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 2019年５月 16日 

Sansan株式会社 

代表取締役社長 寺田 親弘 

問合せ先： 経営管理部 03-6419-3131 

 

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「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとし、出会いの証である名刺を軸として、

出会いの持つ可能性を再発見し、ビジネスそして出会いそのもののあり方にイノベーションを起こすサ

ービスを提供することにより、持続的な企業価値の最大化と社会への貢献を実現し、全てのステークホ

ルダーから継続的な信頼を得ることが重要であると認識しております。 

当該認識のもと、当社では監査等委員会の設置により経営の意思決定と業務執行の監理監督において透

明性を確保するとともに、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内

部統制システムを構築し運用の徹底を図り、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めております。 

 

【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】 

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施してまいります。 

 

 

 

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) 割合(％) 

寺田親弘 10,920,000 37.10 

DCM Ventures China Fund(DCM VII), L.P. 2,030,000 6.90 

株式会社 INCJ 1,740,000 5.91 

株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託口 契約番号 12100440） 1,710,000 5.81 

Sansan従業員持株会 1,470,000 4.99 

ジー・エス・グロース・インベストメント合同会社 1,300,000 4.42 

A-Fund, L.P. 1,280,000 4.35 

富岡圭 1,050,000 3.57 
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ニッセイ・キャピタル 5号投資事業有限責任組合 900,000 3.06 

EEIグリーンテック投資事業有限責任組合 690,000 2.34 

 

支配株主名 － 

親会社の有無 なし 

 

補足説明 

－ 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 マザーズ 

決算期 ５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 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 

－ 

 

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 

該当なし 

 

 

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 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 １３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 ９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 
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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 

横澤靖子 弁護士            

石川善樹 学者            

本多央輔 他の会社の出身者       ◯     

赤浦徹 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 
監査等

委員 

独立 

役員 
適合項目に関する補足説明 選任の理由 

横澤靖子 ◯ 〇 TMI総合法律事務所  

カウンセル 

弁護士としての企業法

務やコンプライアンス

等に関する専門的な知

識を有しており、法律的

側面からの意見具申等

を期待して社外取締役

に選任しております。 

また当社との間に特別

な利害関係等が無く、一

般株主との利益相反が
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生ずるおそれがないこ

とから、独立役員として

指定しております。 

石川善樹 ◯  － 医学博士並びにデータ

サイエンティストとし

て、データ分析・活用領

域における専門的かつ

豊富な知識を有してお

り、また自身も創業並び

に経営に携わる事業会

社での職務経験を通じ

て培われた経営者観点

での助言・提言を期待し

て社外取締役に選任し

ております。 

 

本多央輔 ◯  DCMベンチャーズ 

ゼネラルパートナー 

DCMベンチャーズのゼ

ネラルパートナーとし

て、ベンチャーキャピタ

ル事業における多彩な

職務経験と他の会社に

おける役員としての豊

富な経験及びそれらを

通じて培われた幅広い

見識を有しており、経営

全般についての助言・提

言を期待して社外取締

役に選任しております。 

赤浦徹 ◯  インキュベイトファンド 

ゼネラルパートナー 

インキュベイトファン

ドのゼネラルパートナ

ーとして、ベンチャーキ

ャピタル事業における

長期の職務経験と他の

会社における役員とし

ての豊富な経験及びそ

れらを通じて培われた
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幅広い見識を有してお

り、経営全般についての

助言・提言を期待して社

外取締役に選任してお

ります。 

 

【監査等委員会】  

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) 

監査等委員会 ４ ０ ０ ４ 社外取締役 

 

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 
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 

監査等委員会の職務を補助すべき使用人が専任された場合、当該使用人が監査等委員会の職務を補助す

るに際しては監査等委員でない取締役の指揮命令系統には属さず、独立して監査等委員会の職務の補助

にあたることができるものとします。この使用人の人事評価、人事異動等については、監査等委員会と

協議のうえ決定することとしています。 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査等委員会は内部監査室と定期的に内部監査実施状況等について情報交換を行っています。さらに、

監査等委員と内部監査室は、会計監査人が都度開催する監査講評に同席することによって情報の共有を

図るとともに、監査上の問題点の有無や今後の課題について随時意見交換等を行うことで、健全な経営

及び継続的な発展に不可欠な内部統制の構築並びに運用状況、及びその有効性の検証、評価を三様監査

相互の連携及び相互補完をもって推進しております。 

 

【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 

 

【独立役員関係】 

独立役員の人数 １名 

その他独立役員に関する事項 

当社では、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、当社との取引関係が

一切なく、法律専門家の観点からガバナンスに寄与する横澤氏を独立役員に指定しております。 
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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の

実施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社は業績向上に対する意欲や士気を一層高めることを目的として導入したストックオプション制度

に加え、当社グループの現在及び将来の役職員に対する中長期的な企業価値向上へのインセンティブ付

与を目的として「新株予約権信託」を導入しております。「新株予約権信託」は、当社グループの役員

及び従業員に対して、将来の功績に応じて、税理士である串田隆徳に付与した新株予約権を分配すると

いうものであり、既存の新株予約権を用いたインセンティブ・プランと異なり、当社グループの役員及

び従業員に対して、将来の功績評価を基に将来時点でインセンティブの分配の多寡を決定することを可

能とし、より一層個人の努力に報いることができるようにするとともに、将来採用された当社グループ

の役員及び従業員に対しても、関与時期によって過度に差が生じることなく同様の基準に従って新株予

約権の分配を可能とするものであります。 

 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役,社外取締役,従業員,親会社の取締役,子

会社の取締役,子会社の従業員,その他 

該当項目に関する補足説明 

－ 

 

【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、報酬の個別開示は行っておりません。なお、有

価証券報告書におきまして、役員区分ごとの総額を開示しております。 

 

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 

取締役（監査等委員である者を除く）の報酬等については、株主総会で決議された年額報酬総額（３億

円）の範囲内において支給するものとし、各取締役の支給額については、取締役の授権を受けた代表取

締役が各人の所管する部門の業績等を総合的に勘案のうえ決定しております。また、監査等委員である

取締役の報酬については、株主総会で決議された年額報酬総額（５千万円）の範囲内において、監査等

委員会の協議により決定しております。 
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【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】 

取締役会の開催に際しての事前資料配布や説明など監査等委員である社外取締役に対する情報伝達に

ついては、経営管理部が担当しております。 

 

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) 

当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は以下のとおりであります。 

（取締役会）  当社の取締役会は、監査等委員である取締役４名を含む取締役９名で構成されており、監査等委員で
ある取締役は全員が社外取締役であります。社外取締役には、他の会社の役員経験を有する者や企業法

務及びコンプライアンスに精通する法律専門家等を招聘し、各自の豊富な実務経験に基づく企業経営に

関する知見を活用するとともに、より広い視野に基づいた経営意思決定と社外からの経営監視を可能と

する体制作りを推進しております。 

  取締役会は、効率的かつ迅速な意思決定を行えるよう、定時取締役会を原則毎月１回開催するほか必

要に応じて臨時取締役会を開催しております。 

取締役会は、定款及び法令に則り、取締役の業務監督機関及び経営上の重要事項の意思決定機関とし

て機能しております。 

（監査等委員会）  当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役４名によって構成され、その全員が社外取締役であ
ります。監査等委員である取締役には弁護士や企業経営について独立した観点を有する者も含まれてお

り、各々の職業倫理の観点で経営監視が行われる体制を整備しております。  監査等委員である取締役は、取締役会その他において、取締役の職務執行について適宜意見を述べて
おります。 

監査等委員会は、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の職務の執行を含む日常的活

動の監査・監督を行うため、監査計画に基づき監査を実施し、監査等委員会を毎月 1回開催するほか、

内部監査室及び会計監査人との会合も設け、監査に必要な情報の共有化を図っております。 

 

内部監査及び監査等委員監査、会計監査の状況 

（内部監査） 

当社の内部監査は、内部監査室所属の１名及び内部監査室長が指名する内部監査人４名が担当してお

ります。内部監査は、当社の経営目標の達成と安定的な事業運営に寄与するために、当社にて整備・運

用されている内部統制の有効性を検証・評価し、改善が必要な事項について指摘し且つ改善に向けた助

言を行うことを目的としております。内部監査室は、事業年度毎に内部監査計画を作成し、代表取締役

社長による承認を得た上で内部監査を実施し、監査結果を代表取締役及び被監査部門に報告するととも

に、被監査部門に対して改善等のための指摘及び改善状況の確認を行います。内部監査は内部監査室に

所属する１名、及び内部監査室から指名を受けた他の者が行っております。 
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  内部監査室は、監査等委員会と連携し、監査に必要な情報の共有化を図っております。 

（監査等委員会監査） 

当社の監査等委員会は、社外取締役４名により構成されております。監査等委員会は内部統制システ

ムを利用した監査を実施すべく、毎期策定される監査等委員会監査計画に基づき、当社において内部統

制システムが適切に構築及び運用されているかを確認し、内部監査室による網羅的な監査実施状況につ

いて定期的に報告を受ける体制を整えるとともに、原則として月１回開催される監査連絡会において情

報を共有しております。また会計監査人とも定期的に会合を開催し、情報共有及び意見交換を行ってお

ります。 

各監査等委員は取締役会等への出席を通じ、業務執行状況について報告を受け、またそれらに対し意

見を述べることにより、その適法性及び妥当性について監査監督を行い、適正な業務執行の確保を図っ

ております。 

なお、監査等委員である社外取締役 横澤靖子は弁護士の資格を有しており、その専門的立場から、

当社の法務等に関する提言及び助言を行っております。 

（会計監査の状況） 

当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結しております。同監査法人または同監査法人の業

務執行社員と当社との間に特別な利害関係はありません。業務を執行する公認会計士の氏名及び会計監

査業務にかかる補助者の構成は以下の通りであります。 

・業務を執行する公認会計士の氏名 

     指定有限責任社員・業務執行社員  金塚 厚樹 

     指定有限責任社員・業務執行社員  坂井 知倫 

・監査業務における補助者の構成 

     公認会計士 ４名 

     その他     １名 

 

 

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、取締役会の監理・監督機能の一層の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という

観点から、自ら業務執行をしない社外取締役の機能を活用するため、平成２７年８月１８日に監査役会

設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。監査権限と取締役会における議決権を有する

監査等委員が、適法性・妥当性の両面から適切に取締役の業務執行の監督を行うなど、監査等委員会設

置会社への移行により、経営の公正性・透明性及び効率性が高まるものと考えております。 
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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 

 補足説明 

株主総会招集通知の早期発送 招集通知の早期発送に取り組む予定です。 

集中日を回避した株主総会の設定 当社の株主総会を開催する８月には、過度な集中日はないと考

えておりますが、より多くの株主にご参加いただけるよう、集

中日を避けた開催日となるよう留意いたします。 

電磁的方法による議決権の行使 今後検討すべき事項として考えております。 

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 

今後検討すべき事項として考えております。 

招集通知(要約)の英文での提供 今後検討すべき事項として考えております。 

 

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 

現在のところ作成・公表はしておりません

が、株主・投資家の皆様に透明性・公平性・

継続性を基本にした情報提供に努めてお

り、今後当社ホームページへの掲載を予定

しております。 

 

個人投資家向けに定期的説明会を

開催 

個人投資家向けの説明会を開催し、業績や

経営方針等を説明することを検討しており

ます 

あり 

アナリスト・機関投資家向けに定期

的説明会を実施 

アナリスト・機関投資家向けの説明会を開

催し、業績や経営方針等を説明することを

検討しております。 

あり 

海外投資家向けに定期的説明会を

開催 

定期的に欧州、米州、アジア等の海外機関

投資家を訪問することを検討しておりま

す。 

あり 

IR資料をホームページ掲載 当社ホームページのＩＲサイトに決算短

信、適時開示資料、有価証券報告書、四半

期報告書等を掲載する予定です。 

 

IRに関する部署(担当者)の設置 経営管理部にて IRを担当しております。  
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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 

当社は、ステークホルダーに対し、有用な情報を正確かつ迅速

に公表することが重要であると認識しており、ホームページ等

を通じて情報提供を行っております。 

環境保全活動、CSR活動等の実施 「いつか会社が成長してからではなく、”いま”から始めよう」

をコンセプトに、本業を通じて社会全体の課題に取り組むプロ

ジェクト「NOW」を立ち上げ、『Sansan』でデータ化した名刺

枚数に応じて植樹が必要な土地に木を植える「Scan for Trees」

を実施しております。 

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 

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーに

対する積極的な情報開示を行なっていく予定です。 

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 

当社は、取締役会において定めた「内部統制システムに関する基本方針」に基づき内部統制システムを

構築するとともに運用の徹底を図ることで、コーポレート・ガバナンスの維持・強化に努めております。 

 

イ）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（法令定款遵

守体制） 

・取締役及び従業者は、当社の経営理念並びに行動準則である「Sansanのカタチ」に則り、法令及び

定款を始めとする社内規程を遵守することはもとより、高い倫理観に基づく適正な企業活動を行う。 

・代表取締役社長直轄の独立組織である内部監査室による内部監査を実施し、法令や定款、社内規程等

に基づく業務執行が行われているかを確認するとともに、発見された課題については、随時改善を図る。 

ロ）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（情報保存管理体制） 

・取締役の職務執行に関する文書、帳票類、電磁的記録等の各種情報を「文書管理規程」に基づき、機

密度に応じて分類の上、保存・管理する。 

・取締役は、当該文書及び記録を常時閲覧することができる。 

ハ）損失の危険の管理に関する規程その他の体制（損失危機管理体制） 

・当社の事業活動に潜在する各種リスクについては、社内規程及び対応体制の整備を通じ、適切に管理

する。 

・個人情報の適切な取扱いを最重要視し、個人情報保護管理者を設けると共に、「個人情報保護基本規

程」を中心とした各種社内規程を定め、個人情報管理に伴うリスクの極小化を図る。 

・情報システムにおけるセキュリティ及びリスク管理に関する責任と権限を有する最高情報責任者を選

任し、「情報システム管理規程」を定め、情報セキュリティリスクの低減に努める。 
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・当社に重大な損失の発生が予測される各種リスクが顕在化した場合、取締役は速やかに監査等委員会

に報告を行う。 

ニ）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（効率性確保体制） 

・取締役で構成する定時取締役会を毎月１回、臨時取締役会を必要に応じて適宜開催し、法令、定款及

び取締役会規程に則り、重要事項について審議・決定を行い、また業務執行取締役からの報告を受け、

業務執行状況についての監督を行う。 

・「取締役会規程」をはじめとした社内規程を整備し権限及び責任を明確化することにより、適切かつ

効率的な意思決定体制を構築する。 

ホ）当該株式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（企業集団内部統制） 

・当社の経営理念並びに行動準則である「Sansanのカタチ」について子会社とも共有し、当社グルー

プ全体における業務運営の倫理上及び業務上の指針とする。 

・内部監査室は、当社及び子会社の業務運営が法令、定款、社内規程等を遵守しているかを確認するた

め、定期的に監査を実施する。 

ヘ）財務報告に係る内部統制体制（財務報告の適正性を確保するための体制） 

・当社及び子会社の財務報告の適正性を確保するため、金融商品取引法その他当社及び子会社に適用さ

れる国内外の法令等に基づき、「財務報告に係る内部統制基本方針」をはじめとする社内規程を整備し、

適切に運用する。 

・財務報告に関するモニタリング体制を整備・運用し、それらを通じて内部統制上の問題（不備）が把

握された場合には、適時・適切に報告される体制を整備する。 

・IT（情報インフラ）について、財務報告に係る内部統制に関し有効かつ効率的に利用するとともに、

それらの全般統制及び業務処理統制について適切に対応する。 

ト）監査等委員会の職務を補助すべき事務局に関する事項、当該事務局員の独立性に関する事項及び当

該事務局員に対する指示の実効性の確保に関する事項(監査等委員会事務局及び事務局員の設置)（監査

等委員会事務局員の独立性）（監査等委員会事務局員への指示実効性確保） 

・監査等委員会に直属する事務局を設置し、監査等委員の職務補助に専従する事務局員を置く。 

・当該事務局員に対する指揮命令権限は監査等委員会に専属させ、その選任・異動・人事考課・処分等

の人事に関する事項については、監査等委員会に事前通知の上、同意を得る。 

チ）取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する

体制(監査等委員会への報告体制) 

・取締役及び従業者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社に重大な影響を及ぼす事項や

内部監査の実施状況を速やかに報告するとともに、監査等委員会からの要請に応じて、必要な報告及び

情報提供を行う。 

・「内部通報制度規程」を制定し、その定めに基づく運用より、適切な報告体制を確保するとともに、

当該制度を利用して報告を行った取締役及び従業員に対し、当該報告を理由とした不利な取り扱いを行

わない。 
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リ）その他監査等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(監査等委員会監査の実

効性確保のための体制) 

・代表取締役社長は、監査等委員会及び会計監査人と定期的に意見交換の場を持ち、意思の疎通を図る。 

・監査等委員会は、会計監査人と定期的に意見交換を行う他、内部監査室とも連携し、随時情報交換を

行う。 

・監査等委員会がその職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めた時は、これに応じる。 

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 

ａ．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を制定するとともに、社内外への掲示と各社内規程の整備・

運用を通じた遵守体制の確保維持により、公明正大かつ責任ある企業活動に努めております。 

ｂ．反社会的勢力排除に向けた整備状況 

（ａ）社内規程の整備状況 

当社は、全役職員が「反社会的勢力に対する基本方針」をはじめとした社内規程を遵守し、反社会的勢

力の排除に取り組む体制を整えております。 

また「販売管理の反社会的勢力の調査に関する細則_」および「購買外注業務の取引に関する細則」を

業務規程として制定し、反社会的勢力との取引を発生させない体制を整えております。 

（ｂ）対応統括部署および不当要求防止責任者 

当社は、反社会的勢力への対応体制として以下の体制を構築しております。 

・統括責任者：経営管理部管掌役員 

・統括部門：経営管理部法務部門 

・対応部門：取引先に対する対応部門 

（ｃ）反社会的勢力排除の対応方法 

ⅰ．新規取引先・株主・役職員について 

原則として、民間の調査ツールを用い、反社会的勢力との関係の有無を調査しております。 

取引の開始時には、各種契約書等において、「反社会的勢力との関係がないこと」の保証や「関係を持

った場合」の契約解除条項を明記することとしています。 

ⅱ．既取引先等について 

既存の全取引先について、民間の調査ツールを用い、反社会的勢力との関係の有無を調査しております。

また、通常必要と思われる注意を払うとともに、一定の範囲を対象として、調査・確認を実施しており

ます。 

ⅲ．既取引先等が反社会的勢力であると判明した場合や疑いが生じた場合 

速やかに取引関係等を解消する体制をとっております。 

（ｄ）外部の専門機関との連携状況 

外部講習会やセミナー等を通じて、反社会的勢力との関係排除の重要性について研鑽を重ねておりま

す。また、所轄警察担当係及び加盟暴力追放運動推進センター・顧問弁護士と連携体制を構築しており

ます。 
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（ｅ）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 

当社は、対応統括部門に反社会的勢力に関する情報を集約し、情報の収集・管理を一元化しております。 

（ｆ）研修活動の実施状況 

当社は、新入社員の入社時に提出する誓約書にて、反社会的勢力に該当しないことの誓約を行っており、

誓約にあたって反社会的勢力排除の重要性を説明しております。 

 

 

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 

当社のコーポレート・ガバナンス体制および適時開示体制に関するフローの模式図を参考資料として添

付しております。 

 

 

【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

取締役会 代表取締役 開示責任者 各部門・子会社

※社内体制及び運用状況は、随時監査等委員

    及びその事務局がチェックする

東京証券取引所

関東財務局

顧問弁護士

監査法人

重要事実の

発生

財務・業績

の報告①報告

開示責任者

情報

管理責任者

開示担当者

③資料作成

報告内容確認

開示要否検討

取締役会への上程判断

④報告

⑤協議・決定

審議

⑥承認

⑧開示資料登録

（開示予定時刻の指定）

開示資料の登録

（TDnet等）
⑦開示の指示

⑨情報開示

⑩TDnet開示済み情報

を自動反映

⑪自社Webへ掲載

（完全自動更新）

連携

②回答・確認

開示の決定

 

 

 

以上 


