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 2019年２月 13日 

株式会社ＫＨＣ 

代表取締役社長 渡辺 喜夫 

問合せ先： 経営企画部  078-929-8315 

  

 

 

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、「住生活産業として生み出した新たな価値により、地域や顧客に喜びや豊かさを供給

する」という経営理念の実現のため、ステークホルダーへの社会的責任を果たし、継続的な企業価値向

上を図ることは重要であると考えております。このため、コーポレート・ガバナンスの確立は極めて重

要な経営課題と位置づけ、企業価値の最大化と収益拡大に向けて、企業経営の透明性と健全性を確保し

た企業運営に努めております。 

 

【コーポレート・ガバナンスに関する基本方針】 

(1) 株主の権利・平等性の確保 

当社グループは、株主の権利を尊重し、株主の権利の確保及び株主がその権利を適切に行使できるよう

な環境の整備に努めてまいります。 

 

(2) 株主以外のステークホルダーとの適切な協働 

当社グループは、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のため、株主をはじめ、全てのステークホル

ダーとの協働が必要不可欠であると認識し、株主以外のステークホルダーとも適切な協働に努めてまい

ります。 

 

(3) 適切な情報開示と透明性の確保 

当社グループは、法令に基づく開示以外の情報開示についても主体的に取り組んでまいります。 

 

(4) 取締役会等の責務 

当社の取締役会、監査役会並びに経営陣等は、自らの役割・責務を適切に果たすように努めてまいりま

す。 

 

(5) 株主との対話 

当社グループは、株主総会以外の場においても、株主との建設的な対話を通じて入手した株主の意見等
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を十分に検討し、当社グループの中長期的な価値向上に結び付けるように努めてまいります。 

 

【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）議決権の電子行使のための環境整備 

当社は、機関投資家や海外投資家の保有比率を踏まえて、議決権の電子行使環境や招集通知の英訳への

対応を検討してまいります。 

 

（補充原則３－１②）海外投資家等の比率等を踏まえた英語での情報の開示・提供の推進 

当社は、海外投資家の保有比率を踏まえて、英語での情報開示への対応を検討してまいります。 

 

（原則４－８）独立社外取締役の有効な活用 

当社は、現状、独立社外取締役を１名選任しており、取締役会における独立した客観的な立場からの意

見を踏まえた議論を可能にしております。今後、建設業界の知見並びに企業経営の豊富な経験及び識見

を有する上場企業経営者を対象として人選を進め、2019 年６月の定時株主総会において社外取締役と

して選任する方針です。独立社外取締役を２名体制とすることで、一般株主の利益保護の視点からの意

見を今以上に多方面から得ることにより、有効な活用をしてまいります。 

 

（補充原則４－８②）「筆頭独立社外取締役」の決定 

当社は、現時点では独立社外取締役は１名のみであるため、筆頭独立社外取締役を決定しておりません

が、すべての社外役員が適宜、取締役会において積極的に議論に参加し、活発な意見交換を行っており

ます。また、必要に応じて経営陣や監査役と話合いの機会を持つ等、十分な連携が図れていると考えて

おります。 

 

（原則４－10、補足原則４－10①）任意の仕組みの活用 

当社は、現時点では独立社外取締役は１名のみであるため、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構

成員とする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。 

 

（補充原則４－11③）取締役会全体の実効性についての分析・評価 

取締役会は、社内登用された取締役だけでなく、十分な知識・経験・能力を有した独立社外取締役も含

めて構成され、期待される監督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）政策保有株式 

当社グループは、政策保有株式については、取引関係の強化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まいります。 

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

定してまいります。 

 

（原則１－７）関連当事者間の取引 

当社グループは、関連当事者間の取引については、原則行わない方針としておりますが、関連当事者間

の取引を行う場合には、当該取引が当社グループや株主共同の利益を害することのないよう、公正かつ

適正に行うものとし、法令及び社内の規則に基づき、取締役会の承認を得るものとしております。 

 

（原則３－１）情報開示の充実 

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画 

当社の経営理念等や経営戦略、経営計画については、当社のホームページや決算説明会等で開示してま

いります。 

 

（ⅱ）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 

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は、「Ⅰ－１．基本的な考え方」に記載

しておりますが、ステークホルダーへの社会的責任を果たし、継続的な企業価値向上を図ることは重要

であると考えるため、コーポレート・ガバナンスの確立を極めて重要な経営課題と位置づけ、企業価値

の最大化と収益拡大に向けて、企業経営の透明性と健全性を確保した企業運営に努めていくこととして

おります。 

 

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 

取締役、監査役の報酬については、株主総会決議に基づく報酬総額の枠の範囲内で、個々の取締役の報

酬額は、取締役会の決議により決定し、個々の監査役の報酬額は、監査役会の協議により決定しており

ます。 

 

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 

取締役及び監査役については、各事業分野や財務・経理・総務等の分野における専門能力や知見等を有

する人材を選任しております。 

社外取締役及び社外監査役については、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、取締役会

等における率直、活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補としております。 

なお、取締役候補者の選任については、社外取締役も出席する取締役会で決定し、株主総会に上程して

おります。 
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（ⅴ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名に

ついての説明 

個々の選解任については招集通知に記載する方法により開示しております。 

 

（補充原則４－１①）取締役会の経営陣に対する委任の範囲 

当社グループは、取締役会で決定すべき事項と経営陣にその決定を委任する事項を「職務権限規程」に

定めております。 

 

（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 

当社の取締役会は、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質について、東京証券取引所が定める基準

を満たすことに加え、様々な分野において豊富な経験と幅広い見識を備え、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独立社外取締役を選任しております。 

 

（補充原則４－11①）取締役会の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に対する考え方 

当社の取締役会は、当社の業務に精通し深い知見を備えた実行力のある取締役と、客観的な視点に基づ

いて会社の方針や業務執行に意見を述べることが期待できる社外取締役により取締役会を構成してお

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 

取締役の兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書にて毎年開示を行ってまいります。なお、現

在、他の上場会社の役員を兼任する取締役はおりません。 

 

（補充原則４－14②）取締役・監査役のトレーニング 

取締役及び監査役に対して、就任時及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。そのため経営企画部を窓口とした

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 

外国人株式保有比率 10％未満 
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 【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

日本アジアグループ株式会社 3,706,550 100.00 

 

支配株主名 ― 

 

親会社名 日本アジアグループ株式会社 

親会社の上場取引所 東京 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 第二部 

決算期 3月 

業種 建設業 

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 

当社グループは、支配株主との取引について、原則として行わない方針としております。当社グループ

が他の会社と新規取引を行う際の手続き同様、取引の合理性（事業上の必要性）と取引条件の妥当性に

ついて十分に検討した後、支配株主と取引を実施しようとする場合には、社外取締役及び社外監査役も

参画する取締役会において、前述の合理性及び妥当性につき十分審議した上意思決定を行う方針であ

り、少数株主に不利益を与えることがないよう適切に対応してまいります。 

 

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、自ら経営責任を負って独立した事業経営を行っておりますが、当社の親会社である日本アジア

グループ株式会社は、当社発行済株式総数の 100％を保有し、当社の株式公開後においても連結関係を

維持するために必要となる当社株式数を継続的に所有する方針です。このような影響力を背景に、親会

社は当社の株主総会における取締役の選任・解任等を通じて当社の経営判断に影響を及ぼし得る立場に

あります。 

但し、事業活動を行う上での親会社との事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行ってお

り、独立性は確保されていると判断しております。 
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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 監査役会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 11名 

定款上の取締役の任期 1年 

取締役会の議長 社長 

取締役の人数 5名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 1名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人

数 

1名 

  

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f g h i j k 

中川 行康 他の会社の出身者   △         

 ※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 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

中川 行康 〇 同氏は、当社の元親会社であった

日本アジアランド株式会社（2015

同氏は大手ゼネコンの出

身で、豊富な建築技術や不
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年 10 月清算）にシンガポールの

データセンター開発要員として

入社し、取締役就任後も、一貫し

てデータセンター開発業務に携

わっており、当該期間においては

取締役として当社の管掌はして

おりませんでした。当社株式が国

際航業ホールディングス株式会

社（現 日本アジアグループ株式

会社）に譲渡された後、当社の兄

弟会社である国際ランド＆ディ

ベロップメント株式会社（現 Ｊ

ＡＧ国際エナジー株式会社）で

は、業務執行に直接携わらないア

ドバイザー的な非常勤取締役と

して、一年間在任しておりまし

た。その後の入社における在籍期

間においても、業務執行に直接携

わらない顧問として、アドバイザ

ー的なポジションでありました。

なお、いずれの在籍（在任）期間

においても、親会社である日本ア

ジアグループ株式会社の業務執

行に直接携わることはなく特に

関係を有しておりません。 

動産の知識と経営者とし

ての幅広い見識を有して

おります。同氏の知見は他

に代えがたく、当社取締役

会の意思決定に際して適

切な助言をいただけるこ

とから、社外取締役に選任

しております。また、当社

と同氏の間に特別な利害

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

員会の有無 

なし 

 

【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 5名 

監査役の人数 3名 
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監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査役は、定期的に内部監査室から監査計画、内部監査の結果などについて報告を受けるとともに、必

要に応じて情報・意見交換を行い、相互連携を図っております。さらに、監査役、内部監査室及び会計

監査人は、「三様監査連絡会」を定期的に開催し、監査所見や関連情報について意見交換をしており、

監査の効率化及び監査品質の向上に努めております。 

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

数 

３名 

 

会社との関係(１) 

氏名 属性 会社との関係(※１) 

a b c d e f ｇ h i j k l ｍ 

黒田 靖文 他の会社の出身者              

白戸 健 他の会社の出身者              

畠山 和大 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.上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与 

 c.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 d.上場会社の親会社の監査役 

 e.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 f.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 g.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 h.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家 

 i.上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者） 

 j.上場会社の取引先（f、g及び hのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ） 

 k.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ） 

 l.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ） 

 m.その他 

 

会社との関係(２) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 
選任の理由 

黒田 靖文 〇 － 同氏は、金融機関の出身

で、営業・財務の両分野に
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て幅広い経験を有してい

るため、社外監査役として

十分な職務が遂行できる

と考え、選任しておりま

す。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、独立役員に指定してお

ります。 

白戸 健 〇 － 同氏は、金融機関系のシン

クタンク出身で、現在は監

査法人の顧問であり、財

務・会計に関する豊富な知

識を有しているため、社外

監査役として十分な職務

が遂行できると考え、選任

しております。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

指定しております。 

畠山 和大 〇 － 同氏は、弁護士業務を通じ

て培われた豊富な経験及

び法務の専門的な知識を

有しているため、取締役の

職務の執行の監査に十分

な役割を果たすことが期

待され、選任しておりま

す。また、当社と同氏の間

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、

独立役員に指定しており

ます。 
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【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 

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の

実施状況 

2018年 12月 29日開催の臨時株主総会において、取

締役（社外取締役除く。以下「対象取締役」という。）

に対し、当社の企業価値の持続的な成長に向けた健

全なインセンティブとして機能させるとともに、対

象取締役と株主との一層の価値共有を進めること

を目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のため

の金銭報酬又は金額が将来の株価に連動する金銭

報酬（以下「株式等関連報酬」という。）を支給す

ることを決議しております。 

 

該当項目に関する補足説明 

年度業績連動金銭報酬については、１年間の業績に応じて決定する方針としております。 

 

【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 

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示は行っておりません。 

 

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 

個々の取締役の報酬については、株主総会決議に基づく報酬総額の枠の範囲内で、取締役会の決議によ

り決定しております。 

 

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

社外取締役及び社外監査役へのサポート体制として、取締役会の資料を総務部より事前配布し、社外取

締役及び社外監査役が十分に検討する時間を確保するとともに、必要に応じて、社外取締役に対しては

管理担当取締役から、社外監査役に対しては常勤監査役から事前の説明を行っております。 
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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（うち社外取締役１名）で構成され、毎月１回の定時開催及び必要に応

じた臨時開催において、経営に関する重要事項等について審議・決定をしております。取締役会には監

査役も出席しており、取締役の職務執行の監査とともに、必要に応じて意見陳述などを行っております。 

 

（監査役会） 

当社の監査役会は、監査役３名（うち社外監査役３名）で構成され、毎月１回開催するほか、必要に応

じて開催し、監査に関する重要な事項について協議・決定を行っております。また、監査役会での意見

交換により、取締役の職務執行の監査を充実させ経営監視機能を高めるとともに、内部監査室及び会計

監査人との相互の意見交換等を通じて、さらなる監査の実効性の確保に努めております。 

 

（経営会議） 

当社の取締役会の監督機能を補完するため、原則として週１回の経営会議を開催しております。 

経営会議は、当社の取締役、各部長及び子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者をもって

構成され、当社及びその子会社の経営の基本的方針及び経営活動を強力に推進するとともに、重要事項

を協議・決定すること目的としております。 

 

（コンプライアンス・リスク管理委員会） 

当社グループのコンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置

しております。コンプライアンス・リスク管理委員会は原則毎月１回開催するほか、リスク及び重大な

コンプライアンス違反発生時など、必要に応じて臨時開催しており、委員長である当社の代表取締役社

長のほかグループ各社のコンプライアンス・リスク管理担当責任者を中心に構成されております。コン

プライアンス実現のための諸施策の検討、不祥事や重大なトラブルに関する対応策等を審議し、コンプ

ライアンスに関し、組織横断的な取組みを図っております。 

 

（責任限定契約の内容の概要） 

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く）及び監査役（常勤監査役を除く）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おります。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令に定める限度額としております。なお、当該責任限定

が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な

過失がないときに限られます。 
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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、社外取締役を 1名、社外監査役を 3名選任することで、外部の視点からの経営監督機能や監査

機能が有効に機能しているものと判断しております。また、会社法上の機関の補完的機能として、経営

会議を通じて経営課題の認識共有を行うとともに、コンプライアンス・リスク管理委員会を通じて、当

社グループのコンプライアンスに関する課題を検討することで、当社グループのさらなるコーポレー

ト・ガバナンスの強化に繋がるものと判断し、この体制を採用しております。 

 

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

の早期発送 

株主が議案について十分検討できるよう、早期発送に努めてまいります。 

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参加いただくために、開催日の設定に関しては集中日

を避けるように努めてまいります。 

電磁的方法による

議決権の行使 

今後検討すべき課題と認識しております。 

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 

機関投資家や外国人株式保有比率を踏まえ、実施を検討してまいります。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

今後検討すべき課題と認識しております。 

その他 － 

 

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 

ディスクロージャーポリシーを定め、当社ホームページに掲

載する予定であります。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後開催を検討してまいります。 あり 

アナリスト・機関投 今後検討すべき課題と認識しております。 あり 
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資家向けに定期的

説明会を実施 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後検討すべき課題と認識しております。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページにＩＲサイトを設け、決算情報、有価証券

報告書、四半期報告書、適時開示資料等を掲載してまいりま

す。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

経営企画部を担当部署としており、関係各部署と連携を取り

ながら、ＩＲ活動を実施してまいります。 
 

 

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

社内規程等により

ステークホルダー

の立場の尊重につ

いて規定 

ステークホルダーの立場の尊重については、「コンプライアンスマニュアル」に

明記する予定であります。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

兵庫県養父市は、「養父市市有林管理プロジェクト」として、間伐整備された森

林の持つＣＯ２吸収量をクレジット化して、森林の持つ吸収機能と私たちの社会

生活・活動でのＣＯ２排出の埋め合わせを、目に見える形で国内カーボン・オフ

セットの市場として流通できる、環境省が認証するＪ－ＶＥＲクレジットの販売

を行っております。当社の連結子会社である株式会社勝美住宅は、この養父市の

プロジェクトに賛同し契約を締結することにより、「ＣＯ2 排出量ゼロ」のモデ

ルハウスを運営し、地球温暖化や省エネ化など環境に配慮した企業活動に取り組

んでおります。 

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 

当社グループは、金融商品取引法の関係法令及び有価証券上場規程に定める適時

開示の規定にしたがい、株主をはじめとしたステークホルダーへの説明や経営の

健全性、透明性を高めることで企業価値の向上を目指し、公正かつ適時・適切に

開示を行っていく予定であります。 

 

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 

当社は、会社経営の透明性及び業務の適正化を確保するための組織体制が重要であると考えており、内

部統制システム構築に関する基本方針を定めております。その概要は以下のとおりであり、当該基本方

針に基づいた体制の整備及び運用を行っております。 
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a．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  

（a）取締役会は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、重要事項を決定するとともに、取締役の業

務の執行を監督する。 

（b）コンプライアンスを推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。 

（c）内部通報規程に基づき、社員等からの通報等を受け付ける窓口を当社グループ内部及び契約する

外部機関に設置し、コンプライアンス体制の強化・充実を図る。 

（d）社長直轄の内部監査室を設置し、内部監査規程に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況等

について、定期的に内部監査を実施する。 

（e）財務報告に関する内部統制を整備し、財務報告の適正性を確保するための体制の充実を図る。 

 

b．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  

（a）文書等の保存、管理等に関する基本的事項を文書保存管理規程に定め、法令により義務付けられ

ている重要な書類も含め各種書類の管理を行う。 

（b）株主総会議事録、取締役会議事録は適時適正に作成するとともに保管場所を定め取締役の職務の

執行の証跡とする。 

 

c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

（a）リスクの範囲を明確にし、リスク管理を徹底するため、リスク管理規程を制定する。 

（b）リスク管理を推進する体制として、コンプライアンス・リスク管理委員会を設置する。 

 

d．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  

（a）取締役会の決議に基づく職務執行については、社内規程に基づきその責任者及び権限等を定め、

効率的かつ円滑な職務の執行が行われる体制を構築する。 

（b）適切かつ迅速な意思決定を可能にするために情報システムを整備する。 

（c）グループ全体及び各執行部門の経営活動を推進する上での重要事項を協議決定するために、経営

会議を設置し、定期的に開催する。 

（d）原則として１か月に１回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項

に係る意思決定を適時かつ適切に行う。これにより、その担当職務の効率化を図る。 

 

e．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制  

（a）当社は、当社グループの業務の適正を確保するため、子会社管理規程を制定し、相互の利益と事

業発展を図る。 

（b）当社の代表取締役社長及び各部の部長、子会社の取締役、子会社の横断的な各部門統括責任者で

構成される経営会議での協議により、当社グループにおける業務の適正を確保する。 

（c）当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき監査対象には子会社を含む。 
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f．監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制  

（a）監査役の求めがある場合、代表取締役社長は監査役の職務を補助する使用人を選任する。 

（b）監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動・評価等については、取締役と監査役が意見交換

を行い決定する。 

 

g．当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制  

（a）当社グループの取締役及び使用人は、当社グループに対して著しい損害を及ぼす事実、経営及び

内部監査に関連する重要な事実、重大な法令・定款違反、その他取締役が重要と判断する事実が発生し

た場合には、速やかに監査役に報告する。また、前述に関わらず監査役は、必要に応じて当社グループ

の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。 

（b）監査役に報告を行った者に対し、それを理由として不利な取扱いを行わない。 

 

h．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  

（a）監査役が調査を必要とする場合には、内部監査室等に協力・補助を要請して、監査が効率的に行

われる体制を構築する。 

（b）監査役と代表取締役社長は、相互の意思疎通を図るために定期的な意見交換を実施する。 

（c）監査役は、監査の実効性を確保するため、必要に応じて公認会計士及び弁護士等の社外専門家を

活用することができる。 

（d）監査役がその職務執行について費用等の請求をしたときは、監査役の職務執行に必要でない場合

を除き、速やかにその費用を支払う。 

  

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 

a 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社グループでは、「反社会的勢力対応規則」を定め、反社会的勢力等との関係を一切遮断することと

いたしております。 

当社グループにおける反社会的勢力等への対応に関する基本方針の主な内容は次のとおりとなります。 

（a）反社会的勢力等からの不当要求等に対しては、社内規程等に明文の根拠を設け、経営陣以下、組

織全体として対応する。 

（b）反社会的勢力等からの不当要求等に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護

士等の外部の専門機関との緊密な連携関係の構築に努め、必要に応じて連携して対応する。 

（c）反社会的勢力等とは業務上の取引関係を含めて、一切の関係を遮断する。 

（d）反社会的勢力等からの不当要求を拒絶し、必要に応じて民事及び刑事の両面から法的対応を行う。 

（e）いかなる理由があっても事案を隠蔽するための反社会的勢力との裏取引は絶対に行わない。反社

会的勢力等への資金提供は絶対に行わない。  

  

b 反社会的勢力排除に向けた整備状況 
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当社グループでは、反社会的勢力による被害を防止することにより、健全な経営を阻害する要因を排除

すること、並びに反社会的勢力への資金提供を防止することにより社会的責任を果たすことを目的に、

「反社会的勢力対応規則」を整備し、対応部門、関係の遮断等について定めております。 

反社会的勢力の排除に関する最高責任者を当社の代表取締役社長とし、実際の業務における責任者を

「リスク管理規程」に基づくリスク管理担当責任者としております。反社会的勢力排除体制として、総

務部は反社会的勢力の排除に関する業務の対応を行うほか、反社会的勢力との関係を遮断するための取

組みを支援するとともに、社内体制の整備、研修活動の実施、対応マニュアルの整備、外部専門機関と

の連携等を行っております。また、取引先等との暴排条項の締結、不当要求防止責任者の選任並びに不

当要求への対応を定めた「反社会的勢力対応マニュアル」､取引先等が反社会的勢力でないことを確認

する方法を定めた「反社会的勢力チェックマニュアル」、及び役職員に不当要求があった際の対応方法

を定めた「反社会的勢力対応ハンドブック」を制定しております。 

また、警察署や関係機関により開催される反社会的勢力に関するセミナー等には、役員、関係部署の社

員を中心に積極的に参加し、意識の徹底とともに情報収集にも努めることに加え、総務部は役職員に対

し研修を実施しております。 

反社会的勢力による不当な要求がなされた場合、積極的に外部専門機関に相談するとともに、その対応

に当たっては、暴力追放運動推進センター等が示している不当要求対応要領等にしたがって対応いたし

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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【模式図(参考資料)】 

選任・解任 選任・解任

株主総会

会
計

監
査
人

監
査

役
会

顧
問

弁
護
士

各業務執行部門・子会社

選任・解任

取締役会

選定・解職

・監督

報告

代表取締役社長

監査

連携

監査

助言

連携

報告

連携
内部監査室経営会議

報告

相談

指示 報告 指示 報告 監査

コンプライアンス・
リスク管理委員会

助言・提言

・勧告
指示 指示 報告
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

 

（決算情報） 

 

取締役会 

④決算情報の

報告を受け、

開示資料の審

議・承認 

代表取締役 

適時開示責任

者 

⑤開示資料の

最終確認 

適時開示事務

担当者 

①開示資料案

（決算短信、四

半期決算短

信）作成 

会計監査人 

②開示資料案

のチェック 

適時開示責任

者 

⑥情報開示 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

③適時開示担

当者から代表

取締役、適時

開示責任者に

開示資料案の

説明 
 

 

 

（決定事実） 

 

取締役会 

⑤議案の審

議・承認 

⑥開示資料の

審議・承認 

適時開示事務

担当者 

③開示資料案

作成 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

④適時開示担

当者から代表

取締役、適時

開示責任者に

開示資料案の

説明 

適時開示責任

者 

①取締役会の

付議事項の取

り纏め 

②資料をもと 

に情報開示の 

必要性を検討 

適時開示責任

者 

⑧情報開示 

代表取締役 
適時開示責

任者 
⑦開示資料

の最終確認 

 

 

 

（発生事実） 

 

取締役会 

⑤発生事実の

報告 

⑥開示資料の

審議・承認 ※ 

代表取締役 

適時開示責任

者 

⑦開示資料の

最終確認 

適時開示事務

担当者 

③開示資料案

作成 

 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

④適時開示担

当者から代表

取締役、適時

開示責任者に

開示資料案の

説明 

適時開示担当

者 

①各部署から

発生した事実

に関する情報

の受領 

②情報収集、

情報開示の必

要性の検討 

 

適時開示責任

者 

⑧情報開示 

※緊急に開示すべき事実が発生した場合には、

代表取締役の承認を得て速やかに開示し、取締

役会には開示資料を回付 

 

 

以上 


