を
有しており、親会社であるソフトバンクグループ（株）を含めたグループ全体の基本思想や理念の共
有を図る「ソフトバンクグループ憲章」
、およびグループ会社に対する管理方針・管理体制等を規定
する「ソフトバンクグループグループ会社管理規程」を定めるとともに、グループ会社およびその役
職員が遵守すべき各種規則等に基づき、ガバナンスを強化しています。
当社は、取締役会と監査役・監査役会を中心としたコーポレート・ガバナンス体制を構築していま
す。現在、取締役会は取締役 11 名で構成され、うち４名を社外取締役として選任することで取締役
相互の監視機能を強化しています。また、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会・報酬委員会
を設置しています。指名委員会・報酬委員会は、CEO および独立社外取締役で構成され、委員会の独
立性を確保しています。監査役は、４名のうち２名を社外監査役にすることでより独立した立場か
らの監査を確保し経営に対する監視機能の強化を図っています。

【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 4－1－② 中長期経営計画の実現への努力と未達時対応】
当社は、グループ全体の中期的な事業計画について、その進捗や市場の動向を踏まえながら随時
見直しを行い、取締役会で検討しています。しかしながら、事業環境の変化に即応するためには、経
営の機動性と敏捷性を保持することも重要との考えから、中期的な事業計画については、公表して
いません。
なお、必要に応じて決算発表会や株主総会にて、説明を行っていく方針です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則 1－4 政策保有株式】
当社は、持続的に企業価値を向上させるため、業務提携や事業シナジーを見込める等、純投資以外
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の経営戦略上の重要な目的がある場合、
「政策保有株式」を保有することがあります。四半期毎に目
的に応じた保有であることの検証を行い適正に管理をしていきます。
政策保有株式の議決権行使については、持続的な企業活動の向上に資するかどうかを総合的に検
討したうえで、適切に対応しています。

【原則 1－7 関連当事者間の取引】
当社は、全ての取引について、社内規程に基づき取引規模や重要性により経理、財務、法務等の専
門部署の審査を経たうえで、決裁しています。また、その決裁の過程において、内容を監査役および
内部監査部門が常時チェックできる体制としています。
取締役の競業取引、取締役と会社間の取引については、
「取締役会規則」にて決議事項として定め、
取引ごとに取締役会にて決議し、その取引結果について取締役会に報告しています。加えて、関連当
事者取引については、
「関連当事者規程」に基づき、定期的にモニタリングするとともに、取引状況
を有価証券報告書および計算書類にて開示しています。

【原則 2－6 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】
当社は、特定の企業年金基金には加入しておりませんが、企業型確定拠出年金制度を導入してい
ます。運営管理機関・運用商品の選定や従業員に対する教育機会の提供のほか、入社時には説明を行
っています。

【原則 3－1 情報開示の充実】
（ⅰ）当社は、
「情報革命で人々を幸せに」という経営理念の下、世界の人々が最も必要とするテ
クノロジーやサービスを提供する企業グループを目指し、情報・テクノロジー領域におい
て、さまざまな事業に取り組んでおり、こうした取り組みをウェブサイトにて開示してい
ます。

（ⅱ）当社は、コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガ
バナンスの基本的な考え方や基本方針について、コーポレート・ガバナンスに関する報告
書にて開示する予定です。

（ⅲ）当社の取締役の報酬は、企業価値向上および利益成長に対する取締役の動機付けや、その
実績に対する対価として機能することを目的としています。その報酬は、基本報酬、賞与、
株式報酬等から成り、株主総会で決議された総額の範囲内で報酬委員会において審議を行
い、取締役会は報酬委員会からの提言を最大限尊重し、取締役会の決議によって決定する
こととしています。報酬委員会では、基本報酬、賞与、株式報酬等の他に、報酬決定プロセ
ス等の仕組みに関する内容についても審議の対象とし、個別の報酬額は、業績や経営環境
を踏まえながら、個々の役割や責任、成果等に応じて、決定しています。

2

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

（ⅳ）当社の取締役候補者の選定および取締役の解任に当たっては、指名委員会において審議の
うえ取締役会へ提言を行います。取締役会は指名委員会からの提言を最大限尊重し、定款
と「取締役会規則」に基づき取締役候補者を選定し、株主総会の選任・解任議案として提
出しています。取締役候補者は、企業価値の向上に寄与する資質・能力、各専門分野に対
する深い知見を備えていること等を基準としています。
監査役候補者の選定に当たっては、
「監査役会規則」および「監査役監査規程」に基づき、
取締役会が、監査役会の同意の下、候補者を選定し、株主総会の選任議案として提出してい
ます。監査役候補者の選定に当たっては、独立性や、公正不偏の態度を備えていること等を
基準としています。なお、監査役候補者のうち、最低 1 名は財務および会計に関する相当
の知見を有する者とすることを「監査役監査規程」に定めています。

（ⅴ）取締役候補者については、指名委員会にて審議のうえ取締役会に提言を行い、取締役会に
て選定を行います。
すべての取締役候補者および監査役候補者について、候補者に選定した個々の理由を、株
主総会へ選任議案を上程した際の株主総会招集通知に開示します。

【補充原則 4－1－① 経営陣に対する委任の範囲の決定とその開示】
当社における意思決定機関としては、取締役会が存在し、取締役会付議事項は「定款」および「取
締役会規則」にて定められています。
また、当社では、コーポレート・ガバナンス強化と意思決定・執行の迅速化を目的として執行役員
制度を導入しています。
当社では、経営上必要と認めた事項について、取締役会より経営陣への権限移譲を図っており、具
体的な委任の範囲、職位に応じた決裁権限については、
「稟議規程」にて定めています。

【原則 4－9 独立社外取締役の独立性判断の基準及び資質】
当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に基づく独立社外取締役の選定を行っています。独
立社外取締役の候補者は、企業価値向上に寄与する資質・能力、各専門分野に対する深い知見を備え
ていること等に加えて、取締役会での建設的な議論に積極的に参加し、臆することなく意見を述べ
ることができる人物を選定しています。独立社外取締役候補者の選定にあたっては、指名委員会で
の議論を踏まえ、取締役会にて決議を行っています。

【補充原則 4－11－① 取締役会の全体としての知識等のバランス、多様性・規模に関する考え方】
当社では、定款で取締役を 15 名以内と定めており、取締役会は指名委員会の議論を踏まえ、国籍、
人種、性別、年齢等にかかわらず、取締役に最適と思われる人材を取締役候補者として選定していま
す。
現在では、企業経営に関する豊富な知識と経験を備えた 11 名が取締役を務めています。独立社外
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取締役は４名選任しており、取締役会において、社外からの視点も含め多角的な視点から建設的で
活発な議論が行われています。
なお、取締役会全体の構成に関する考え方、選任に関する方針・手続に関しては、必要に応じて説
明を行っています。

【補充原則 4－11－② 社外取締役・社外監査役の兼任状況】
当社の各取締役および監査役は、他の上場会社の役員を兼務する場合、その数を数社以下にとど
め、その責務を果たすうえで支障が生じないよう留意しています。
各取締役および監査役の兼任状況のうち、主要なものについては、株主総会招集通知にて開示予
定です。

【補充原則 4－11－③ 取締役会全体の実効性についての分析・評価】
取締役会全体の実効性に関する分析・評価については、第三者機関を起用する予定です。実施後の
評価結果につきましては、今後開示する予定です。

【補充原則 4－14－②】
当社グループでは、取締役および監査役に対して、時勢に応じ身に付けるべき重要な事項を習得
させるため、以下のトレーニングを行っています。
・当社の取締役に対して、取締役の責任・義務等を記載した「取締役ハンドブック」を配布して
います。
・当社および主要な国内子会社の取締役に対して、定期的にコンプライアンス上の重要なテーマ
に関する研修を実施しています。
このほか、当社の常勤監査役は、日本監査役協会主催の監査役全国会議やその他の各種研修に積
極的に参加しています。

【原則 5－1 株主の建設的な対話に関する方針】
当社は、株主や投資家との建設的な対話を促進するため、取締役 専務執行役員 兼 CFO に IR 業務
を管掌させるとともに、専任部署として IR 室を設置しており、経理、財務、法務、総務等の関連部
署と密接に連携しつつ、IR 活動を行う予定です。こうした体制については、ウェブサイトおよびコ
ーポレート・ガバナンスに関する報告書にて開示する予定です。
株主や投資家からの対話の申し込みに対しては、合理的な範囲内で、インサイダー取引規制上の
重要事実の取り扱いに細心の注意を払いつつ、経営陣や IR 室が対応する予定です。
また、個別面談以外にも、決算説明会や個人投資家向け説明会等を開催し、株主や投資家に対して
事業の状況を説明する予定です。 対話を通じて得られた株主や投資家の意見については、IR 室が取
りまとめ、定期的に経営陣に報告する予定です。
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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）

ソフトバンクグループジャパン（株）

割合（％）

4,786,613,170

99.99

Alcatel-Lucent Participations

53,200

0.00

Nokia Solutions and Networks Singapore Pte.

53,200

0.00

SAMSUNG ASIA PTE LTD

53,200

0.00

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

53,200

0.00

オリックス（株）

53,200

0.00

JA 三井リース（株）

53,200

0.00

東京センチュリー（株）

53,200

0.00

芙蓉総合リース（株）

53,200

0.00

三井住友ファイナンス&リース（株）

53,200

0.00

三菱 UFJ リース（株）

53,200

0.00

Ltd.

支配株主名

―

親会社名

ソフトバンクグループ（株）

親会社の上場取引所

東京

補足説明
ソフトバンクグループ（株）は、ソフトバンクグループジャパン（株）の株式を 100%所有してい
ます。

３．企業属性
上場予定市場区分

未定

決算期

３月

業種

情報・通信業

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

10 社以上 50 社未満
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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
当社では、親会社グループとの取引を含めた関連当事者取引は、関連当事者としての有利な立場
を利用して会社の財政状態や経営成績に影響を及ぼすことがある取引であると認識しています。そ
のため、当社は関連当事者取引等の実施に当たっては、
「関連当事者規程」および「関連当事者取引
管理マニュアル」に基づき、その取引が当社グループの経営上合理的なものであるか、また取引条件
がほかの外部取引と比較して適正であるかに特に留意して、特に重要な取引については、都度取締
役会の承認により行う方針です。
また、特に重要な取引に該当しない関連当事者取引についても、原則として年 1 回、財務経理本
部は、当該取引の総額および内容をモニタリングすることとしています。

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
当社は、ソフトバンクグループ（株）および同社の子会社ソフトバンクグループジャパン（株）を
親会社として有しています。
当社は、上場に向けて、親会社の承認事項・事前報告事項の撤廃、役員・従業員の兼任等の人的関
係の低減、親会社からの資金の借入・債務保証の解消等、親会社からの独立性を担保するための施策
を行ってまいりました。
これにより、親会社からの関与を最小化し、当社として独立した事業運営を行うことができる体
制を構築することができています。

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

監査役会設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

15 名以内

定款上の取締役の任期

１年

取締役会の議長

社長

取締役の人数

11 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

４名

社外取締役のうち独立役員に指定されている

４名

人数

会社との関係（１）
氏名

属性

会社との関係（※１）
a
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堀場 厚

他の会社の出身者

〇

上釜 健宏

他の会社の出身者

△

大木 一昭

公認会計士

植村 京子

弁護士

※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

独立

適合項目に関する補足説明

選任の理由

役員
堀場 厚

○

―

1992 年から現在に至るま
で 約 26 年 間 に わ た り
（株）堀場製作所 代表取
締役を務め、グローバル
に同社グループの成長を
リードする等、豊富な経
営経験を有しています。
その知識と経験に基づき
当社の経営を監督および
当社経営全般に助言いた
だき、さらなる当社グル
ープの成長およびコーポ
レート・ガバナンス強化
に寄与していただくため
社外取締役として選任し
ています。
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上釜 健宏

○

―

2006 年から 2018 年６月
まで TDK（株）代表取締役
を務め、同社事業の収益
力の強化や事業領域の拡
大にリーダーシップを発
揮する等、豊富な経営経
験を有しています。その
知識と経験に基づき当社
の経営を監督および当社
経営全般に助言いただ
き、さらなる当社グルー
プの成長およびコーポレ
ート・ガバナンス強化に
寄与していただくため社
外取締役として選任して
います。

大木 一昭

○

―

公認会計士として豊富な
知識と経験を有していま
す。その知識と経験に基
づき当社の経営を監督お
よび当社経営全般に助言
をいただき、さらなる当
社グループの成長および
コーポレート・ガバナン
ス強化に寄与していただ
くため社外取締役として
選任しています。

植村 京子

○

―

弁護士として豊富な知識
と経験を有しています。
その知識と経験に基づき
当社の経営を監督および
当社経営全般に助言をい
ただき、さらなる当社グ
ループの成長およびコー
ポレート・ガバナンス強
化に寄与していただくた
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め社外取締役として選任
しています。

【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

あり

委員会の有無

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性
指名委員会に相当する任意の委員会
委員会の名称

指名委員会

全委員

常勤委員

社内取締役

社外取締役

社内有識者

その他

委員長

(名)

(名)

(名)

(名)

(名)

(名)

(議長)

５

０

１

４

０

０

社外取締役

報酬委員会に相当する任意の委員会
委員会の名称

報酬委員会

全委員

常勤委員

社内取締役

社外取締役

社内有識者

その他

委員長

(名)

(名)

(名)

(名)

(名)

(名)

(議長)

５

０

１

４

０

０

社外取締役

補足説明
任意の指名委員会・報酬委員会は、CEO および独立社外取締役で構成され、取締役の選任・解任、代
表取締役の指名、取締役の報酬に関する事項の審議を行い、取締役会に提言することとしています。
取締役会は当該委員会からの提言内容を最大限に尊重し、取締役会で議論する材料にすることとし
ています。

【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

６名以内

監査役の人数

４名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況
＜監査役と会計監査人との連携状況＞
監査役は、会計監査人（有限責任監査法人トーマツ）から監査方針・監査計画について説明を受け
意見交換を行います。期中・期末の監査（四半期レビューを含む）につき、監査重点項目、監査方法
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および結果について報告を受ける他、会計監査人の往査に同行し監査に立ち会う等、会計監査人と
の連携保持を図っています。

＜監査役と内部監査部門の連携状況＞
監査役は、当社内部監査室、内部統制部と定期的に情報交換の場を持ち、必要に応じ内部監査室、
内部統制部に調査依頼をする等有機的連携を図っています。
特に、内部監査室とは、常勤監査役が出席する定例会を開催するなど、毎月、内部監査計画の進捗
確認、意見交換などを行っています。加えて、内部監査室長は監査役に半期に一度、内部監査計画・
実績等を報告しています。代表取締役宛の監査結果報告については都度、資料の共有を行っていま
す。

＜会計監査人と内部監査部門の連携状況＞
会計監査人は、内部監査室から監査計画について説明を受けているほか、必要に応じて内部監査
の結果等についても説明を受けています。内部監査室は、会計監査人から監査結果等について定期
的に説明を受けています。このほかにも両者は必要に応じて情報・意見交換を行う等して、連携を図
っています。

社外監査役の選任状況

選任している

社外監査役の人数

２名

社外監査役のうち独立役員に指定されている

０名

人数

会社との関係（１）
氏名

属性

会社との関係（※１）
a

山田 康治

他の会社の出身者

阿部 謙一郎

公認会計士

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

※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
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i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
j.上場会社の取引先（f、g 及び h のいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
m.その他

会社との関係（２）
氏名

独立

適合項目に関する補足説明
選任の理由

役員
山田 康治

―

金融機関において、リス
ク管理・コンプライアン
スに関する豊富な知識と
経験があり、財務および
会計に関する相当程度の
知見を有しています。そ
の知識と経験に基づく専
門的な見地から監査いた
だき、より独立した立場
からの監査を確保するた
め、社外監査役として選
任しています。

阿部 謙一郎

―

公認会計士として豊富な
知識と経験を有していま
す。その知識と経験に基
づく専門的な見地から監
査いただくとともに、よ
り独立した立場からの監
査を確保するため、社外
監査役として選任してい
ます。

【独立役員関係】
独立役員の人数

４名

その他独立役員に関する事項
―
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【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

ストックオプション制度の導入

の実施状況

該当項目に関する補足説明
当社および当社グループは、役職員等に対して業績向上に対するインセンティブを与える目的と
して、ストックオプションとしての新株予約権を付与する制度を導入しています。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役,従業員,子会社の取締役,従業員

該当項目に関する補足説明
当社および当社グループの業績と、当社および当社グループの役職員等の受ける利益とを連動さ
せることにより、対象者にインセンティブを与え、以て当社グループの業績を向上させるとともに、
対象者と当社の株主の利害とを可及的に一致させることを目的とし、当社取締役および執行役員そ
の他の社員ならびに当社子会社の取締役および執行役員その他の社員に対してストックオプション
を付与しています。

【取締役報酬関係】
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
＜提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数＞

役員区分
取締役

報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）
基本報酬

賞与

株式報酬

対象となる
役員の員数
（名）

1,509

456

1,018

35

８

12

12

-

-

１

社外取締役

-

-

-

-

-

社外監査役

12

12

-

-

２

（社外取締役を除く）
監査役
（社外監査役を除く）

(注)

1 上記の他、2018 年６月に第 32 期事業年度に係る取締役７名に対する役員賞与引当金繰入
額との差額 525 百万円が発生しています。
2

第 32 期事業年度において支給した取締役の報酬等に、第 31 期事業年度に係る取締役７名
に対する役員賞与引当金繰入額との差額 128 百万円が発生していますが、上記には含めて
いません。
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＜提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等＞
連結報酬等の種類別の額

連結報酬等
の総額

氏名

役員区分

会社区分

（百万円）

（百万円）
基本
報酬

株式

賞与

報酬

その他

宮内

謙

330

取締役

提出会社

60

263

７

-

榛葉

淳

248

取締役

提出会社

78

166

４

-

今井

康之

234

取締役

提出会社

78

152

４

-

宮川

潤一

196

取締役

提出会社

60

132

４

-

藤原

和彦

160

取締役

提出会社

60

97

３

-

174

取締役

提出会社

60

111

３

-

160

取締役

提出会社

60

97

３

-

久木田

修一

エリック・ガン

(注) 1 連結報酬等の総額が１億円以上である者に限定して記載しています。
2 上記の他、2018 年６月に第 32 期事業年度に係る取締役７名に対する役員賞与引当金繰入額
との差額 525 百万円が発生しています。

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
当社における役員の報酬額等は、株主総会で決議された総額の範囲内で、取締役については取締
役会決議、監査役については、監査役の協議によって決定しています。
報酬限度額は、取締役は、2018 年３月６日の臨時株主総会において 25 億円以内（使用人給与分は
含まれない）
、監査役は、2015 年２月 25 日の臨時株主総会において年額８千万円以内と定めていま
す。当該報酬とは別枠として、2018 年３月６日の臨時株主総会において、取締役に対するストック・
オプション（株式報酬）として、新株予約権を年額 15 億円以内と定めています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
議題の具体的な内容を理解した上で取締役会に臨めるよう、社外監査役を含む全役員に対して、
取締役会事務局が事前に取締役会資料を送付し、必要に応じて補足説明等も行っています。
このほか、社外監査役を含む全監査役の業務をサポートする組織として監査役室を設置しており、
専任のスタッフが監査役の指示の下で情報収集や調査等を行っています。

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）
本書提出日現在、当社の機関設計の概要は、以下のとおりです。
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・取締役会は、社外取締役４名を含む取締役 11 名で構成されており、その任期は、選任後１年内
に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしています。
・取締役会の諮問機関として任意の指名委員会/報酬委員会を設置しています。指名委員会・報酬
委員会は CEO および独立社外取締役で構成され、委員会の独立性を確保しています。
・監査役会は、社外監査役２名を含む４名の監査役で構成されています。
また、執行役員制度を導入し、取締役会の経営監督機能の明確化と業務執行機能のさらなる強化を
図るとともに、経営の迅速化を確保しています。
・当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。
）および監査役は、会社法第 427 条第１項
の規定に基づき、同法第 423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該
契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としています。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
1．コンプライアンスに関する事項
取締役・使用人を対象としたコンプライアンス研修を実施しているほか、コンプライアンス体
制の強化のための情報提供、必要に応じた助言等を継続的に実施しています。また、当社および
子会社の取締役・使用人が直接報告・相談できるホットラインの設置・運用を通して、当社のコ
ンプライアンスの実効性確保に努めています。なお、これらの施策の効果について随時検証し、
改善を行っています。

2．リスクに関する事項
「リスク管理規程」に基づき、各リスクに対応する責任部門がリスクの低減およびその未然防
止を継続的に図っているほか、内部監査部門が各責任部門で実施したリスクに対する評価・分析
および対策・対応についての進捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告してい
ます。当社グループ各社においても各社でリスクの低減およびその未然防止を継続的に図ってい
ます。

3．内部監査に関する事項
内部監査部門により、当社の法令および定款の遵守体制・リスク管理プロセスの有効性につい
ての監査を行うほか、リスクが高いと判断する当社グループ各社への監査を継続して実施してお
り、監査結果を都度社長に報告しています。

4．取締役・使用人の職務執行に関する事項
「取締役会規則」
「稟議規程」
「組織管理規程」等の社内規程に基づき、当社の取締役・使用人の
職務執行の効率性を確保しているほか、取締役会においては十分に審議できる環境を確保してい
ます。
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5．監査役の職務に関する事項
監査役は当社の重要な会議に出席し、必要に応じて当社および当社グループの取締役および使
用人にヒアリングをする機会を設けるほか、会計監査人や重要な子会社の監査役等との定期的な
会合を設け連携を継続的に図ることで、監査の実効性を確保しています。

＜内部監査および監査役監査の状況＞
内部監査室は、社長直下の独立した組織として、当社の業務全般を対象に内部監査を実施してい
るほか、親会社として子会社を対象に監査を実施しています。業務の遵法制および内部統制の有効
性等を評価し、内部監査の結果については、当社の社長ならびに取締役会に報告するとともに監査
役に説明しています。
当社は、監査役制度を採用しており、監査役会は、社外監査役２名を含めた４名で構成され、各
監査役は監査役会が定めた「監査の方針」および「監査計画」に従い監査活動を実施し、重要会議
への出席、報告聴取、重要書類の閲覧、実地調査等を通じ、取締役の職務の執行状況について効率
的で実効性のある監査を実施しています。さらに、内部監査部門の報告を受けるとともに、必要に
応じて、内部監査の状況と結果について説明を受けています。また、独立監査人については、独立
の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを検証すると共に、その職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求める等、連携を密にし、監査体制の強化に努めています。

＜会計監査の状況＞
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、中山一郎、山田政之、大枝和之であり、有限責
任監査法人トーマツに所属しています。業務を執行した公認会計士で、継続監査年数が 7 年を超え
る者はいません。なお、第 33 期より、業務執行社員が中山一郎から丸山友康に交代しています。

＜社外取締役との関係＞
当社の社外取締役は４名です。
当社は、社外取締役堀場厚氏が代表取締役を務める(株)堀場製作所との間に、当社が提供する通
信サービスの取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業収益」の 0.1％未満であり、
極めて僅少です。また、社外取締役上釜健宏氏がミッションエグゼクティブを務める TDK(株)との
間に、当社が提供する通信サービスの取引関係があります。ただし、その取引額は当社の「営業収
益」の 0.1％未満であり、極めて僅少です。
そのほか、当社社外取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

＜社外監査役との関係＞
当社の社外監査役は２名です。
当社は、社外監査役阿部謙一郎氏が監事を務める公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・
バスケットボールリーグ（B.LEAGUE）と、B.LEAGUE 最上位カテゴリースポンサーである「B.LEAGUE
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トップパートナー」契約を締結しています。ただし、その取引額は当社の「営業費用」の 1％未満
であり、極めて僅少です。
そのほか、当社社外監査役と当社との間には、特別の利害関係はありません。

＜取締役の定数＞
当社の取締役は 15 名以内とする旨を定款に定めています。

＜取締役の選任の決議要件＞
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以
上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任については累
積投票によらない旨を定款に定めています。

＜剰余金の配当等の決定機関＞
当社は、剰余金の配当等会社法第 459 条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定め
がある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めています。これは、
当社の剰余金の配当等に関する基本方針に従い、機動的な決定を行うことを目的とするものです。

＜取締役および監査役の責任免除＞
当社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった
者を含む）および監査役（監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取
締役会の決議によって免除することができる旨、および、会社法第 427 条第１項の規定により取締
役（業務執行取締役等であるものを除く。
）および監査役との間に、法令が規定する額を限度とし
て、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨、定款に定め
ています。これは、取締役および監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、
期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものです。

＜株主総会の特別決議要件＞
当社は、会社法第 309 条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の
３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定めてい
ます。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

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
当社は、長期的な企業価値の向上を実現するため経営の舵取り役となり、重要事項の意思決定機
関として、および業務執行状況の監督機関として取締役会を設置しております。現在、取締役会は社
外取締役４名を含め 11 名の取締役で構成されており、経営上における判断は「適正な調査」および
「十分な検討」を行ったうえで意思決定をしています。
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また、当社は、取締役の職務の執行状況について効率的で実効性のある監査を行うため、監査役会
を設置しています。監査役会は、社外監査役２名を含め４名の監査役で構成され、
「監査の方針」
、
「監
査計画」
、
「監査の方法」を策定し、監査役はこれらの方針等に従い監査活動を実施しています。
さらに、取締役会の経営監督機能の明確化と業務執行機能の強化、経営の迅速化を確保するため、
執行役員制度を導入しています。
以上により、当社のコーポレート・ガバナンスは有効に機能していると判断し、現体制を選択して
います。

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
の早期発送

当社は、株主総会の運営について全体的に検討を進めており、招集通知の早
期発送に関しても、現在検討を進めています。2019 年３月期の株主総会から
可能な範囲で対応を進めていく予定です。

集 中日を回 避した
株主総会の設定
電 磁的方法 による
議決権の行使

当社の株主総会は、いわゆる「総会集中日」を避ける日程で開催を予定して
おり、より多くの方が来場しやすい場所にて実施予定です。
電磁的方法による議決権の行使については、「議決権行使プラットフォーム
の導入等、電磁的方法による行使について整備していく予定です。

議 決権電子 行使プ

株主総会の運営および議決権の行使に関する環境整備については、「議決権

ラ ットフォ ームへ

行使プラットフォームの導入等、電磁的方法による行使について整備していく

の 参加その 他機関

予定です。

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

2019 年３月期の株主総会から、可能な範囲で対応を進めていく予定です。

英文での提供

２．IR に関する活動状況
代表者自身
補足説明

による説明
の有無

ディスクロージャ

株主との間での建設的対話を行う上での基盤となるよう、法定開

ーポリシーの作

示資料に加えて、非財務情報も含めた自主開示資料についても、正

成・公表

確で有用性の高いものとなるよう留意しながら開示していく方針で
す。
IR 活動についての考え方は、ウェブサイトに掲載しています。
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個人投資家向けに

個人株主・投資家の皆様に、分かりやすく・有用性が高い情報提

定期的説明会を開

供を実施していきます。多数の株主・投資家の方を対象とすること

催

から、ウェブサイトにおける情報開示を中心としながらも、対話も

あり

重視しネットカンファレンスや全国の講演会場等でのリアルタイム
で質疑応答が可能な会社説明会を開催する方針です。
アナリスト・機関
投資家向けに定期
的説明会を実施

＜決算説明会＞

あり

四半期ごとの決算発表の都度、アナリスト・機関投資家およびメ
ディア向けに決算説明会を開催し、社長および取締役 専務執行役員
兼 CFO が経営の状況や戦略・施策、見通しについて説明します。

海外投資家向けに

日本国外の機関投資家を訪問し、経営の状況や戦略・施策、見通

定期的説明会を開

しについて説明します。なお、英語での資料開示についても、適時

催

性や情報量において、日本語との開示格差が合理的な範囲にとどま

あり

るように努める方針です。
IR 資料をホームペ

当社の各種 IR 資料をウェブサイトに掲載予定です。

ージ掲載
IR に 関 す る 部 署

IR 専任部署として IR 室を設置しています。

（担当者）の設置

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、経営理念「情報革命で人々を幸せに」に示したとおり、事業を通じ

ステークホルダー

てより豊かで幸福な社会の実現に貢献することで、顧客、株主、従業員、取引

の立場の尊重につ

先等、すべてのステークホルダーとともに発展を目指すことを「ソフトバンク

いて規定

グループ CSR 基本方針」で定めています。

環境保全活動、CSR
活動等の実施

当社「CSR 管理規程」の下、当社グループ各社の役員および従業員等は企業
の社会的責任を果たし、社会と共に持続的成長を続けるべく、CSR 活動等を実
施しています。
具体的には、ソフトバンク端末や店頭による東日本大震災の復興支援を目的
とした募金活動や、再開時の安心を提供する各種通信サービスの提供、国際規
格 ISO14001 準拠した環境マネジメント体制の構築等の活動を行っています。

ステークホルダー

当社は、金融商品取引法等に基づく法定開示制度や、東京証券取引所が定め

に対する情報提供

る適時開示規則に則って、適時適切な情報開示に努めています。法定開示や適

に係る方針等の策

時開示の対象とならない情報であっても、投資判断に影響を与えると思われる

定

重要な情報については、すべてのステークホルダーが平等に入手できるよう
に、公平かつ迅速に開示しています。
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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
＜内部統制システムの整備の状況（リスク管理体制の整備の状況を含む）＞
当社は、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制、その他業務
の適正を確保するための体制について、会社法および法務省令に則り、取締役会において以下の事項
を決定しています。

1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令の遵守にとどまらず、高い倫理観に基づいた企業活動を行うため、すべての取締役
および使用人が遵守すべきコンプライアンスに関する行動規範として、親会社が定める「ソフトバ
ンクグループ役職員・コンプライアンスコード」を適用するとともにコンプライアンス体制の継続
的な強化のため、以下の体制を整備しています。
（1）チーフ・コンプライアンス・オフィサー（CCO）を選任し、CCO は当社のコンプライアンス体制
の確立・強化に必要な施策を立案・実施する。
（2）コンプライアンス事務局を置き、コンプライアンス事務局は CCO の補佐を行う。
（3）各本部にコンプライアンス本部責任者およびコンプライアンス推進者を置きコンプライアン
スの徹底を図る。
（4）取締役・使用人が直接報告・相談できる社内外のホットライン（コンプライアンス通報窓口）
を設置し、企業活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は、
「コンプライアンス規程」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不
利な取扱いをすることを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けな
いことを確保する。
（5）監査役および監査役会は、法令および定款の遵守体制に問題があると認められた場合は、改善
策を講ずるよう取締役会に求める。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、取締役会議事録や決裁書等、取締役の職務執行に係る文書およびその他の重要な情報に
ついて、適切に保存・管理するため、以下の体制を整備しています。
（1）「情報管理規程」に基づき、保存の期間や方法、事故に対する措置を定め機密度に応じて分類
のうえ保存・管理する。
（2）「情報セキュリティ基本規程」に基づき、情報セキュリティ管理責任者であるチーフ・インフ
ォメーション・セキュリティ・オフィサー（CISO）を任命するとともに、各本部に情報セキュ
リティ責任者を置き、情報の保存および管理に関する体制を整備する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、事業運営におけるさまざまなリスクに対し、回避、軽減その他の必要な措置を行うため、
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以下の体制を整備しています。
（1）「リスク管理規程」に基づき、各リスクに対応する責任部署を特定し、各責任部署においてリ
スクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図る。緊急事態発生時においては、
「イ
ンシデント管理規程」に規定のフローに則り、緊急対策本部を設置し、緊急対策本部の指示の
もと、被害（損失）の極小化を図る。
（2）内部監査部門は、各部署が実施したリスクに対する評価・分析および対策・対応についての進
捗状況を取りまとめ、その結果を定期的に取締役会に報告する。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、効率的な運営体制を確保するため、以下の体制を整備しています。
（1）
「取締役会規則」を定め、取締役会の決議事項および報告事項を明確にするとともに、
「稟議規
程」等の機関決定に関する規程を定め、決裁権限を明確にする。
（2）業務執行の監督機能を強化し、経営の客観性を向上させるため、取締役会に独立した立場の社
外取締役を含める。
（3）取締役が取締役会において十分に審議できるようにするため、取締役会資料を事前に送付する
とともに、取締役から要請があった場合には、取締役会資料に追加・補足を行う。
（4）
「組織管理規程」を定め、業務遂行に必要な職務の範囲および責任を明確にする。

5. 当社ならびにその親会社およ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、親会社が定める「ソフトバンクグループ憲章」等に則り、グループの基本思想・理念
を共有し、管理体制とコンプライアンスを強化するとともに、当社および当社子会社の取締役お
よび使用人に、グループ会社共通の各種規則等を適用し、以下の体制を整備しています。
（1）CCO は、当社グループ各社のコンプライアンス体制を確立・強化し、コンプライアンスを実践
するにあたり、当該活動が当社グループのコンプライアンスに関する基本方針に則したもの
となるよう各グループ会社の CCO に対し助言・指導・命令を行う。また、当社グループ各社の
取締役および使用人からの報告・相談を受け付けるコンプライアンス通報窓口を設置し、企業
活動上の不適切な問題を早期に発見・改善し、再発防止を図る。なお、当社は、「コンプライ
アンス規程」において、ホットラインに報告・相談を行ったことを理由として不利な取扱いを
することを禁止することにより、報告・相談を行った者が不利な取扱いを受けないことを確保
する。
（2）セキュリティ部門は、グループ・チーフ・インフォメーション・セキュリティ・オフィサー
（GCISO）を長とする、
「グループ IT ガバナンス連絡協議会」に定期的に参加し、情報セキュ
リティに関する制度対応や対策状況、知識・技術等の情報の共有を行う。
（3）代表者は、親会社に対する財務報告に係る経営者確認書を親会社に提出し、ソフトバンクグル
ープ全体としての有価証券報告書等の内容の適正性を確保する。
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（4）内部監査部門は、過去の監査実績のほか、財務状況等を総合的に判断し、リスクが高いと判断
する当社グループ各社に対して監査を行う。
（5）当社グループ各社においてリスクの管理を行い、リスクの低減およびその未然防止を図るとと
もに、緊急事態発生時においては、当社の指示のもと、被害（損失）の最小化を図る。

6. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、
「反社会的勢力への対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反
社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示しています。反社会的勢力に関する社内の体
制整備後、責任部署を置いて全体管理を実施しています。なお、反社会的勢力から不当要求等を受
けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固として拒否するもの
としています。

7. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事
項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に
関する事項
当社は、監査役の職務を補助する組織として監査役室を設置し、専属の使用人を配置していま
す。また、当該使用人の任命については、監査役へ通知し、その人事異動・人事評価等は監査役の
同意を得るとともに、当該使用人への指揮・命令は監査役が行うことにより、指示の実効性を確保
しています。

8. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役または監査役会に対して遅滞なく、
（ただし、会社に著しい損害
を及ぼすおそれがある事実のほか緊急を要する事項については直ちに）次の事項を報告していま
す。
（1）コンプライアンス体制に関する事項およびコンプライアンス通報窓口利用状況
（2）財務に関する事項（財務報告および予算計画に対する実績状況を含む）
（3）人事に関する事項（労務管理を含む）
（4）情報セキュリティに関するリスク事項に対する職務の状況
（5）大規模災害、ネットワーク障害等に対する職務の状況
（6）内部統制の整備状況
（7）外部不正調査に対する職務の状況
（8）法令・定款違反事項
（9）内部監査部門による監査結果
（10）その他会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項および監査役がその職務遂行上報告を受
ける必要があると判断した事項
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9. 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
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として次の事項を整備して
います。
（1）当社は、監査役が必要と認めた場合、当社および当社グループの取締役および使用人にヒアリ
ングを実施する機会を設けています。また、監査役は、会計監査人や重要な子会社の監査役等
との定期的な会合を設け連携を図るとともに、重要な会議に出席しています。
（2）当社は、監査役に報告・相談を行ったことを理由として、報告・相談を行った者が不利な取扱
いを受けない体制を確保しています。
（3）会計監査人・弁護士等に係る費用その他の監査役の職務の執行について生じる費用は、当社が
負担しています。

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．反社会的勢力との関係に対する基本方針
「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」に記載のとおりです。
当社は、
「反社会的勢力への対応に関する規程」において、社会の秩序や安全に脅威を与える反
社会的勢力とは一切の関わりを持たない方針を明示しています。反社会的勢力に関する社内の体
制整備後、責任部署を置いて全体管理を実施しています。なお、反社会的勢力から不当要求等を受
けた場合は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨み、断固として拒否するもの
としています。
2．反社会的勢力の排除に向けた社内体制等の整備状況
当社では、反社会的勢力に関する社内の体制整備、全体管理および反社会的勢力からの不当要求
等への対応に責任を有する部門をそれぞれ設置しています。
また、反社会的勢力への対応や情報収集に関して、全国暴力追放運動推進センター等の外部専門
機関との連携を図っています。
さらに、当社では、反社会的勢力との一切の関係を遮断することを目的として、
「反社会的勢力
への対応に関する規程」
、ならびに具体的な対応マニュアルとしての「反社会的勢力への対応心得
集」および「反社会的勢力等 Q&A」をイントラネットに掲載しているほか、e ラーニングで研修を
取り入れることで啓発活動に取り組み、有事の際に備えています。

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
現時点において具体的な施策は設定しておりません。
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２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
＜情報開示体制＞
1.適時開示に係る基本姿勢
当社は、財務情報および非財務情報について、法令および東京証券取引所が定める諸規則に基づ
き、適切に開示を行うことはもとより、法令や東京証券取引所規則で必ずしも開示が認められない
情報についても、投資家をはじめとするステークホルダーへの影響を慎重に検討し、必要に応じて
主体的な開示を行うことを情報開示の基本姿勢としています。当社の取締役会は、いずれの場合に
おいても、公正で分かりやすく、有用な情報の開示に努めます。

2.適時開示に係る社内体制の状況
当社は、IR 室を専任部署として適時開示を行い、
「ソフトバンク株式会社 IR 規則」において、適
時開示に係る IR 室への報告事項、報告時期および手順などについて定めています。IR 室は、適時
開示が必要な場合、経理、財務、法務、総務などの関連部署と密接に連携して適時開示資料を作成
し、当該業務を所管する取締役 専務執行役員 兼 CFO の決裁の下、速やかに適時開示を行います。
なお、決算に関する適時開示事項については、財務経理本部長を開示資料作成責任者とし、各グ
ループ会社から収集した情報を基に、経理担当部門および関連部署により作成し、当該業務を所管
する取締役 専務執行役員 兼 CFO の決裁の下、速やかに開示を行います。

【模式図（参考資料）
】

【適時開示体制の概要（模式図)】
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以上
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