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 2021 年５月 18 日 

株式会社ペイロール 

代表取締役社長 湯浅 哲哉 

問合せ先： 経営管理部 03-5520-1400 

https://www.payroll.co.jp/ 

 

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、経営環境が変化する中において、永続的な発展と成長、持続的な企業価値の最大化を

目指し、株主をはじめとする全てのステークホルダーからの信頼を得るため、経営の健全性・効率性・

透明性を確保すべく、最適な経営管理体制の構築に努めております。 

 

【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５つの基本原則について、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(％) 

Pacific グロース投資事業有限責任組合 4,000,100 22.90 

Pacific 戦略投資１号投資事業有限責任組合 3,816,600 21.84 

Pacific ２号投資事業有限責任組合 2,540,000 14.53 

リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド 

４号投資事業有限責任組合 
2,533,400 14.49 

Pacific グロース３号投資事業有限責任組合 1,280,000 7.32 

Pacific プリンシパル投資事業有限責任組合 1,250,000 7.15 

株式会社アイネット 1,000,000 5.72 

湯浅 哲哉 627,000 3.59 

ペイロール従業員持株会 

理事長 古宇田 和生 
416,000 2.38 

前田 有美（旧姓：菅野） 11,300 0.06 

益田 美貴 3,700 0.02 
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支配株主（親会社を除く）名 ‐ 

 

親会社名 ‐ 

 

補足説明 

‐ 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 マザーズ 

決算期 ３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 

当社は支配株主との間で取引を行っておらず、今後も取引を行うことを予定しておりませんが、当該取

引を行う場合には、当社経営の健全性や少数株主の利益を損なうことが無いよう、取引理由や取引条件

等の合理性及び妥当性に関して、取締役会において十分な審議をしたうえで意思決定を行ってまいりま

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 

‐ 
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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 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 当会社の取締役（監査等委員であるものを除く。）

は７名以内とする。 

当会社の監査等委員である取締役は、５名以内とす

る。 

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 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 

社外取締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 

浅野 靖成 他の会社の出身者       ○     

馬島 薫 他の会社の出身者            

青井 博之 他の会社の出身者            

堀内 雅生 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 
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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 

浅野 靖成   他の投資先においても取締

役を兼務するなど、企業にお

けるコンサルティング業務

の経験を有していることや、

公認会計士の資格を有し、会

計に関する高い知見を有し

ていることから、社外取締役

として選任しております。 

なお、同氏は、一般株主と利

益相反が生じることはござ

いませんが、当社の大株主で

あるファンドの運営業務を

兼務していること。併せて、

現在の独立役員の体制が機

能していることから、独立役

員として選任しておりませ

ん。 

馬島 薫  該当事項はございません。 人事・労務における豊富な経

験と幅広い見識を有してお

り、これらの視点・知識を活

か 

して当社の事業運営への適

切な監督・助言を行えると判

断し、社外取締役として選任

しております。 

同氏は、「会社との関係」に

おいて、いずれの項目にも該

当しておらず、一般株主との

利益相反が生じることはご

ざいませんが、当社の人事・

労務体制や、これらの関連業

務に注力頂きたいこと。併せ

て、現在の独立役員の体制が
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機能していることから、独立

役員として選任はしており

ません。 

青井 博之 ○ 該当事項はございません。 法務部門や、企業コンプライ

アンス部門の経験から、これ

らに関する豊富な経験と高

い知見を有しており、監査等

委員である社外取締役とし

て選任しております。 

また、当社と特別な利害関係

はなく、一般株主と利益相反

の生じる恐れがないことか

ら、上場時には独立役員とし

て指定し、届け出る予定であ

ります。 

堀内 雅生 ○ 該当事項はございません。 株 式 会 社 USEN-NEXT 

HOLDINGS 常勤監査役、株式

会社サイバーエージェント

社外取締役（監査等委員）を

始めとして複数の企業にお

いて監査等委員及び監査役

を兼務していることや、税理

士としての資格も有してお

り、企業監査における豊富な

経験を有していることから、

監査等委員である社外取締

役として選任しております。 

また、当社と特別な利害関係

はなく、一般株主と利益相反

の生じる恐れがないことか

ら、上場時には独立役員とし

て指定し、届け出る予定であ

ります。 
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【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 ３ １ １ ２ 社内取締役 

 

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 

社長により監査等委員会スタッフとして任命を受けた者が、監査等委員会の職務に関する補助を行って

おります。また、監査等委員会スタッフは、監査等委員の指示により職務を補助し、当該職務について

は監査等委員以外の取締役の指示は受けないこととすることで、独立性及び当該使用人に対する指示の

実効性を確保しております。併せて、補助すべき社員の任命、異動、人事評価等は、監査等委員の意見

を聴取し、これを尊重することとしております。 

 

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

監査等委員による監査と内部監査は、内部監査担当部門である監査室が監査等委員会に対し、監査方針、

監査計画、監査結果について、定期的に報告を行い、また、監査結果について監査等委員会からの依頼

がある場合には、必要に応じて追加で監査を行います。併せて、監査等委員会と監査室は、単独又は連

携して監査を実施しております。 

監査等委員監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じお互いの連携を高めるとともに、

会計監査人、監査等委員、監査室による年１回の定期に加え、不定期の三様監査を通じて、相互の監査

計画の情報交換及び監査結果等について報告を行い、監査の品質向上を図っております。 

 

【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 

 

補足説明 

今後、検討すべき事項として考えております。 
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【独立役員関係】 

独立役員の人数 ２名 

 

その他独立役員に関する事項 

当社は独立役員の資格を充たす社外役員を独立役員に指定しております。 

引き続き、経営の透明性を高めるとともにガバナンスの強化に努めたいと考えおり、今後におきまして

は、社外取締役を増員する等の検討を進めたいと考えております。 

 

【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 

当社は、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一層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。 
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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 

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

 

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 

取締役（監査等委員である者を除く。）及び監査等委員である取締役の報酬の決定は、株主総会で総枠

の決議を得ております。各役員の報酬額は、取締役は取締役会、監査等委員である取締役は、監査等委

員会にて決定しております。 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2018年６月27日開催の定時株主総会にお

いて、年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることを決議しております（決

議時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名）。 

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2018 年６月 27 日開催の定時株主総会において、年額 40,000

千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）とすることを決議しております（決議時点の監査等委

員である取締役の員数は３名）。 

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定は取締役会、監査等委員である取締役の報酬決

定は監査等委員会にて決定しております。 

なお、常勤取締役の報酬算定は、役員内規に基づき、報酬算定機関において、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】 

社外取締役のサポートは経営管理部が行っております。併せて、常勤取締役が社外取締役との間で適宜

情報交換を行っております。 

 

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、取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名（うち、社外取締役２名）と監査 

等委員である取締役３名（うち、社外取締役２名）により構成されております。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、経営に関する重要事項を決

定するとともに各取締役の業務執行の状況を監督しております。 
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２．監査等委員会 

当社は、監査等委員会を設置しており、監査等委員である取締役３名（うち社外取締役２名）で構成さ 

れ、監査等委員会を毎月１回開催しております。また、常勤の監査等委員は、常勤役員会等の重要な会

議への参加等を通じ、取締役の職務執行を監査するとともに、監査室及び会計監査人と緊密な連携をと

り、監査の実効性と効率性の向上に努めております。 

 

３．常勤役員会 

当社は、「常勤役員会規程」に基づき、業務執行機能の強化を図るため、常勤役員会を開催しておりま 

す。常勤役員会は、代表取締役社長を含む常勤取締役及び執行役員で構成されており、原則として毎週

１回予め定められた日時に開催しております。常勤役員会は、会社の決定した経営計画に基づき、経営

に関する重要事項のうち、「組織規程」に定める社長決裁の分掌事項・決議事項を審議することにより、

経営活動の効率化を図っており、また、各種業務の進捗管理、当社の経営課題の共有化及び討議、その

他常勤役員相互の連絡・連携を行うことで、業務執行の効率化を図っております。 

 

４．リスクマネジメント・コンプライアンス委員会 

当社は、「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」に基づき、リスクマネジメント・コンプライ 

アンス委員会を組織しており、委員長は代表取締役社長、委員は常勤取締役、執行役員及び当社子会社

の社長で構成されております。また、同委員会は、原則として年２回及び必要に応じて開催し、リスク

マネジメント及びコンプライアンスにかかる体制の構築及び推進を図るための検討、討議を行い、当社

の信用度の向上及び企業目的に資することを目的として運営しております。 

 

５．監査室 

当社は、代表取締役社長直轄の部署として監査の独立性を確保した監査室を設置しており、監査室長１ 

名、担当１名の２名体制にて、全部門を対象に業務監査を計画的に実施しております。 

 

６．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、適切な監査が実施されております。当社と同監

査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。 

 

 

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 

取締役会の機能強化の観点から、監査等委員会設置会社制度を採用しております。 

独立性を有する監査等委員が取締役会での議決権を持ち、監査等委員会が内部統制システムを積極的に

活用して監査を行うことで、法令遵守のみならず、ステークホルダーとの適切な協同関係の維持や健全

な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土醸成に対して社外の目による経営の監査・監督機能を強化す

ることで、当社に相応しい体制であると判断しています。 
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また、常勤の監査等委員を選定し、当該常勤監査等委員が各種重要な会議に出席することにより、監査

等委員会において適宜適切に情報共有を図っております。 

 

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

の早期発送 

決算業務の早期化を図り、株主総会招集通知の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 

株主総会の開催にあたり、集中日を回避して開催日を設定するように留意いたし

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 

ディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページ上に公

表する予定です。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

定期的に開催する予定です。 あり 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

定期的に開催する予定です。 あり 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後、検討すべき事項として考えております。 未定 
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IR 資料をホームペ

ージ掲載 

IR サイトを新設し、ホームページ上に掲載する予定です。  

IR に関する部署(担

当者)の設置 

IR に関する担当部署は、経営管理部とし、担当者を設置し

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、企業倫理規程において、事業活動全般について、高い倫理感を持って、

会社のために忠実に行動すること、また、全ての法令及び会社の諸規程及び規則

を理解し、誠実に遵守するとともに、社会的な良識をもって職務を遂行しなけれ

ばならない旨を定めております。 

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 

ディスクロージャーポリシーを作成し、ホームページ上に公表する予定であると

ともに、決算短信、有価証券報告書、決算説明会資料及び個人投資家説明会資料

等をホームページ上に掲載する予定です。 

その他 女性役員の登用 

当社の取締役９名の内、２名が女性です。 

 

子育て支援制度 

当社は、育児休業の期間を最大で子が３歳の誕生日に達するまでとしておりま

す。（保育所に入所できない場合等の諸条件があります。） 

また、育児時間短縮勤務についても、子供が満 12 歳になった次の４月１日まで

を対象期間とする等、社員の子育て支援に努めております。 
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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 

当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコ

ンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めております。

また、取締役会において以下のような業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として「内部

統制システムの整備に関する基本方針」を定めております。 

 

ⅰ 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．取締役及び使用人が法令、定款及び社会規範を遵守して行動するため、「行動規範」を含む「企業

理念」及び「企業倫理規程」をはじめとし、当社グループのコンプライアンス体制に係る規程を定

め、これらを周知し徹底する。 

ｂ．コンプライアンス体制の高度化をはかり、業務の健全性を確保するため、「リスクマネジメント・ 

  コンプライアンス規程」を定め、社長を委員長とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員 

会を設置し、全社のコンプライアンス体制を推進するとともに、教育・研修等を継続的に実施す 

る。 

ｃ．社長直轄の内部監査部門による監査を実施し、各部門及び当社子会社のコンプライアンス状況を社 

長に報告するとともに、体制の見直しを随時行う。 

ｄ．法令及び定款等の違反行為を未然に防止するとともに、違反行為が発生した場合に、迅速に情報を 

把握し対処するため、当社子会社も対象にした「内部通報制度規程」を定め、内部通報窓口を設置 

し運営する。 

ｅ．当社グループは、反社会的勢力を断固として排除・遮断するため、「反社会的勢力対策規程」を定 

    め、管理部署が情報収集し、外部専門機関と連携し適正に対応する。 

 

ⅱ 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．取締役会及び重要な会議の意思決定に関する記録並びに取締役の職務の執行に係る情報は、法令又 

は「文書管理規程」及び情報セキュリティ体制に係る規程等に基づき、文書又は電子的媒体（以下、 

文書等という）に適正に記録、保存又は廃棄する。 

ｂ．取締役が必要に応じて文書等を随時閲覧することができる体制を整備する。 

 

ⅲ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

ａ．当社グループを対象とした「リスクマネジメント・コンプライアンス規程」を定め、社長を委員長 

とするリスクマネジメント・コンプライアンス委員会にて各部門及び当社子会社のリスクを特定 

し、各部門長が改善策の提案及びリスクマネジメントにかかる体制を構築することにより当社グル 

ープのリスクマネジメント体制の整備を推進する。 

ｂ．当社グループは、「情報セキュリティ基本方針」及び「個人情報・特定個人情報保護方針」を制定 

するとともに、情報管理及び個人情報の保護に関する規程等を整備し、経営情報及び個人情報等の 
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リスク管理を推進する。また、当社は ISMS 及びプライバシーマーク等の認証を取得する。 

ｃ．内部監査部門において各部門及び当社子会社のリスクマネジメント状況を監査し、必要に応じリス 

クマネジメント・コンプライアンス委員会又は取締役会で損失を最小化するための対策を審議し決 

定する。 

ｄ．自然災害等の突発的な危機が発生した場合は、社長を災害対策統括責任者として緊急体制をとり、 

迅速かつ適切に対応する。 

 

ⅳ 当社グループ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．取締役会は、当社グループの目標及び業務執行の重要事項を定め、「組織規程」及び「稟議決裁規 

    程」に基づき各部門及び当社子会社の責任を明確化し、また、常勤の取締役及び執行役員をメンバ 

ーとする常勤役員会で重要事項を審議することにより、意思決定の効率化を図る。 

ｂ．IT の積極的な活用により、取締役会が業務執行の進捗状況を適時に把握することで、目標の達成 

の確立を高め、全社的な業務の効率化を実現する。 

 

ⅴ 監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項及びその取締役及び使用人 

の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに補助すべき取 

締役及び使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項 

ａ．監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命し、その使用人は監査等委員会の指示により監査等 

委員会の職務を補助し、当該職務については監査等委員会以外の取締役の指示は受けない。 

ｂ．補助すべき使用人の任命、異動、人事評価等は、監査等委員会の意見を聴取し、これを尊重する。 

ｃ．取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、補助すべき使用人が監査等委員会の職務の補助が 

円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。 

 

ⅵ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用 

人が監査等委員会に報告するための体制及びその他の監査等委員会への報告に関する体制並びに 

監査等委員会へ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 

を確保するための体制 

ａ．監査等委員会は、法定の事項に加え、「監査等委員会規程」に基づき、監査計画を策定し、当該計 

画に従って当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締 

役及び使用人より報告を受ける。この報告には、内部通報制度による通報状況及びその内容も含む。 

ｂ．監査等委員は、常勤役員会等の業務執行に係る重要会議に出席し報告を受けるとともに監査等委員 

会の監査に必要な情報を得る。 

ｃ．内部監査部門は、内部監査計画を監査等委員会に提示し、監査結果等を適時に監査等委員会に報告 

する。 

ｄ．監査等委員会への報告を行った当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並び 

に当社子会社の取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うこ 
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とを禁止し、その旨を当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子 

会社の取締役及び使用人に周知徹底する。また、「内部通報制度規程」に基づき、通報者に対し通 

報を理由として不当な取扱いを行うことを禁止する。 

 

ⅶ 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続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 

監査等委員会の監査の実効性を担保するため、必要な予算を設けるとともに、監査等委員がその職 

務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用の償還、負担した債務の弁済を請求したとき 

は、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものでないことを証明できる場合を除き、 

これに応じる。 

 

ⅷ その他監査等委員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．監査等委員会と社長との間の定期的な意見交換会を設定する。 

ｂ．監査等委員会は、監査法人と定期的に協議を行う。 

ｃ．内部監査部門は、監査等委員会と定期的に内部監査結果について協議及び意見交換し連携を図る。 

ｄ．監査等委員は、業務の執行状況及び財務情報に係る重要情報を適時に閲覧できる。 

 

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 

当社は、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力の排

除に向けた体制の整備を強化しております。また、反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から所轄

警察署や顧問弁護士など、外部専門機関との密接な連携関係を構築しております。 

なお、反社会的勢力の排除は、経営管理部総務課（以下「総務課」という。）が担当しており、東京で

１名が暴力団追放運動推進都民センターへ、北海道で１名が北海道暴力追放センターへ届出を行ってお

ります。 

また、入社時に、反社会的勢力排除に関する研修を行うとともに、入社後にも年１回、e-Learning を

用いた研修の受講を全社員に義務付けております。 

反社会的勢力との取引防止のため、総務課による反社会的勢力チェックを義務付けており、経理システ

ムへの登録は、総務課の承認を得るフローとしております。 

年１回、総務課は、継続取引のある企業全件に対し、反社会的勢力との取引が無いか確認を行っており

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 

‐ 
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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 

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

付いたします。 

 

【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 

開示の指示 

報告 

情報取扱責任者（管理部門担当取締役） 

情報開示 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

付議 

開示の指示 

取締役会（決定・承認） 代表取締役社長 

決定事実・決算情報 発生事実 

各部門 

所管部門ジェネラルマネジャー 

情報取扱責任者（管理部門担当取締役） 


