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 2020 年２月３日 

株式会社ビザスク 

代表取締役社長 CEO 端羽 英子 

問合せ先： コーポレートグループ 050-3733-8513 

 

 

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、経営の効率化を図ると同時に、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めて行くこと

が長期的に企業価値を向上させて行くと考えており、それによって、株主をはじめとした多くのステー

クホルダーへの利益還元ができると考えております。 

また、当社は、経営の健全性、透明性及びコンプライアンスを高めるために、コーポレート・ガバナン

スの充実を図りながら、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

課題であると位置づけ、当社の所有者たる株主の視点を踏まえた効率的な経営を行っております。 

 

【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％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(％) 

端羽 英子 4,559,600 59.33 

A-Fund II, L.P.  1,025,000 13.34 

DAC ベンチャーユナイテッド・ファンド１号投

資事業有限責任組合 

855,000 11.13 

CA Startups Internet Fund１号投資事業有限責

任組合 

375,000 4.88 

DBJ キャピタル投資事業有限責任組合 217,500 2.83 

みずほ成長支援投資事業有限責任組合 217,500 2.83 

CA Startups Internet Fund２号投資事業有限責

任組合 

180,000 2.34 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

2 

青柳 直樹 69,600 0.91 

A-Fund Ⅱ Affiliates Fund, L.P.  65,000 0.85 

花村 創史 60,000 0.78 

 

支配株主名 端羽 英子 

 

親会社名 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 ２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 

当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引と同様の適切な条件とすることを基本方針とし、

その金額の多寡にかかわらず取引内容の及び取引条件の妥当性について取締役会において審議のうえ、

意思決定を行うこととしております。 

 

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 

― 

 

 

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 ７名 

定款上の取締役の任期 １年 
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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 

堅田 航平 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 

堅田 航平 ○ ― 経営・財務に関する豊富な

経験を有していることか

ら、その知見・経験を活か

して当社の経営に関する

助言を頂けることを期待

し、社外取締役に選任して

おります。 

また、当社との間には特別

な利害関係はなく、一般株
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主との利益相反が生ずる

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。 

 

【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 ３名 

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、内部監査担当者及び会計監査人は、定期的な情報交換を行い、相互の連携を深め監査の実効性

と効率性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 

久保 雅子 弁護士資格(未登録)              

青山 正明 他の会社の出身者              

上埜 喜章 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 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

5 

 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 

久保 雅子 ○ ― 弁護士資格(未登録)者と

して、企業法務やコンプラ

イアンスに精通している

ことから、法律的側面にお

ける豊富な経験と幅広い

見識を有しており、その経

験・知見を活かして実効性

の高い監査が期待できる

ことから社外監査役に選

任しております。 

また、当社との間に特別な

利害関係はなく、一般株主

との利益相反が生ずるお

それがないことから独立

役員として指定しており

ます。 

青山 正明 ○ ― コンサルティング会社、金

融機関における豊富な経

験と幅広い見識を有して

おり、その経験・知見を活

かして適切な監査が期待

できることから社外監査

役に選任しております。 

また、当社との間に特別な

利害関係はなく、一般株主
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との利益相反が生ずるお

それがないことから独立

役員として指定しており

ます。 

上埜 喜章 ○ ― 会計分野における豊富な

経験と幅広い見識を有す

ることから、その経験・知

見を活かして実効性の高

い監査が期待できること

から社外監査役に選任し

ております。 

また、当社との間に特別な

利害関係はなく、一般株主

との利益相反が生ずるお

それがないことから独立

役員として指定しており

ます。 

 

【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者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 

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 

業績向上に対する意欲や士気を高め、長期的な企業価値の向上を目的として、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、社外取締役、社外監査役、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、当社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しており

ます。 
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【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。取締役及

び監査役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額で開示しております。 

 

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 

当社の役員の報酬等の額は、株主総会で定められた報酬限度内において、各役員の職務の内容、職位及

び実績・成果等を勘案して、取締役については取締役会決議により、監査役については監査役会の協議

により報酬額を決定しております。 

 

【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に対する専従従業員の配属は行っておりませんが、コーポレートグループに

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・役員体制 

取締役５名（うち社外取締役１名）で構成しております。取締役会は、原則月１回の定時取締役会を開

催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としておりま

す。取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、「取締役会規程」に基づき重要事項を決議し、

取締役の職務執行状況を監督しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の

業務執行の状況を監視できる体制としております。 

 

２．監査役会 

当社は監査役会を設置しております。当社の監査役会は、常勤監査役１名と非常勤監査役２名（うち社

外監査役３名）で構成しており、毎月１回の監査役会を開催するとともに、取締役の法令・定款遵守状

況及び職務執行の状況を監査し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるように努めております。 

また、監査役は会計監査人及び内部監査責任者と緊密に連携するとともに、定期的な情報交換を行い、

相互の連携を深め、監査の実効性と効率性の向上に努めております。 

 

３．経営会議 

経営会議は、社内取締役、常勤監査役及び執行役員で構成され、原則として月１回開催しております。

経営全般に関する議論、経営上の重要事項等の審議を行い、経営活動の効率化を図っております。 
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４．リスク・コンプライアンス委員会 

リスク・コンプライアンス委員会は、コンプライアンス部門責任者、常勤監査役及びその他リスク・コ

ンプライアンス委員長が選任した者で構成しており、原則四半期に１回の定時リスク・コンプライアン

ス委員会を開催するほか、必要に応じて臨時機動的に開催し、「コンプライアンス規程」及び「リスク

管理規程」の規定に基づき、法令遵守の状況や社内の啓蒙活動などコンプライアンス体制の充実に向け

た意見の交換、事業を取り巻く様々なリスクの状況や各部門の当該リスクへの対応状況の確認等を行っ

ております。 

 

５．執行役員制度 

当社は、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役会に

よって選任され、取締役会の決議によって定められた分担に従い、業務執行を行います。執行役員は、

４名で、任期は１年となっております。 

 

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 

当社は持続的な成長と中長期的な企業価値向上のために、コーポレートガバナンスの強化が重要である

と考えており、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性監査の二重のチェック機能

を持つ監査役会設置会社の体制を選択しております。 

具体的には、取締役会を構成する取締役５名のうち１名は社外取締役であり、監査役会は、監査役３名

の全員が社外監査役であり、うち１名は常勤監査役であります。従いまして、取締役及び監査役の総数

８名のうち、半数を占める４名が社外役員に該当します。 

また、経営の機動的な意思決定のために、執行役員制度を採用しており、取締役と執行役員のいずれも

任期を１年としております。 

 

 

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 

株主の方々が十分な議案の検討事項を確保できるよう、招集通知の発送早期化に

努めております。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

決算期末が２月となっていることから、毎年５月に定時総会を実施する等、株主

の方々が十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設

定しております。 

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

今後、検討すべき事項として考えております。 
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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 

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 

当社HP内の IR専用ページにて公表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 

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開

催することを予定しております。 

あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開

催することを予定しております。また、機関投資家への訪問

の実施も同じく検討しております。 

あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

四半期決算及び年度決算終了後の決算説明会を定期的に開

催することを予定しております。 

あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社 HP内に IR専用ページを開設し、IR活動や IR資料な

どの当社の情報を掲載する予定です。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

コーポレートグループを IR活動担当部署とする予定です。 
 

 

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、株主・投資家・顧客をはじめとする様々なステークホルダーからの信頼

を得ることが重要と考え、「適時開示規程」や「フェア・ディスクロージャー・

ルール対応マニュアル」に基づき、ステークホルダーに対して適時適切かつ公平

な情報提供を行ってまいります。 

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 株主、投資家をはじめとするステークホルダーに対して、積極的な情報開示を行
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に対する情報提供

に係る方針等の策

定 

う方針であります。 

 

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、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において内部統制システムの基本方針に

ついて、以下の事項を決議しております。 

１．当社の取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制 

(a) 取締役会を原則として毎月 1 回開催することに加え、必要があるときは臨時取締役会を開催し、取

締役の職務執行状況を監督する。 

(b) 取締役及び使用人は取締役会規程、業務分掌規程等の社内規程に従い業務を執行する。 

(c) 取締役及び使用人は法令または定款に関する違反が発生し、または、そのおそれがある場合は遅滞

なく監査役に報告する。 

 

２．当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存・管理に関する事項 

(a) 取締役の職務執行に係る情報の保存・管理については、取締役会議事録、その他の重要な文書及び

情報は書面または電磁的記録媒体等へ記録し、文書管理規程の定めに従い、適正に保存及び管理する。 

(b) 取締役及び監査役は前項の文書等を必要に応じて閲覧できるものとする。 

 

３．当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(a) 各部門の責任者は業務分掌規程に定められた範囲に付随するリスクを管理し、組織横断的リスク、

全社的リスクについてはコーポレートグループが中心となり、代表取締役社長が統括する。 

(b) 不測の事態が発生した場合は代表取締役社長を対策責任者として、取締役、監査役及び代表取締役

社長が指名した使用人により構成された対策会議において対応を行い、損害の拡大を防止する。 

(c) 前項の対策会議は必要に応じて顧問弁護士等の外部専門家の協力を仰ぐものとする。 

 

４．当社の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) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、原則として毎月１回の定時取締役会

を開催する。また、必要に応じては臨時取締役会を開催し、迅速な意思決定を確保する。 

(b) 取締役は取締役会規程の定めに従い、取締役会において、職務の状況を報告する。 

(c) 取締役の効率的な職務執行のため、業務分掌規程を定め、組織の業務分掌を明確にする。 

 

５．当社の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

事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびに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 
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(a) 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は、補助を行う使用人を配置する。 

(b) 監査役の職務を補助すべき使用人についての人事異動に係る事項及び人事評価の決定については、

監査役に事前の同意を得る。 

(c) 監査役の職務を補助すべき使用人は監査役の指揮命令下で補助業務を遂行し、その補助業務につい

ては取締役等からの指揮命令を受けないものとする。 

 

６．当社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制 

(a) 監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会のほか、重要な会

議に出席することができる。 

(b) 取締役及び使用人は重大な法令・定款違反もしくは当社の事業に重大な影響をおよぼす事項が発生

し、または、そのおそれがある場合は遅滞なく監査役に報告する。 

 

７．監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するた

めの体制 

(a) 当社は、監査役に報告したことを理由として、当該報告を行った役員及び使用人に対しいかなる不

利益な取り扱いを行ってはならない。 

(b) 前項の内容を当社の役員及び使用人に周知徹底する。 

 

８．監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針 

(a) 監査役は、必要に応じて弁護士、公認会計士、その他の外部専門家を活用し、費用を支出する権限

を有する。 

(b) 監査役がその職務の執行について費用の支出の請求をしたときは、当該請求に係る費用が監査役の

職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支出する。 

 

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 

(a) 代表取締役は定期的に監査役と会合をもち、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等につ

いて意見を交換し、監査役監査の環境整備に努める。 

(b) 監査役は必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることがで

きる。 

 

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、企業の社会的責任を十分に認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とはい

かなる名目の利益供与も行わず、一切の関係を遮断するとともに、反社会的勢力に対しては弁護士や警

察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応することとしております。 
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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、反社会的勢力排除に向けて、「反社会的勢力対策規程」等を制定し、反社会的勢力との一切の

関係を排除するための体制整備その他の対応に関する事項を定めております。 

 

（b）対応管轄部署及び不当要求防止責任者 

当社は、反社会的勢力への対応統括部署をコーポレートグループと定めるとともに、反社会的勢力対応

に関する総括責任者として、コーポレートグループ長を選任しております。 

また、当社は、反社会的勢力に関する管理手続き及び反社会的勢力による不当要求への対応について、

「反社会的勢力 対応方針」を制定しております。 

 

（c）反社会的勢力排除の対応方法 

イ．新規取引先・株主・役職員について 

新規取引先について、「リフィニティブ・ジャパン株式会社」（旧ロイタージャパン）の検索による調査

を行い、必要に応じて追加調査及び警察その他専門機関等に照会を依頼することとしております。調査

の結果、反社会的勢力に該当又はその恐れがある場合、コーポレートグループ長に報告を行い、反社会

的勢力の該当性を判断しております。 

 

ロ．既取引先等について 

既存取引先等については、原則として年度末に反社会的勢力とのかかわりに関する調査を実施しており

ます。 

 

ハ．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 

継続中の取引等を含む一切の取引等の関係を速やかに解消する体制をとっております。また、すべての

継続中の取引先との間で締結する契約書又は覚書において、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。 

 

（d）外部の専門機関との連携状況 

当社コーポレートグループを窓口として、警察等の外部専門機関との連携を行っております。コーポレ

ートグループ長及びコーポレートグループは、平素より外部専門機関との意見交換などの連携関係を構

築するよう努めるとともに、有事の場合は、法律相談、通報、法的手続きの依頼などを行う体制作りを

行っております。 

 

（e）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況 

当社コーポレートグループにおいて、反社会的勢力に関する情報の一元的管理及び蓄積を行うととも

に、事前照会の結果、外部専門機関又は他企業等の情報を活用して、当該情報を適宜更新するよう努め
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ております。 

 

（f）研修活動の実施状況 

当社は、今後定期的に役員及び全従業員を対象としたコンプライアンス研修を随時実施し、反社会的勢

力排除に向けた体制整備を構築する予定です。 

 

 

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・ガバナンス体制及び適時開示手続き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）】 

 

 

 

以上 


