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最終更新日： 2021 年６月４日 

株式会社コラントッテ 

代表取締役社長 小松 克已 

問合せ先： 管理統括本部 総務・人事部 06-6258-7350 

https://colantotte.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 

当社は、「人々に、健やかで幸せな人生を実感できる製品・サービスを提供し、“本気の笑顔”にあふ

れた社会の実現に貢献する」とのミッション及び「当社を支えてくださる人々に感謝をし、正しい行

動を心掛ける」を始めとした行動規範を掲げ、家庭用磁気治療器の「Colantotte シリーズ」など、

「生活の質」＝QOL（Quality Of Life）の向上を目指した事業展開を通じ、株主、取引先、従業員

等全てのステークホルダーとの信頼関係の構築、継続的な企業価値向上に取り組んでおります。そ

の実現に向け、経営管理体制のさらなる強化、適時・適切な情報開示による経営の透明性向上、実効

性のある内部統制システムの構築等を通じたコーポレート・ガバナンスの強化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。 

 

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(％) 

株式会社アーク・クエスト 3,200,000 40.00 

小松 克已 3,200,000 40.00 

小松 由美子 800,000 10.00 

和田 百子 800,000 10.00 

 

支配株主（親会社を除く）名 小松 克已、小松 由美子、和田 百子 

 

親会社名 なし 
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親会社の上場取引所 － 

補足説明 

株式会社アーク・クエストは、当社代表取締役社長小松克已の資産管理を目的とする会社であり、小

松克已により議決権の全てを所有しております。小松克已は、株式会社アーク・クエスト及び二親等

内の 

親族との保有株式数を含めると、当社の議決権の全てを保有することとなるため、支配株主として

記載しております。なお、小松由美子は小松克已の配偶者、和田百子は小松克已及び小松由美子の長

女であります。 

 

３．企業属性 

上場予定市場区分 マザーズ 

決算期 ９月 

業種 その他製品 

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 

当社は、支配株主との取引については基本的に行わない方針ですが、当社と支配株主が取引を行う

場合には、少数株主保護の観点から、事前に取締役会において当該取引の事業上の必要性や合理性、

一般の取引条件と比較した妥当性等を慎重に検討する予定です。 

 

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 12 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 ６名 

社外取締役の選任状況 選任している 
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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 

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 

上田 宗則 公認会計士        △    

清水 俊順 弁護士            

 ※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 

上田 宗則 〇 － 上田宗則氏は、公認会計士及び税理士としての

高い専門性、会計・監査、資本市場に関する知

識を当社の経営に活かしていただけるものと

判断し、選任しております。 

同氏は、当社の会計監査人である有限責任 あ

ずさ監査法人に 2008 年 12 月から 2016 年７月

まで所属しておりました。また、同氏は当社の

新株予約権を保有しておりますが、行使が行わ

れた場合に同氏が取得する株式数は僅少であ

り、他の人的関係、取引関係その他の利害関係

は有していないことから、一般株主との利益相



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

4 

反が生じる恐れはないものと判断し、独立役員

として指定しております。 

清水 俊順 〇 － 清水俊順氏は、法務の豊富な経験と高い見識を

当社の内部統制の強化に活かしていただける

ものと判断し、選任しております。 

また、同氏と当社との間には特別な利害関係は

なく、一般株主との利益相反が生じる恐れはな

いものと判断し、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 

あり 

（取締役会の諮問機関としての任意の報酬委員

会） 

 

任意の委員会の設置状況、委員構成及び委員長（議長）の属性 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 報酬委員会 

全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

社内有識者 

(名) 

その他 

(名) 

委員長 

(議長) 

３ １ １ ２ － － 社外取締役 

 

補足説明 

－ 

 

【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 

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、会計監査人、内部監査人は、監査を有効かつ効率的に実施するため、適宜情報交換を行って

おります。内部監査結果については、監査の都度、内部監査人が適宜、監査役会に報告し、意見交換

を行うこととしております。また、四半期ごとに監査役、会計監査人及び内部監査人で三者ミーティ

ングを実施し、情報共有を図っております。 
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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 

永井 謙一 他の会社の出身者              

礒川 祐二 公認会計士              

藤岡 亜紀 その他          △    

 ※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 

永井 謙一 〇 － 永井謙一氏は、上場会社での IR 活動責任者

としての長年の経験の他、事業会社管理本部

長としてのキャリアを有し、事業会社におけ

る管理業務実務や会計、資本市場に関する豊

富な知見を有することから、独立した客観的

な視点により経営・業務執行に対する監査を

行う監査役としての職務を適切に遂行出来
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るものと判断し、選任しております。 

また、同氏と当社との間には、特別な利害関

係はなく、一般株主との利益相反が生じる恐

れはないものと判断し、独立役員として指定

しております。 

礒川 祐二 〇 － 礒川祐二氏は、公認会計士及び税理士として

の高い専門性、会計・監査、資本市場に関す

る知見を有することから、独立した客観的な

視点により経営・業務執行に対する監査を行

う監査役としての職務を適切に遂行出来る

ものと判断し、選任しております。 

また、同氏と当社との間には特別な利害関係

は存在しておらず、一般株主との利益相反が

生じる恐れはないものと判断し、独立役員と

して指定しております。 

藤岡 亜紀 〇 － 藤岡亜紀氏は、司法書士としての豊富な経験

と専門知識及び幅広い見識を有することか

ら、独立した客観的な視点により経営・業務

執行に対する監査を行う監査役としての職

務を適切に遂行出来るものと判断し、選任し

ております。また、同氏と当社との間には商

業登記等の業務を依頼する取引関係があり

ましたが、今後は取引を行わないことから、

一般株主との利益相反が生じる恐れはない

ものと判断し、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 ５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社外役員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 
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該当項目に関する補足説明 

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、役員・従業員へのイ

ンセンティブ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 

中長期的な業績及び企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的にストックオプション制度を

導入しております。付与数については、業績への貢献度や将来の期待を総合的に勘案した上で決定

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 

報酬額の総額が１億円以上の者が存在しないため、個別情報の開示は行っておりません。 

 

 

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 

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額（200,000 千円）の範囲内で、客観性・

透明性の向上を目的に、半数以上の独立社外役員で構成する任意の報酬委員会における審議を経て、

取締役会で決定しております。 

 

【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のサポートは総務・人事部が行っております。取締役会の資料は、総務・

人事部が事前に配布し、社外取締役及び社外監査役が十分な検討をする時間を確保するとともに、

必要に応じて事前に説明しております。 

また、社外監査役については、常勤監査役が直接情報共有を行っております。 

 

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６名（うち社外取締役２名）で構成されております。原則月１回開催の定

例取締役会に加え、必要に応じ臨時取締役会を機動的に開催し、法令や規程に定められた経営上の

重要な意思決定や審議を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。 

また、業務執行から独立した社外取締役及び社外監査役による取締役会への助言及び監視を通じ経
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営監視機能の強化を図っております。 

 

（２）監査役会 

当社の監査役会は、常勤監査役１名（社外監査役）及び非常勤監査役２名（社外監査役）で構成され

ております。監査役会は、毎月１回定時監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催

し、年間監査計画の内容や、取締役の職務の執行を含む監査の実施状況・監査結果の報告など、監査

役相互の情報共有を図っております。また、内部監査部門、会計監査人並びに社外取締役との情報共

有と意見交換を図るなど、独立した立場からの経営監視機能の強化に努めております。 

各監査役は、取締役会に出席し当社の意思決定等を監視し、必要に応じて意見を述べるなど、透明か

つ公正な経営監視体制の強化を図るとともに、経営会議等の重要会議への出席や各部門への往査な

ど、実効性あるモニタリングに取り組んでおります。 

 

（３）経営会議 

当社の経営会議は、常勤取締役４名及び部長・室長以上７名で構成されており、社外取締役及び監査

役（非常勤含む）は、任意により出席できることとしております。原則月１回開催し、重要事項の討

議、各部門の業務報告等を行っております。 

 

（４）リスク・コンプライアンス委員会 

当社のリスク・コンプライアンス委員会は、代表取締役社長を委員長とし、常勤取締役、各部門責任

者、内部監査室、常勤監査役で構成されており、社外取締役及び非常勤監査役は、任意により出席で

きることとしております。原則四半期に１回開催することとし、リスク管理の推進及びコンプライ

アンス体制の強化・推進に取り組んでおります。 

 

（５）報酬委員会 

当社は、取締役の報酬等に関する手続の公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナン

スの充実を図るため、取締役会の諮問機関として報酬委員会を設置し、取締役が受ける報酬等の決

定方針の策定及び取締役が受ける個人別の報酬等について審議し、取締役会に答申するものとして

おります。 

報酬委員会は、取締役会の決議によって選定された３名以上の取締役をもって構成し、その半数以

上は社外取締役でなければならないと報酬委員会規程に定めており、本書提出日現在の構成員は、

社外取締役上田宗則（委員長）、代表取締役社長小松克已、 社外取締役清水俊順の３名であります。 

 

（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いるとともに、会

計上の課題について適時協議を行い、適切な会計処理に努めております。 
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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、監査役には各々の専門性と経験等を活かし、経営に対し適切な意見を表明できる人材を選

任し、迅速かつ健全な経営戦略の実行、健全なコーポレート・ガバナンスの強化の観点を重視し、当

該体制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 

当社は、株主の皆様が議決権行使に必要な議案検討のための時間を十分に確保

できるよう、株主への株主総会招集通知については、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 

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考えております。 

招集通知 (要約 )の

英文での提供 

現時点で英文招集通知の提供予定はありませんが、事務負担及び費用、並びに

今後の外国人株主の状況等を総合的に勘案し検討してまいります。 

その他  

実施していない  

 

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 

当社のホームページ上の IR 専用ページにおいて公表するこ

と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定期的に開催し、代表取締役社長

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 

アナリスト・機関投 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 あり 
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資家向けに定期的

説明会を実施 

表取締役社長が業績や経営方針を説明することを検討して

おります。 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

現時点では未定ですが、今後の株主構成等を確認の上、検討

してまいります。 

なし 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

当社ホームページ上の IR 専用ページにおいて決算情報、適

時開示情報などを掲載いたします。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

当社の IR 活動は総務・人事部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、リスク・コンプライアンス規程においてコンプライアンス体制を定め、

役職員に法令遵守をはじめ、社会的な責任を果たすことを周知徹底しておりま

す。また、経営の健全性及び透明性の向上を目的として、迅速かつ公平な情報

開示を適時開示規程に定め、ステークホルダーの信頼と期待に応えるよう企業

価値向上に努める方針です。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

今後検討すべき事項と考えております。 

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、ステークホルダーに対して、適正かつタイムリーな情報提供が重要で

あると認識しております。当社ホームページ並びに決算説明会等を通じて積極

的に情報提供を行ってまいります。 

 

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、取締役会にて内部統制システムの基本方針を定

める決議を行っており、現在その基本方針に基づき内部統制システムの整備・運用を行っておりま

す。その概要は以下のとおりであります。 

 

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）役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「企業倫理行動憲章」

を制定し、役職員はこれを遵守する。また、経営トップの考え方を伝達・共有し、実践すべく、

経営理念及び行動指針を定め、社内に掲示し、周知徹底を図る。 

（２）取締役会規程を始めとする社内諸規程を制定し、業務を遂行する。 

（３）管理統括本部をコンプライアンスの統括部署としてリスク・コンプライアンス委員会と連携の
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上、役職員に対する適切な研修体制の構築に努める。 

（４）役職員の職務執行の適切性を確保するために、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。

また、内部監査担当者は必要に応じて監査役及び会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査

を実施する。具体的には、四半期ごとに１回及び必要に応じて情報交換を実施する。 

（５）反社会的勢力を断固として排除する姿勢を明確に宣言し、役職員にそれを徹底する。具体的に

は「企業倫理行動憲章」で宣言し、「反社会的勢力対策規程」「反社会的勢力対応マニュアル」

を定め運用を行う。 

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 

（１）取締役会議事録、その他重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取扱いは「文書管理規

程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存管理する。 

（２）管理部署の管理統括本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を

閲覧に供するものとする。 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）職務執行に係るリスクは、「リスク・コンプライアンス規程」、「予算管理規程」、「内部監査規

程」等の社内規程によって管理し、各部門の権限内でリスク分析・対応策の検討を行うととも

に、特に重要な案件や担当部門の権限を越えるものについては、取締役会で審議し意思決定を

行う。 

（２）代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会の定期開催や、社長直轄の内

部監査室による定期的監査の実施等、リスク管理に係る体制整備を図る。 

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）定例取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催す

るものとし、適切な職務執行が行える体制を確保する。 

（２）取締役会のもとに経営会議を設置し、取締役会の意思決定に資するために、取締役会付議事項

の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意

思決定を各部門長に伝達する。また、各取締役は各部門の業務執行状況を報告するとともに担

当部署の多様なリスクを可能な限り未然に防止するように情報の共有と検討を行う。 

（３）日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うために「業務

分掌規程」、「職務権限規程」等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者

が意思決定のルールに従い業務を分担する。 

５．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は、必要に応じて監査スタッフ

を置 くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行う。 

６．上記５．の使用人の取締役からの独立性に関する事項 

当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取

締役の指揮命令は受けない体制とし、その期間中の当該使用人の人事評価については監査役に
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委嘱されたものとする。 

７．取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制 

（１）取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役の職務執行に関す

る不正行為、法令・定款に違反する重大な事実、その他重要な事実が発生した場合、監査役に

対して速やかに報告する体制とする。 

（２）監査役は必要な都度、取締役及び従業員に対し、報告を求めることができることとする。 

（３）監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを

保障する。 

８．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 

（１）監査役は、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査役監査の環境整備及び

監査上の重要な課題について、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、監査役監査の実効

性確保に努める。 

（２）監査役は、内部監査人と定期的な情報交換を行い緊密に連携する。 

（３）監査役は、取締役から当社に著しい損害が発生するおそれがある旨の報告を受けた場合には、

必要な調査を行い、取締役に対して助言または勧告を行うなど、状況に応じ適切な措置を講じ

る。 

（４）監査の実施にあたり、監査役が必要と認めた場合における弁護士、公認会計士等の外部専門家

と連携し、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。 

（５）監査役は、取締役会を始め、経営会議等の重要な会議に出席することにより、重要な報告を受

ける体制とする。 

（６）監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより監査環境を整備し監

査の有効性、効率性を高める。 

９．監査役の職務遂行について生ずる費用等の処理に係る方針 

   監査役の職務の遂行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行に

ついて生ずる費用または償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行える体制とす

る。 

10. 財務報告の信頼性を確保するための体制 

（１）取締役は、信頼性のある財務報告を作成するために、財務報告に係る内部統制が有効に機能す

るための体制の構築、整備及び運用を行う。 

（２）取締役は、財務報告における不正や誤謬が発生するリスクを管理し、業務執行の適正化を推進

す るとともに、財務報告に係る社内規程の適切な整備及び運用を行う。 

（３）代表取締役社長は、財務報告に係る内部統制の仕組みが適正かつ有効に機能することを継続

的に監視・評価し、不備があれば必要な改善・是正を行うとともに、関係法令との適合性確保

に努める。 
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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 

１．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 

①当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与え、健全な企業活動に悪影響を与えるあらゆる反社

会的勢力・団体とは一切関わらず、また、もし反社会的勢力からの接触があった場合には、取

締役管理統括本部長が総括し、全社的に対応し、必要に応じて顧問弁護士、警察等の専門家に

早期に相談し、適切な処置をとることとする。 

②使用人に対して社内研修等を開催し、反社会的勢力に関わりを持たない意識の向上に努める。 

 

２．反社会的勢力排除に向けた整備状況 

  当社は、社内規程「反社会的勢力対策規程」、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、新規取

引先との取引に当たっては、必ず反社会的勢力とのかかわりがない旨を確認し、取引先との間

で締結する「基本契約書」では、反社会的勢力排除の条項を盛り込んでおります。また、当社は

公益社団法人大阪府暴力追放推進センターに加入し、情報収集の強化を図るとともに、不当要

求防止責任者講習を受講し社内での情報共有をしております。 

当社では、上記新規取引先への反社会的勢力チェックに加え、当社株主、当社役員・従業員、既

存取引先についても、反社会的勢力とのかかわりがない旨を専門の調査機関（日経テレコン）を

利用して、反社会的勢力等の該当性の審査を行っております。 

 

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 

－ 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

当社は、企業倫理とコンプライアンスの重要性を認識し、経営管理体制のさらなる強化、適時・適切

な情報開示による経営の透明性向上、実効性のある内部統制システムの構築等を通じたコーポレー

ト・ガバナンスの強化を企図した以下の体制を構築しております。 
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【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要（模式図）】 

〇決定事実に関する情報の適時開示業務フロー 

 

〇発生事実に関する情報の適時開示業務フロー 

 

〇決算に関する情報の適時開示業務フロー 

 ・決算短信、四半期決算短信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

取締役会 

④議案の審

議・承認 

⑤開示資料

の審議・承認 

総務・人事部

及び財務・経

理部 

②開示資料

案作成 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

③総務・人事

部から代表取

締役、適時開

示責任者に開

示資料案の説

明 

適時開示責任

者 

⑦情報開示 

代表取締役、 
適時開示責

任者 
⑥開示資料

の最終確認 

取締役会 

⑤発生事実

の報告 

⑥開示資料

の審議・承

認 ※ 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

⑦開示資料の

最終確認 

総務・人事

部 及 び 財

務・経理部 

② 情 報 収

集、情報開

示の必要性

の検討 

③開示資料

案作成 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

④管理部から

代表取締役、

適時開示責任

者に開示資料

案の説明 

適時開示責任

者 

⑧情報開示 

※緊急に開示すべき事実が発生した場合には、

代表取締役の承認を得て速やかに開示し、取締

役会には開示資料を回付 

取締役会 

⑤決算情報の

報告を受け、

開示資料の審

議・承認 

代表取締役、 

適時開示責任

者 

⑥開示資料の

最終確認 

財務・経理部 

②開示資料案

（決算短信、

四半期決算短

信）作成 

監査人、 

監査法人 

③開示資料案

のチェック 

適時開示責

任者 

⑦情報開示 

代表取締役、 

適時開示責任者 

④財務・経理部か

ら代表取締役、適

時開示責任者に開

示資料案の説明 

総務・人事部 

①取締役会の

付議事項の取

り纏め 

 

総務・人事部 

①各部署から

発生した事実

に関する情報

の受領 

財務・経理部 

①各部署から

決算に関連

する資料受

領 


