コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE

2020 年６月 26 日
株式会社モダリス
代表取締役社長
問合せ先：

経営管理部

森田 晴彦

03-6822-4584

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、コアとなるプラットフォーム技術である『切らない CRISPR 技術（CRISPR-GNDM 技術）』
を用いた創薬によって、その多くが希少疾患に属する遺伝子疾患に対して治療薬を生み出し、企業
理念である「Every life deserves attention （すべての命に、光を）」のとおりに、病気のために希
望を失わなくてすむ社会の実現に貢献してまいります。そのためには、当社事業が安定的かつ永続
的な発展を果たすことが不可欠であり、このような発展の基盤となる経営の健全性及び透明性の向
上を目的とするコーポレート・ガバナンスの強化は重要な経営課題であると認識し、積極的に取り
組んでおります。

【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ので、本欄に記載す
べき事項はありません。

２．資本構成
10％未満

外国人株式保有比率

【大株主の状況】
氏名又は名称

所有株式数(株)

割合(％)

5,000,000

19.92

濡木 理

4,500,000

17.93

富士フイルム株式会社

2,350,000

9.36

ファストトラックイニシアティブ 2 号投資事業

2,350,000

9.36

1,050,000

4.18

1,000,000

3.98

株式会社ライフサイエンスイノベーションマネ
ジメント

有限責任組合
SBI ベンチャー投資促進税制投資事業有限責任
組合
協創プラットフォーム開発 1 号投資事業有限責
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任組合
片山 晃

800,000

3.19

SMBC ベンチャーキャピタル 3 号投資事業有限

750,000

2.99

Sosei RMF1 投資事業有限責任組合

750,000

2.99

みずほ成長支援第 2 号投資事業有限責任組合

725,000

2.89

責任組合

支配株主（親会社を除く）名

－

親会社名

なし

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

医薬品

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
－

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

監査等委員会設置会社

【取締役関係】
9 名（監査等委員 3 名含める）

定款上の取締役の員数
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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

7 名（監査等委員 3 名含める）

社外取締役の選任状況

選任している

社外取締役の人数

6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)
会社との関係(※１)
氏名

属性

濡木 理

学者

竹田 英樹

他の会社の出身者

ジョセフ・マクラッケン

他の会社の出身者

嶋根 みゆき

他の会社の出身者

田島 照久

公認会計士

古田 利雄

弁護士

※１

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

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
濡木 理

監査等

独立

適合項目に関する

委員

役員

補足説明

－

－

－

選任の理由
濡木理氏は、当社の研究開
発に関する構造生物学の権
威として豊富な知識及び幅
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広い見識を有し、科学者の
観点から有用な意見・助言
が期待できることから、当
社の社外取締役に適任であ
ると判断し、選任している
ものです。
竹田 英樹

－

○

－

竹田英樹氏は、藤沢薬品工
業株式会社（現 アステラス
製薬株式会社）において、20
年以上の知的財産権分野に
おける豊富な知識及び幅広
い見識を有し、またバイオ
メディカル分野における知
的財産権のコンサルティン
グ企業の経営者としての経
験や見識から、有用な意見・
助言が期待できるため、当
社の社外取締役に適任であ
ると判断し、選任している
ものです。
なお、同氏は当社の独立性
基準を満たしており、当社
との間に特別な利害関係は
存在しない事から、一般株
主との利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立
役員として指定していま
す。

ジョセフ・マクラッケン

－

－

－

ジョセフ・マクラッケン氏
は、ジェネンテック社、ロ
ッシュ社等の多国籍の製薬
企業において事業開発部門
のヘッド及びシニア・ヴァ
イス・プレジデントを務め
るなど製薬業界で優れた実
績を持つ人物であります。
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その豊富な経験と専門知識
を活かして、当社の研究開
発全般に助言いただくこと
で、当社の経営に対する監
督を更に強化することがで
きることから、当社の社外
取締役に適任であると判断
し、選任しているもので
す。
嶋根 みゆき

○

○

－

嶋根みゆき氏は、長年にわ
たり中外製薬株式会社にお
いて創薬の研究開発事業に
おける豊富な経験と幅広い
見識を有していることか
ら、社外取締役（監査等委
員）として当社の監査体制
の強化に活かしていただけ
ることから、当社の社外取
締役に適任であると判断
し、選任しているものです。
また、同氏は当社の独立性
基準を満たしており、当社
との間に特別な利害関係は
存在しないことから、一般
株主との利益相反が生じる
恐れがないと判断し、独立
役員として指定していま
す。

田島 照久

○

○

株 式 会 社 田島 会 計 事

田島照久氏は、公認会計士

務 所 の 代 表取 締 役 で

として監査法人において要

あり、当社は同社に経

職を歴任したほか、公認会

理業務を過去から

計士事務所の経営者として

2018 年 12 月期までに

の経験や見識、内部統制の

渉 っ て 委 託し て お り

分野における高い専門性に

ました。

基づき、当社社外取締役（監

現 在 は 特 に同 社 と の

査等委員）として独立した
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取引等はなく、当社は

立場と客観的な視点から当

同 氏 を 過 去の 取 引 の

社の経営を監視し、取締役

規 模 等 に 照ら し て 株

会の内外において的確な助

主、投資者の判断に影

言を行っていることから、

響 を 及 ぼ すお そ れ が

当社の社外取締役（監査等

な い 者 と 判断 し て お

委員）に適任であると判断

ります。

し、選任しているものです。
また、同氏は、当社の独立性
基準を満たしており、当社
との間に特別な利害関係は
存在しないことから、一般
株主との利益相反が生じる
恐れがないと判断し、独立
役員として指定していま
す。

古田 利雄

○

○

－

弁護士として企業法務の分
野にて高度かつ専門的な知
識を有し、また法律事務所
の経営者としての経験や見
識に基づき、当社社外取締
役（監査等委員）として、
特に法務、リスク管理及び
コーポレート・ガバナンス
の分野において、独立的な
立場及びグローバルな観点
から、当社の経営全般に対
し的確かつ有意義な助言を
行っていることから、当社
の社外取締役（監査等委
員）に適任であると判断
し、選任しているもので
す。
また、同氏は当社の独立性
基準を満たしており、当社
との間に特別な利害関係は
存在しない事から、一般株
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主との利益相反が生じるお
それがないと判断し、独立
役員として指定していま
す。

【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性

監査等委員会

全委員

常勤委員

社内取締役

社外取締役

委員長

(名)

(名)

(名)

(名)

(議長)

3

1

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び

0

3

社外取締役

あり
使用人の有無
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
監査等委員会の監査の実効性を高め、かつ、その職務の円滑な遂行を確保するため、監査等委員会
の要請に応じ、経営管理部の使用人に必要に応じて監査業務を補助させます。 監査等委員会の職
務を補助すべき監査業務の補助を命ぜられた使用人は、当該監査業務の補助に関しては、監査等委
員会の指示に従うものとし、執行役及び所属する部署の管理職の指揮命令を受けないものとしま
す。監査等委員会は、当該使用人の業務執行者からの 独立性の確保に努めるとともに、その権
限、属する組織及び人事異動、人事評価、懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権並びに監査等
委員会の指示権限の明確化などを必要に応じ検討します。
監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
当社の監査体制については、監査等委員、内部監査担当及び会計監査人による会計監査の３つを基
本としております。コーポレート・ガバナンスの充実・強化を図るためにいわゆる三様監査を定期的
に開催し、相互の連携を取ることで、それぞれの監査の実効性や質的向上を図っていきたいと考え
ております。
常勤監査等委員と内部監査担当者、常勤監査等委員と会計監査人、また、内部監査担当者と会計監査
人の間で随時、相談及び情報交換を実施しており、三者ミーティングも開催しております。

【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

なし

委員会の有無

【独立役員関係】
独立役員の人数

４名
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その他独立役員に関する事項
当社では、独立役員の資格を満たす社外役員をすべ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

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
当社では、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員等の意識と士気を高めるため、ストッ
クオプション制度を採用しております。

ストックオプションの付与対象者

社外取締役,従業員,子会社の従業員

該当項目に関する補足説明
当社では、業績向上と企業価値向上に対する役員及び従業員等の意識と士気を高めるため、ストッ
クオプション制度を採用しており、株主総会で承認された範囲内で、その地位及び役割期待に応じ
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、報酬の個別開示はしておりません。取締役、社外
役員の報酬について、それぞれ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
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額については、株主総会の決議により定められた報
酬限度額の範囲内において、経営状況や財務状況、経済情勢等を考慮の上、取締役会にて決定してお
ります。また、監査等委員である取締役の報酬額については、株主総会の決議により定められた報酬
限度額の範囲内において、経営状況や財務状況、経済情勢等を考慮の上、監査等委員会にて決定して
おります。

【社外取締役のサポート体制】
社外取締役及び社外取締役（監査等委員）へのサポートは、経営管理部で行っております。
取締役会の資料は、原則として事前配布し、社外取締役の十分な検討時間を確保するとともに、必要
に応じて事前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)
（企業統治の体制の概要）
当社は、2018 年８月 15 日開催の株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする
定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設
置会社へ移行しました。
（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代表取締役１名、取締役（監
査等委員を除く）３名（うち、社外取締役３名）、監査等委員である取締役３名（うち、社外取締役
３名）の計７名で構成されています。取締役会は、毎月１回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨
時取締役会を開催し、迅速かつ効率的な経営監視体制をとっております。
（監査等委員会）
当社の監査等委員会は３名（いずれも社外取締役）の監査等委員である取締役により構成されてい
ます。監査等委員である取締役は、毎月１回の監査等委員会を開催、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。また、取
締役会に出席し迅速かつ公正な監査・監視体制をとっております。
（執行役員会）
執行役員会は代表取締役社長を議長に、執行役員２名（うち、１名は子会社執行役員）で構成されて
おります。 原則として月に１回以上開催し、構成員の他、常勤監査等委員１名及び社外取締役１名
がオブザーバーとして出席して、業務執行状況の確認や業務執行に関する事項の審議を行っており
ます。
（コンプライアンス委員会）
当社代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、当社グループの業務全体
における法令遵守等を審議しております。
（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ており、適切な会計監査を受けております。
（内部監査）
当社は会社規模が比較的小さいことから、内部監査の専門部署及び専任の内部監査担当者は設置せ
ず、代表取締役社長が任命した内部監査責任者１名の下、一部の内部監査を外部の専門家に委託し
ております。内部監査責任者は、当社の業務及び制度に精通した執行役員が担当しており、担当執行
役員が所属している部署の内部監査については、代表取締役社長が外部から任命し、相互監査が可
能な体制にて運用しており、監査結果を代表取締役社長に報告しております。被監査部門に対して
は、監査結果をフィードバックし、改善事項の指摘及び指導に対して改善方針等について報告させ
ることにより実効性の高い監査を実施しております。
（責任限定契約）
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当社と社外取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）とは、会社法第 427 条第１項及び定款の
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、法令の定める最低責任限度額としています。これは社外取締役
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あります。
なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締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。

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、取締役会の監査・監督機能を強化するとともに、経営の透明性・客観性を向上させること
を目的として、2018 年８月 15 日に監査等委員会を設置しております。 取締役会には、当社の研
究開発・企業活動及び当社を取り巻く事業環境にも精通した社外取締役を６名選任しており、踏み
込んだ議論・助言を行うことで、経営監督機能を強化しております。なお、監査等委員会には、監
査等委員３名全員を独立社外取締役とすることで、監査・監督機能の強化・充実を図っておりま
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

決算業務の早期化を図る等、招集通知の早期発送に取り組む予定であります。

の早期発送
集中日を回避した

より多くの株主にご参加いただけるよう、集中日を回避した開催日となるよう

株主総会の設定

留意いたします。

電磁的方法による

現時点では未定でありますが、対応を検討しております。

議決権の行使
議決権電子行使プ

現時点では未定でありますが、対応を検討しております。

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
招集通知(要約)の

現時点では未定でありますが、外国人株式保有比率を考慮しつつ対応を検討い

英文での提供

たします。
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２．IR に関する活動状況
補足説明
ディスクロージャ

代表者自身による
説明の有無
当社ホームページ上の IR 専用ページに公表する方針です。

ーポリシーの作成・
公表
個人投資家向けに

第二四半期決算及び年度決算発表後に決算説明会の実施を

定期的説明会を開

検討しております。

あり

催
アナリスト・機関投

第二四半期決算及び決算発表後に決算説明会を実施する予

資家向けに定期的

定です。

あり

説明会を実施
海外投資家向けに

今後、海外投資家の比率等を踏まえて、開催を検討してまい

定期的説明会を開

ります。

あり

催
IR 資料をホームペ

当社ホームページにＩＲ用のページを設け、投資判断に資す

ージ掲載

る重要な情報の積極的な開示に努めてまいります。

IR に関する部署(担

経営管理部がＩＲ担当の部署となります。

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、株主、投資家をはじめとする全てのステークホルダーに対して、適時・

ステークホルダー

適切・正確・公平に当社の経営方針、事業活動、財務情報等を提供していくこ

の立場の尊重につ

とを基本方針としております。

いて規定
環境保全活動、CSR

環境保全活動、CSR 活動の実施については今後検討すべき事項と考えており

活動等の実施

ます。

ステークホルダー

当社ホームページ、決算説明会等により、ステークホルダーの皆様に対する積

に対する情報提供

極的な情報開示を行う方針であります。

に係る方針等の策
定
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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
当社は、業務の適正を確保するため、2019 年４月 17 日開催の取締役会において、会社法及び会社
法施行規則の規定に従い「内部統制システム構築の基本方針」を決議しております。また、当方針の
運用状況について、監査役及び内部監査人が定期的に検証を行うこととしております。

「内部統制システムの整備に関する基本方針」

１．取締役及び従業員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) 事業活動における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守すべき基本的な事項
を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周知徹底を図る。
(2) コンプライアンス委員会を設置し、法令、定款、社内規程及び行動規範等、職務の執行に当た
り遵守すべき具体的な事項についての浸透、定着を図り、コンプライアンス違反を未然に防止
する体制を構築する。
(3) 定期的に内部監査を実施し、それぞれ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。
(4) 「公益通報者保護法に関する規程」により、公益通報者保護法への対応を図り、通報窓口の活
用を行いコンプライアンスに対する相談機能を強化する。
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
取締役会をはじめとする重要な会議の意思決定に係る記録や、各取締役が「職務権限規程」に
基づいて決裁した文書等、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理
規程」に基づき、定められた期間保存するものとする。
３．損失の危険（以下、「リスク」という。）の管理に関する規程その他の体制
(1) 経営に重大な影響を及ぼす様々なリスクに対して、リスクの大小や発生可能性に応じ、事前に
適切な対応策を準備する等により、リスクを最小限にするべく対応を行う。
(2) リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として、「リスク管理規程」を定め、同
規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が発生した場合には、当社代表取締役社
長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止め
る体制を整える。
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
(1) 毎月１回取締役会を開催し、監査等委員を含む取締役が出席し重要事項の決定並びに審議・意
見の交換を行い、各取締役は連携して業務執行の状況を監督する。
(2) 環境変化に対応した会社全体の将来ビジョンと目標を定めるため、中期経営計画及び単年度
予算を策定する。経営計画及び年度予算を達成するため、
「組織規程」、
「業務分掌規程」、
「職務
権限規程」により、取締役、従業員の責任を明確にし、業務の効率化を徹底する。
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
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(1) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
「関係会社管理規程」に基づき、子会社及び関連会社は当社に事前承認を求め、または報告を行
う。
(2) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの防止及び当社グループの損失の最小化を図ることを目的として、当社グループを対象
とした「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。不測の事態が
発生した場合には、当社代表取締役社長を長とする対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損
害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。
(3) 子会社の取締役等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
当社グループ全体の将来ビジョンと目標を定めるため、連結ベースの中期経営計画及び単年度
予算を策定する。連結経営計画及び連結年度予算を達成するため、子会社の経営指導等にあた
るとともに連結ベースでの予算管理を徹底する。
(4) 子会社の取締役及び従業員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

当社グループとして、事業における法令、企業倫理、社内規程の遵守を確保するため、遵守
すべき基本的な事項を「コンプライアンス規程」に定め、当社グループの役員及び従業員に周
知徹底を図る。

②

連結対象子会社に対しては、定期的に内部監査を実施するとともに、当社監査等委員が必要
に応じて監査を行い、それぞれ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。

６．監査等委員の職務を補助する従業員に関する体制、当該従業員の取締役からの独立性に関する
事項及び当該従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1) 監査等委員から職務を補助すべき従業員を置くことを求められた場合は、監査等委員と協議
の上、適切な人材を配置するものとし、配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その他）
については相談し、検討する。
(2) 前号の従業員に対する指揮命令権限は、監査等委員に帰属する。また、当該従業員の人事異動
及び考課については、事前に常勤監査等委員に報告を行い、同意を得ることとする。
７．当社取締役及び従業員が監査等委員に報告をするための体制並びに子会社の取締役及び従業員
又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告するための体制
(1) 当社監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び従業員から重要事項に係る
報告を受ける。
(2) 当社監査等委員は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて
取締役又は従業員にその説明を求める。
(3) 当社取締役及び従業員並びに子会社の取締役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者
は、当社監査等委員に対して、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実等を直接報告する
ことができる。
(4) 子会社管理の主管部署である経営管理部は、子会社の役職員から報告された、当該子会社に損
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害を及ぼすおそれがある事実等について、監査等委員に報告する。
８．上記７．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取扱いを受けないことを確
保する体制
上記７．の報告をした者に対し当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。
９．監査等委員の職務の遂行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執
行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員は、職務の執行に必要な費用について請求することができ、当社は当該請求に基づき必
要な支払いを行う。
10．その他監査等委員の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
(1) 代表取締役社長と監査等委員は、相互の意思疎通を図るため、定期的な会合をもつこととす
る。
(2) 監査等委員は、内部監査担当者と連携し、監査の実効性を確保する。
(3) 監査等委員は、会計監査人との間で適宜意見交換を行う。
11．反社会的勢力を排除するための体制
(1) 当社及び子会社は、「反社会的勢力排除規程」等に基づき、反社会的勢力との関係遮断に取組
むこととする。
(2) 警察当局や特殊暴力防止対策連合会、顧問弁護士等の外部専門機関とも十分に連携し、情報の
共有化を図り、反社会的勢力を排除する体制を整備する。

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
当社及びその特別利害関係者、株主、取引先等は反社会的勢力との関わりはありません。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方については、反社会的勢力に対して組織全体として毅然
とした態度で対応し、一切の関係を持たない体制を整備することを基本的な考え方としておりま
す。
反社会的勢力排除に向けた整備状況及び具体的な取り組みについては、当社は、国が示した「企業が
反社会的勢力による被害を防止するための指針」を基本姿勢として 2010 年 10 月に施行された「東
京都暴力団排除条例」を遵守する体制を整備しております。
当社は、反社社会的勢力の排除を実践するため、
「反社会的勢力排除規程」、
「反社会的勢力等対応マ
ニュアル」及び「反社会的勢力等の調査実施マニュアル」を整備し、周知徹底を図っております。ま
た、反社会的勢力への対応に際し、適切な助言や協力を得ることができるよう、平素より警察、暴力
団追放運動推進都民センターをはじめとした外部専門家等との連携を図っており、万一、反社会的
勢力から不当要求を受けた場合に備え、不当要求防止責任者を選任するとともに、反社会的勢力対
応部門は経営管理部とし、所管警察署や外部弁護士等との連携を図りながら対応することにしてお
ります。
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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
当社のコーポレート・ガバナンス体制及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）】

以上
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