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 2021 年 10 月 15 日 

株式会社 AB&Company 

代表取締役 市瀬 一浩 

問合せ先： 経営管理本部経営企画部 03-4500-1383 

 

 

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、企業価値の持続的な増大を図るには、コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可

欠であるとの認識のもと、ガバナンス体制の強化・充実を重要課題と位置づけております。 

こうした認識のもと、業務分掌の実施や規程の整備等により内部統制を強化するとともに、随時体制の

見直しを実施し、企業価値の最大化を図ってまいります。 

 

 

【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全て実施しております。 

 

 

 

２．資本構成 

外国人株式保有比率 30％以上 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(％) 

サンライズ・キャピタル・スリー・エル・ピー 

(Sunrise Capital Ⅲ, L.P.) 

5,217,580 35.4 

サンライズ・キャピタル・スリー（ジェイピーワ

イ）・エル・ピー 

(Sunrise Capital Ⅲ (JPY), L.P.) 

2,830,560 19.2 

サンライズ・キャピタル・スリー（ノンユーエ

ス）・エル・ピー 

(Sunrise Capital Ⅲ (Non-US), L.P.) 

2,267,580 15.4 

丹内 悠佑 1,420,600 9.6 
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㈱Logotype 1,031,540 7.0 

㈱SunFlower 1,031,540 7.0 

市瀬 一浩 494,840 3.4 

㈱I.M.C 442,080 3.0 

 

支配株主（親会社を除く）名 - 

 

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 10 月 

業種 サービス業 

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】  



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

3 

定款上の取締役の員数 11 名 

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 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 ３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 

森 学 他の会社の出身者            

岩田 真吾 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 

森 学 ○  楽天株式会社の執行役員

としての豊富な経験と幅

広い見識をもとに、引き続

き当社の経営の監督をし

ていただくとともに、当社

の経営全般に助言を頂戴
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することによりコーポレ

ートガバナンス強化に寄

与していただくことを期

待して、社外取締役に選任

しております。また同氏は

当社および当社経営陣か

ら独立した立場にあり、一

般株主と利益相反が生じ

る恐れが無いと判断した

ため、独立役員として指定

しております。 

岩田 真吾 ○  コンサルティング会社で

の経験を有するほか、長年

三星毛糸株式会社の代表

取締役を務められており、

経営者としての豊富な経

験と幅広い見識をもとに、

引き続き当社の経営の監

督をしていただくととも

に、当社の経営全般に助言

を頂戴することによりコ

ーポレートガバナンス強

化に寄与していただくこ

とを期待して、社外取締役

に選任しております。また

同氏は当社および当社経

営陣から独立した立場に

あり、一般株主と利益相反

が生じる恐れが無いと判

断したため、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 
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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 

指名委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名報酬委員会 

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) 

6 

 

- 2 2 - 2（社外監査

役） 

社外取締役 

 

報酬委員会に相当する任意の委員会 

委員会の名称 指名報酬委員会 

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) 

6 

 

- 2 2 - 2（社外監査

役） 

社外取締役 

 

補足説明 

指名報酬委員会は、2021 年９月に設置されたものです。指名報酬委員会は社外取締役 森 学氏を委

員長とし、社内取締役、社外取締役、社外監査役の中から選任される 3 名以上の委員で構成され、う

ち過半数は社外役員とすることを定めており、指名・報酬等に関する手続きの公正性・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ことを目的としております。 

 

【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 

当社の監査体制は、監査役監査、内部監査及び監査法人による会計監査の３つを基本としております。 

監査役と監査法人は、定期的な会合をもち、相互の監査計画の交換及び監査結果等について説明、報告

を行い、監査の品質向上を図っております。 

監査役と内部監査人は、定期的な会合をもち、財務報告を含む業務の適正性や効率性、法令上の内部統

制への対応等について報告、意見交換を行い、経営全般について連携して監査を実施しております。 

 

社外監査役の選任状況 選任している 

社外監査役の人数 ２名 
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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 

小田原 崇行 公認会計士              

美和 薫 

（戸籍上の氏名 

 三木 薫） 

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 

小田原 崇行 ○ - 会計士として企業税務に

精通しており、会計、税務

に関する相当程度の知見

を有しており公正中立的

な立場から取締役の監視

とともに、提言・助言をい

ただけると判断したこと

から、社外監査役として選
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任しております。また同氏

は当社および当社経営陣

から独立した立場にあり、

一般株主と利益相反が生

じる恐れが無いと判断し

たため、独立役員として指

定しております。 

美和 薫 ○ - 弁護士として法律に関す

る高い経験と見識を有し

ており、社外監査役として

の監査機能の実効性を高

めていただくため社外監

査役として選任しており

ます。また同氏は当社およ

び当社経営陣から独立し

た立場にあり、一般株主と

利益相反が生じる恐れが

無いと判断したため、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 

当社は、独立役員の資格をみ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 

該当項目に関する補足説明 

当社グループは中長期の業績及び企業価値を向上させることを目的としてストック・オプション制度を

採用しております。 

当社グループは、当社の株主総会において承認された内容に基づき、当社の取締役会決議により、役員

及び従業員にストック・オプションとして新株予約権を付与しております。 
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ストックオプションの付与対象者 社内取締役,従業員,子会社の取締役,子会社の従業

員,その他 

該当項目に関する補足説明 

当社の継続的な成長および企業価値の向上への貢献意欲を高めることを目的として導入しております。 

 

 

【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１億円以上である者が存在しないため、個別報酬の開示はしておりません。 

 

 

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 

役員の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、会社の業績等を勘案して、

取締役については取締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】 

当社は経営企画部が取締役会の事務局を担当し、社外取締役及び社外監査役への情報伝達、取締役会資

料の事前配布、その他必要に応じて業務の補助、事務処理等のサポート業務を行っております。 

 

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) 

（取締役会） 

取締役会は、代表取締役 市瀬一浩が議長を務め、取締役 CFO 永島光、社外取締役 清塚徳、社外取締

役 森学、社外取締役 岩田真吾の取締役５名（内、社外取締役３名）で構成しており、当社の取締役会

規程に基づき、経営方針、経営戦略、事業計画や組織、人事等の重要事項を審議及び決議し、また当社

及び関係会社の業務執行の監督を行っております。原則として毎月１回以上開催しております。また、

常勤監査役 阪本昌子、社外監査役 小田原崇行、社外監査役 美和薫の監査役３名（内、２名社外監査

役）が出席して、意見陳述を行っております。 

加えて、当社の取締役会のメンバー及び子会社の取締役で構成される子会社取締役会を開催し、経営上

の重要事項を適時に伝達し、関係会社の業務執行状況を監督しております。 

 

（監査役会） 

監査役会は、常勤監査役 阪本昌子、社外監査役 小田原崇行、社外監査役 美和薫の監査役３名（内、

２名社外監査役）で構成しております。 
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各監査役は、監査役会で定めた監査方針に従い、取締役会への出席や業務執行、財産の状況の調査等を

通じ、会計監査人及び内部監査を担当する内部監査室とも適時の連携を取りつつ、取締役の職務執行の

厳正な監査を行っております。 

社外監査役は、取締役の職務の執行に対する監査役による監査の実効性を高めるために、当社と利益相

反の生ずるおそれがなく、独立性を有する２名で構成しております。 

 

（指名報酬委員会） 

当社グループは、取締役会の下に任意の取締役の指名報酬委員会を設置し、代表取締役 市瀬一浩、取

締役 CFO 永島光、社外取締役 森学、社外取締役 岩田真吾、社外監査役 小田原崇行、社外監査役 美

和薫の６名でその過半数を社外役員で構成しております。同委員会は役員の指名や報酬制度についての

水準の妥当性、決定方針等を客観的な立場から取締役会に答申しており、取締役会の諮問機関として必

要に応じて開催しております。 

 

（内部監査室） 

内部監査室は、当社の従業員３名で構成しております。 

内部監査は、当社が定める「内部監査規程」に基づき当社及び関係会社の経営諸活動の遂行状況及び財

産管理の実態を公正かつ客観的な立場で調査し、諸法令、定款及び社内規程への準拠性を確かめ、経営

の合理化及び能率の増進に資するとともに、不正及び業務上発生する過誤等を防止し、もって経営管理

に資することを目的としております。 

 

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、効率的な経営の追求と同時に経営監視機能が適切に働く体制の確保を図るために、当社事業内

容や内部情報に精通している社内取締役、専門領域における豊富な知識と経験を有する社外取締役で構

成される取締役会、社外監査役を含む監査役による経営監視体制による企業統治体制が適切と判断し、

監査役会制度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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

株主の方々が十分な検討時間を確保できるよう、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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

より多くの株主にご参加いただけるよう、株主総会の集中日を避けるように日程

を決定する方針です。 

電磁的方法による 今後検討すべき課題と認識しております。 
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議決権の行使 

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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

招集通知(要約)の英

文での提供 

今後検討すべき課題と認識しております。 

その他 ‐ 

 

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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

ディスクロージャーポリシーについては作成することを予

定しています。また、当社ホームページに IR サイトを設け、

掲載することを予定しています。 

 

個人投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後検討すべき課題と認識しております。 

現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、

実施を検討してまいります。 

 - 

アナリスト・機関投

資家向けに定期的

説明会を実施 

今後検討すべき課題と認識しております。 

上場後は定期的に実施することを予定しています。 

 - 

海外投資家向けに

定期的説明会を開

催 

今後検討すべき課題と認識しております。 

現時点では未定ですが、今後の株主構成等を考慮した上で、

実施を検討してまいります。 

 - 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

今後検討すべき課題と認識しております。 

上場後は当社ホームページに IR サイトを設け、掲載するこ

とを予定しています。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

経営管理本部経営企画部 
 

その他 -  

 

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 
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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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

適時開示規程及びフェア・ディスクロージャー・ルールマニュアルにおいて、ス

テークホルダーに適時適切かつ公平な情報提供を行うことと定めております。 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

今後検討すべき課題と認識しております。 

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 

今後検討すべき課題と認識しております。 

当社は、関係法令、取引所諸規則等を遵守し、また社内体制及び IR 活動の充実

などを図ることにより、ステークホルダーの視点に立った会社情報を、公平、迅

速かつ適切に開示してまいります。 

その他 - 

 

 

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、経営の透明性の向上とコンプライアンスを徹底するための体制として、2019年８月20日開催の

取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」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・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) 当社は経営理念、倫理綱領等、コンプライアンス体制に関わる規程を、当社の取締役・使用

人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。  

(2) コンプライアンスを横断的に統括する部署を設置し、取締役・使用人の教育、啓蒙を図る。  

(3) 内部監査室は経営管理部と連携し、コンプライアンスの状況を定期的に監査するものとし、

その監査結果については、経営会議等に報告するものとする。 

(4) 当社内における法令遵守上疑義がある行為について、使用人が直接通報を行う手段を確保す

るものとする。 重要な情報については、必要に応じてその内容と会社の対処状況・結果につき、

当社取締役・使用人に開示し、周知徹底を図るものとする。  

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  

(1) 取締役の職務の執行に係る情報・文書(電磁的記録も含む)については、文書管理規程にした

がい保存・ 管理を行うものとし、取締役及び監査役が当該情報・文書等の内容を知り得る体制を

確保するものとする。  

(2) 文書管理規程には保存対象情報の定義、保管期間、保管責任部署等を定めるものとする。  

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制  

(1) リスクの未然防止、極小化のために組織横断的リスクマネジメント体制を構築し、当社及び

子会 社のリスクを網羅、総括的管理を行う。  
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(2) 新たに発生したリスクについては、「リスク管理規程」に基づいて担当部署にて規程を制定、

取締役会にはかるものとする。  

(3) 取締役・使用人のリスク管理マインド向上のために、勉強会、研修を定期的に実施する。ま

た、 必要に応じて内部監査を実施し、日常的リスク管理を徹底する。  

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  

(1) 当社及び子会社の取締役・使用人の役割分担、職務分掌、指揮命令関係等を通じ、職務執行

の効 率性を確保する。  

(2) 職務分掌、権限規程等については、法令の改廃、職務執行の効率化の必要がある場合は随時

見直すものとする。  

(3) その他業務の合理化、電子化に向けた取組により、職務の効率性確保をはかる体制の整備を

行う。 

(4) 経営会議、取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施を行う。  

 

５．当社及び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  

(1) 当社及び子会社の業務適正確保の観点から、当社のリスク管理体制、コンプライアンス体制

をグループ全体に適用するものとし、必要な子会社への指導、支援を実施する。  

(2) 内部監査室は定期的に当社及び子会社の内部監査を実施し、当社及び子会社の内部統制の有

効性と妥当性を確保する。また監査結果については、代表取締役及び経営会議等に報告するもの

とする。 

(3) 子会社を担当する役員又は担当部署を明確にし、必要に応じて適正な指導、管理を行うもの

とする。また、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的に当社に報告するものと

する。  

６．監査役がその職務を補助すべき使用人(補助使用人)を置くことを求めた場合における当該使用人

に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項  

(1) 監査役が十全の監査を行うために補助使用人を必要とする場合には、取締役会は補助使用人

を設置するかどうか、人数、報酬、地位(専属か兼業か)について決議するものとする。  

(2) この補助使用人の異動には監査役の同意を必要とし、またその人事評価は監査役が行う。  

(3) 監査役より監査業務に必要な命令を受けた補助使用人は、その命令に関して取締役、監査部

長等の指揮命令を受けないものとする。  

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の監査役への報告に関する体制  

(1) 当社及び子会社の取締役又は使用人は、法定の事項に加え以下に定める事項について、発見

次第 速やかに監査役に対して報告を行う。  

①会社の信用を大きく低下させたもの、またはその恐れのあるもの  

②会社の業績に大きく影響を与えたもの、またはその恐れのあるもの  

③その他当社行動規範、倫理綱領への違反で重大なもの  

(2) 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
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保障 する。  

(3) 内部監査実施状況、コンプライアンス違反に関する通報状況及びその内容を速やかに報告す

る体 制を整備する。  

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) 監査の実施にあたり監査役が必要と認める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。  

(2) 監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換会を設定する。  

９．監査役の職務執行について生ずる費用等の処理に係わる方針 

監査役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) 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の整備及び運用の体制を

構築する。 

(2) その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行う。  

１１．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) 反社会的勢力による被害の防止及び反社会的勢力の排除について、当社倫理綱領において、

「市民社会の公序良俗に反し脅威を与える反社会的勢力及び団体には、断固たる姿勢で臨む」旨

を規定し、全取締役・使用人へ周知徹底するものとする。  

(2) 反社会的勢力排除に向けて、不当要求がなされた場合の対応基本方針、対応責任部署、対応

措置、報告・届出体制等を定めた対応規程を制定し、事案発生時に速やかに対処できる体制を整

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 

上記「内部統制システム構築の基本方針」の『１１．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』に記載の通りであります。 

 

 

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 

現時点において、買収防衛策の導入予定はありません。 

 

 

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 

- 
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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）】 

情報開示体制図

当社経理財務部

（有価証券上場規程

による開示有無の確

認）

議案上程適時開示責任者

（取り纏め/検討）
取締役会

適時開示責任者

（確認/検討）

適時開示責任者

（有価証券上場規程

による開示有無の確

認）

（監査役による意見陳述）

当社経営企画部

（取締役会決議予定案

件の取りまとめ）

（当社決定事実）

（子会社決定事実）

各子会社

取締役会決議

■決定事実

当社経理財務部

（有価証券上場規程

による開示有無の確

認）

情報開示

適時開示責任者

（有価証券上場規程

による開示有無の確

認）

当社各部署

各子会社

責任者

（緊急事態等の発生）

当社各部署

各子会社

協議

■決算情報

■発生事実

代表取締役

（確認/検討）

情報開示

適時開示責任者

(最終確認/開示指

示)

代表取締役

（最終確認）

当社経理財務部

（決算情報の取り纏

め）

監査法人

監査/チェッ

ク

議案上程
取締役会

（監査役による意見陳述）

情報開示

適時開示責任者

(最終確認/開示指

示)

代表取締役

（最終確認）

代表取締役

（確認/検討）

（決算情報）

当社各部署

各子会社

議案上程

取締役会

（監査役による意見陳述）

情報開示

適時開示責任者

(最終確認/開示指

示)

代表取締役

（最終確認）
(通常時)適時開示責任者

（取り纏め/検討）

代表取締役

（確認/検討）

協議

協議

(緊急時)

承認 適時開示責任者

(開示指示)

 

 

 

以上 


