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 2019 年 9 月 20 日 

BASE 株式会社 

代表取締役 CEO 鶴岡裕太 

問合せ先： Corporate Division   03-6441-2075 

 

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、設立からの社歴が浅く、発展途上の会社です。そのような中、経営の効率化を図ると同時に、

経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することが重要な課題であると位置付け、

企業価値の持続的な増大を図るため、コーポレート・ガバナンスの体制強化、充実に努めております。 

 

【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】 

コーポレートガバナンス・コードの基本原則をすべて実施しております。 

 

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) 割合(％) 

鶴岡 裕太 3,740,400 19.9 

グローバル・ブレイン６号投資事業有限責任組合 1,923,200 10.2 

株式会社サイバーエージェント 1,804,000 9.6 

SBI Ventures Two 株式会社 1,661,200 8.8 

グローバル・ブレイン５号投資事業有限責任組合 1,592,000 8.5 

株式会社丸井グループ 1,261,200 6.7 

株式会社メルカリ 1,242,400 6.6 

Fin Tech ビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 1,240,000 6.6 

株式会社 partyfactory 1,050,000 5.6 

イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1,033,600 5.5 

 

支配株主（親会社を除く）名 ― 
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親会社名 ― 

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 マザーズ 

決算期 12 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 

― 

 

 

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 ８名以内 

定款上の取締役の任期 １年 

取締役会の議長 代表取締役 

取締役の人数 ６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数 １名 
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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 

家入 一真 他の会社の出身者       △     

志村 正之 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 

家入 一真 ― 

 

― 

 

Eコマースプラットフォーム

「BASE」のサービス構想段階

から当社代表取締役 CEO の

鶴岡が様々な助言を受けて

おり、また、会社経営やイン

ターネットサービスに対す

る見識を有していることか

ら、当社設立時より社外取締

役として選任しております。 

志村 正之 〇 ― 金融・決済業界への深い知見

と経験を有しており、当社経

営に有益な助言と独立した

立場からの監督を行うこと

を期待し、2019 年 8 月 28 日

付で社外取締役として選任



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

4 

しております。 

当社と志村正之氏との間に

利害関係はなく、一般株主と

の利益相反が生じる恐れは

ないと考えております。 

 

【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名以内 

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 

監査役及び会計監査人は、以下を連携して行い監査の質的向上を図っております。 

・面談実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有 

・監査役監査、会計監査及び内部監査の結果の説明及び報告 

また、監査役及び内部監査人は、以下を連携して行い監査の質的向上を図っております。 

・監査役監査計画及び内部監査計画の交換並びにその説明・報告 

・業務監査の随行等による有効かつ効率的な監査の実施 

・面談実施による監査環境等当社固有な問題点の情報の共有 

また、監査役、会計監査人及び内部監査人は、以下を連携して行い監査の質的向上を図っております。 

・監査役監査、会計監査及び内部監査の結果の説明及び報告 

・会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応についての報告、情報提供・共有 

 

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 ２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 

歌川 文夫 他の会社の出身者              

阿久津 操 他の会社の出身者              
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山口 揚平 公認会計士              

 ※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 

歌川 文夫 〇 ― 長年にわたる管理業務全般に

関する豊富な経験と幅広い見

識を有していることから、同

氏は適任であると判断し、招

聘するに至りました。 

当社と歌川文夫氏との間に利

害関係はなく、一般株主との

利益相反が生じる恐れはない

と考えております。 

阿久津 操 ― ― 長年にわたるビジネス並びに

経営に関する豊富な経験と幅

広い見識を有していたこと、

社外監査役の経験が既にあっ

たこと等から、同氏は監査役

として適任であると判断し、

招聘するに至りました。 

山口 揚平 〇 ― 公認会計士として企業会計に
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精通し、その専門家としての

豊富な経験、会計や監査に関

する高い見識等を有している

ことから、同氏は監査役とし

て適任であると判断し、招聘

するに至りました。 

当社と山口揚平氏との間に利

害関係はなく、一般株主との

利益相反が生じる恐れはない

と考えております。 

 

【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

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 

企業価値の向上を意識した経営の推進を図るとともに、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、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、従業員 

該当項目に関する補足説明 

上記付与対象者について、業績向上への意欲や士気を高め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 

報酬等の総額が１億円以上の者が存在しないため、報酬の個別開示は実施しておりません。 

取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額にて開示しております。 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 
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報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

当社役員の報酬額の決定は、役割、会社への貢献度に鑑み、取締役については取締役会の決議により、

監査役については監査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】 

Corporate Division において取締役会開催日時や決議事項の事前通知を行う等、必要に応じてサポー

トを行っております。 

 

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) 

１ 取締役会 

当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織

及び人事に関する意思決定機関及び取締役の業務執行の監督機関として全取締役６名（うち社外取締役

２名）で構成しており、月１回の定時取締役会の開催に加え、重要案件が生じたときに臨時取締役会を

都度開催しております。 

 

２ 監査役会・監査役 

当社の監査役会は、常勤監査役１名（社外監査役）と非常勤監査役２名（社外監査役）で構成してお

り、毎月１回の監査役会を開催、取締役の法令・定款遵守状況及び職務執行状況を監査し、業務監査及

び会計監査が有効に実施されるよう努めております。 

監査役は取締役会及びその他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員

への質問等の監査手続きを通して、経営に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者

及び会計監査人と連携して適正な監査の実施に努めております。 

 

３ 内部監査 

当社は、会社の規模が比較的小さいため独立した内部監査部門は設けておりませんが、代表取締役が

任命する内部監査担当者２名が、内部監査計画に従い、自己の属する部門を除く当社全部門及び子会社

に対して業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。なお、内部監査担当者

が属する部門の監査は、自己監査とならないよう外部の専門家を内部監査担当者として任命し、内部監

査業務を委託しており、当該委託先の内部監査担当者から代表取締役に対して監査結果の報告がなされ

ております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、内部監査担当者を通じて被監査部門に対して改

善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。 

また、内部監査担当者と監査役、会計監査人が監査を有効かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を

行っており、効率的な監査に努めております。 

 

４ 会計監査人 

当社は、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結し、定期的な監査のほか、会計上の課題につい
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て、随時協議を行う等、適正な会計処理に努めております。 

 

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、会社法に規定する機関として株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置しております。

当社事業に精通した取締役を中心とする取締役会が経営の基本方針や重要な業務の執行を自ら決定し、

強い法的権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率化と

健全性を確保し有効であると判断し、監査役会設置会社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 

法定期日よりも前倒しで発送することに努めております。 

集中日を回避した株

主総会の設定 

多くの株主が株主総会に出席できるように、開催日については、他社の集中日

を避けるよう留意いたします。 

電磁的方法による議

決権の行使 

これまでにおいては実施しておりませんが、今後検討を進めてまいります。 

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 

これまでにおいては実施しておりませんが、今後検討を進めてまいります。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

これまでにおいては実施しておりませんが、今後検討を進めてまいります。 

 

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 

ディスクロージャーポリシーを作成することを検討して

おります。 

 

個人投資家向けに定

期的説明会を開催 

個人投資家向けの定期的な説明会の開催を検討しており

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定期的に開催し、

代表取締役代表取締 CEO が業績や経営方針を説明するこ

とを検討しております。 

あり 
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海外投資家向けに定

期的説明会を開催 

今後の検討課題と考えております。 あり 

IR 資料をホームペー

ジ掲載 

当社のホームページ内にＩＲ専門サイトを開設し、当社の

情報を速やかに発信できる体制を構築し、株主や投資家の

皆様に対して積極的なディスクロージャーを実施してま

いります。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

Corporate Division を担当部署としております。 
 

 

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 

当社は、倫理規程の中で、「当社及び当社グループ会社の役職員等は、その不

正行為により、当社及び当社グループ会社の全てのステークホルダーの信頼が

著しく損なわれ、その回復に多大な困難が伴うことを認識するものとする。当

社及び当社グループ会社の役職員等は、すべての適用ある法令、慣習、条理、

倫理その他すべての社会規範とその精神を十分に理解し、これらを遵守すると

ともに社会的良識をもって行動しなければならない。」と定めております。 

環境保全活動、CSR 活

動等の実施 

今後、検討すべき事項として考えております。 

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 

当社は、ＩＲ活動の基本方針として「株主、投資家をはじめとする全てのステ

ークホルダーの皆様に対して、適時・適正に会社の情報を開示することは上場

企業としての責務であり、この責務を果たすことが健全な証券市場を担う一員

として必要不可欠であることを十分に認識し、常に株主や投資家の皆様の視点

に立ち、迅速・正確かつ公平な会社情報の開示を行うことができることが重要

である。」と考えております。 

 

 

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 

当社では、「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき内部統制システムの運用を行ってお

りますが、その概要は以下のとおりです。 

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） 取締役及び使用人の法令、定款、社会規範遵守の意識を高めるため、「倫理規程」及び「リ

スクマネジメント及びコンプライアンス規程」を制定し、適宜教育その他職務に応じた研修

等を行うことにより、高い倫理観の醸成に努める。 

（2） 取締役及び使用人は、企業の社会的責任を深く自覚し、日常の職務において、関係法令を遵
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守し、社会倫理に適合した行動を実践するよう努める。 

（3） 監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査規程」に則り、取締役の職務執行の適正性を

監査する。 

（4） 代表取締役CEOは、内部監査担当者を選任し、内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づ

き、業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥

当性等につき、定期的に内部監査を実施する。 

（5） 法令違反行為その他コンプライアンスに関する問題の早期発見と是正を目的として、社内通

報窓口及び監査役を情報受領者とする内部通報制度を整備し、問題の早期発見・未然防止を

図る。 

（6） 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力や団体とのいかなる関係も排

除する「反社会的勢力対策規程」を制定し、警察、顧問弁護士等外部の専門機関とも連携を

取りつつ、不当要求等に対しては毅然とした姿勢で対応する。 

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 

取締役は、法令及び「文書管理規程」に基づき、重要な意思決定及び報告に関して、文書又は

電磁的記録により適切に保存、管理する。監査役から要望があった場合には、速やかに閲覧可能

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 

「リスクマネジメント及びコンプライアンス規程」に基づき、各部署のリスクの防止及び会社

損失の最小化を目的とした「リスクマネジメント及びコンプライアンス委員会」を設置するとと

もに、定期的に開催し、その結果を必要に応じて取締役会、監査役会へ報告する。 

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 

取締役会に基づく職務の執行を効率的に行うため、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務

分掌規程」及び「職務権限規程」に基づき、取締役と各部署の職務及び責任の明確化を図る。ま

た、「取締役会規程」に基づき定時取締役を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会

を開催し、事業上の重要な意思決定及び業務執行の監督・確認を行う。 

5. 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

「関係会社管理規程」に基づき、子会社の管理は Corporate Division が担当するものとし、

当社への事業の状況に関する定期的な報告及び重要事項については適切な承認を得るものとす

る。また、当社の内部監査担当者による当社グループへの内部監査を実施し、当社グループの業

務全般にわたる内部統制の有効性を確保するよう努める。 

6. 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 

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、取締役会は監査役と協議の上、

監査役を補助すべき使用人を置くものとする。 

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び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 

監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、使用人の決定、変更にあたっては、監査役と協
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議するものとする。また、監査役の職務を補助すべき使用人は、当該業務について監査役の指示

に従うものとする。 

8. 監査役への報告に関する体制 

監査役は、取締役会、その他重要と認められる会議に出席し、取締役等からその職務執行状況

を聴収し、関係資料を閲覧することができる。 

取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並

びに定款違反行為を認知した場合には、速やかに監査役に報告する。また、重要な意思決定、重

要な会計方針、会計基準、内部監査の実施状況、重要な月次報告、その他必要な重要事項を、法

令及び社内規程に基づき監査役に報告するものとする。 

9. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

「内部通報規程」を準用し、報告者に対する解雇その他一切の不利益な取扱いを禁止する。 

10. 監査役の職務の執行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

監査役が職務の執行について費用の請求をした時は、その費用等が当該監査役の職務の執行に

必要ないと証明できる場合を除き、これに応じるものとする。 

11. 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 

監査役は、監査に必要な事項について取締役に対して報告を求めることができるものとし、必要

に応じて取締役に対して是正を要求することができるものとする。また、各部署責任者へのヒア

リングを通じ、必要な情報を収集するとともに、代表取締役 CEO 及び会計監査人との定期的な情

報・意見交換を行う。 

 

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 

当社グループは、コンプライアンス遵守を実践するために、「リスクマネジメント及びコンプライア

ンス規程」を定めており、その中では「役職員は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力

に対して、一切の関係を持たないとともに、不当な要求にも、妥協せず毅然とした態度で対処する」と

定めております。 

 これらを受けて、役職員に対して反社会的勢力との取引を行わないように、入社時の研修で周知徹底

を図っております。なお、当社グループの役職員は、現在までに反社会的勢力との関係は一切ございま

せん。 

当社では、Corporate Division Manager を不当要求防止責任者に選任し、以下に記載する方法によ

り、継続的に反社会的勢力の排除に関する取組みを行っております。 

 当社グループにおける反社会的勢力の排除・防止体制としましては、「反社会的勢力対策規程」及び

「反社会的勢力排除対応マニュアル」を制定し、Corporate Division を所管部署として、反社チェッ

クの運用を行っております。 

具体的には、株主については出資受入前、役職員については、選任あるいは採用前、新規取引先につ

いては取引開始前に、新聞記事検索サービスの「日経テレコン」等を用いて情報収集を行い、反社会的
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勢力への該当有無をチェックしております。なお、継続取引先については、取引開始後も定期的に調査

を行っております。 

また、取引先との間で締結する「基本契約書」では、取引先が反社会的勢力であることが判明した場

合には、契約を解除できる旨の暴力団排除条項を盛り込んでおります。 

なお、「BASE」に出店するショップ及び「PAY.JP」の加盟店に対しては、当社グループの業務委託先

となる決済代行会社が、登録時及び登録後定期的に反社チェックを行っております。当該反社チェック

にて問題が確認された場合には、決済代行会社から当社宛に通知がされることになっており、当該通知

をもってショップ登録及び加盟店登録の可否を判断しております。 

万一問題が発生した場合には、必要に応じて弁護士や警察等の専門家に相談するとともに、取締役会

を機動的に開催し、適切な処置をとることとしております。 

 

 

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 

― 
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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 

【コーポレートガバナンス模式図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

 

以上 


