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 2022 年 5 月 20 日 

株式会社イーディーピー 

代表取締役社長 藤森 直治 

問合せ先： 常務取締役兼総務部長 髙岸 秀滋 06-6170-3871 

 

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、平板状ダイヤモンドを製造・販売する企業として、優れた物性を持つダイヤモンドを広く応用

できるようにすることで、社会の環境問題やエネルギー問題の解決の一端を担うことで貢献することを

通じて、「株主」、「役職員」、「社会」、「取引先」等の全てのステークホルダーから支持され続け

るために、企業価値・株主価値の最大化に努めるとともに、意思決定の迅速化、経営の透明性・公正性

を高めていく必要があると考えております。 

そのために、内部統制システムの整備に注力するとともに、法令・定款の遵守、リスク管理強化、適時

かつ公平な情報開示の徹底など、コーポレート・ガバナンス（企業統治）の充実・向上を経営上の重要

な課題であると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。 

 

【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】 

コーポレートガバナンス・コードの基本原則について、全てを実施しております。 

 

 

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(％) 

Cornes＆Company Limited 250,000 11.44 

コーンズテクノロジー株式会社 215,000 9.84 

藤森 直治 210,000 9.61 

竹内工業株式会社 185,000 8.47 

旭ダイヤモンド工業株式会社 160,000 7.32 

DCI ハイテク製造業成長支援投資事業有限責任

組合 

無限責任組合員 大和企業投資株式会社 

109,100 4.99 
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株式会社新生銀行 105,500 4.83 

ファインテック株式会社 100,000 4.58 

東京都ベンチャー企業成長支援投資事業有限

責任組合 

無限責任組合員 大和企業投資株式会社 

 

90,900 4.16 

CBC 株式会社 88,800 4.06 

 

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 グロース市場 

決算期 3 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 

- 

 

 

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 
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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 10 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 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 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 

北城 恪太郎 他の会社の出身者            

加茂 睦和 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 

北城 恪太郎 ○ - 北城恪太郎氏は、日本ア

イ・ビー・エム株式会社の

代表取締役社長等の経歴
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と経済団体の代表幹事の

経験及び各種のベンチャ

ー企業の社外取締役を務

めてきた経験と幅広い見

識を有しており、経営者と

しての経験や経営に関す

る見識を豊富に有してい

ることから、客観的な立場

からの当社の経営判断へ

の助言・提言及び取締役の

職務執行の監 

督に適していると判断し、

当社の社外取締役に選任

しております。 

 

加茂 睦和 ○ - 加茂睦和氏は、独立行政法

人物質・材料研究機構の理

事を務めてきた経験とダ

イヤモンドの成長及び評

価技術に関する幅広い見

識を有しており、客観的な

立場からの当社の経営判

断への助言・提言及び取締

役の職務執行の監督に適

していると判断し、当社の

社外取締役に選任してお

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 5 名 
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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、会計監査人及び内部監査部門は、緊密な連携を保ち、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を目指しております。内部監査は、監査役及び会計監査人との連携のもとに

定期的に内部統制の状況等について意見交換を行いながら実施しております。また、監査役監査は、監

査役会で策定された監査計画等に基づいて、取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査しております。 

 

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 

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 

岡田 宗久 他の会社の出身者              

池見 達穂 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 

 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 
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岡田 宗久 ○ - 岡田宗久氏は、住友チタニ

ウム株式会社(現株式会社

大阪チタニウムテクノロ

ジーズ)での常勤監査役業

務経験と監査役の職責を

果たすための幅広い見識

を有しており、当社の業務

執行の適法性を監査する

ことが期待できると判断

し、当社の社外監査役に選

任しております。 

池見 達穗 ○ - 池見達穗氏は、日本アイ・

ビー・エム株式会社の管理

部門での業務経験と管理

業務に関する幅広い見識

を有しており、当社の業務

執行の適法性を監査する

ことが期待できると判断

し、当社の社外監査役に選

任しております。 

 

【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 

企業価値向上を意識した経営を推進するために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 

当社のこれまでの業績および今後の企業価値向上への貢献度等を総合的に判断し、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 

取締役への報酬総額及び監査役の報酬総額を有価証券報告書にて開示しております。 

報酬等の総額が 1 億円以上の者はおりませんので、個別報酬の開示は行なっておりません。 

 

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 

当社の取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、取締役会の決議により各

取締役の報酬額を決定しております。なお、その算定方法等は、本人の職責及び実績を鑑みて決定して

おります。 

監査役の報酬等については、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役会の決議により

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】 

当社では、総務部門が社外取締役及び社外監査役のサポートにあたっており、取締役会関係資料等を事

前に配布するとともに、必要に応じて事前説明を行っております。 

 

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、議長を代表取締役社長藤森直治とし、代表取締役社長を含む常勤取締役３名、社外

取締役２名の計５名で構成されており、原則、毎月１回の定期開催と、必要に応じて臨時開催を行なっ

ております。 

当社の取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、各取締役からそれぞれが

管掌する分野における業務執行状況の報告を受け、取締役の業務執行の監督を行うとともに、経営に関

する諸問題の討議の場となっております。 

(2)監査役・監査役会 

当社は、2021年６月17日開催の定時株主総会において、監査役設置会社から監査役会設置会社に移行し

ております。 

当社の監査役会は、議長を常勤監査役とし、非常勤監査役２名の計３名で構成されております。監査役

会については、原則、毎月１回の定期開催と必要に応じて臨時開催を行なっております。 

また、監査役は当社の取締役会にも出席しており、取締役の業務執行の監督、監視を行っております。 

当社の監査役は、常勤監査役１名と、公認会計士の資格を有する１名を含む非常勤監査役２名で構成さ

れております。 
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今後は、会計監査人や内部監査室と綿密に連携を取りながら、監査の質の向上を図ってまいります。 

(3)経営会議 

当社の経営会議は、議長を代表取締役社長とし、常勤取締役、各部長、企画情報室長、開発室長にて構

成されており、常勤監査役も出席しております。 

当社の経営会議は、原則として月１回開催し、必要に応じて随時開催することとしております。 

当社の経営会議では、前月の経営状況解析、予算の制定、改訂等、投資及び融資、重要な契約、大口受

注等の重要事項の審議をしております。 

(4)リスク管理委員会 

当社のリスク管理委員会は、委員長を代表取締役社長とし、常勤取締役、各部長、企画情報室長により

構成されており、常勤監査役も出席しております。 

当社のリスク管理委員会は、原則として四半期に１回開催しており、必要に応じて随時開催することと

しております。 

当社のリスク管理委員会では、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図ること

を目的とし、発生したリスク及び予想されるリスクの評価や対応等に関する審議をしております。 

(5)コンプライアンス委員会 

当社のコンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、常勤取締役、常勤監査役、各部長、

企画情報室長、内部監査担当者により構成されております。 

当社のコンプライアンス委員会は、原則として四半期に１回開催しており、必要に応じて随時開催する

こととしております。 

当社のコンプライアンス委員会では、発生したコンプライアンス上の問題点及び予想されるコンプライ

アンス上の問題点の対応等を審議しております。 

 

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 

当社が監査役会設置会社を選択する理由は、業務執行と監査機能を分離することが、牽制機能を最大限

に発揮させ、経営の透明性が確保されると考えているためです。また監査役会の活動を通じて、当社を

取り巻く事業環境の変化や、業務内容の多様化にスピーディーに対応し、一層のコーポレート・ガバナ

ンスの充実強化を図ることが可能になると考えているためであります。 

 

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 

株主の議決権行使における充分な検討期間を確保するため、招集通知の発送を早

期化するべく取り組んでまいります。 

集中日を回避した

株主総会の設定 

定時株主総会の開催は毎年 6月中旬としており、より多くの株主にご出席いただ

けるよう、第一集中日を避けるよう留意してまいります。 

電磁的方法による 今後検討すべき事項と考えております。 
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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 

今後検討すべき事項と考えております。 

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ており、当社ホームペ

ージで開示予定であります。 

 

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する予定でありま

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 

アナリスト・機関投資家向けの説明会を定期的に開催する予

定であります。 

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考えております。 あり 

IR 資料をホームペ

ージ掲載 

ホームページ上において、有価証券報告書、決算短信等決算

情報、株主総会の招集通知、適時開示書類、財務データ、各

種プレゼンテーション資料等を掲載する予定です。 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

IR 活動は総務部が担当しております。 
 

 

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

当社では、「コンプライアンス規程」を定め、全役職員に周知徹底をしておりま

す。 
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いて規定 

環境保全活動、CSR

活動等の実施 

当社の企業活動で発生する二酸化炭素量を低減すべく、様々な施策を講じてゆき

ます。コンプライアンス、内部統制、リスクマネジメントの徹底により、働きや

すい職場の形成と、地域への配慮を行ってゆきます。 

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 

株主・投資家の皆様をはじめとする全てのステークホルダーに対して、企業情報

開示の適正性、適時性の確保を目的に「金融商品取引法」「東京証券取引所規則」

「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」、その他関連法

規や規則に準拠するだけでなく、重要事項に関しては公平性を確保し、適時適切

に開示することを、基本方針としております。 

 

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 

当社の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は以下のとおりであります。 

(a) 当社の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 

イ 当社の取締役及び従業員（以下役職員と総称する）が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重した行動

を徹底するため「行動規範」並びに「コンプライアンス体制」を整備する。取締役は、当社のコンプラ

イアンスの実施状況を管理・監督し、職員やその他の当社を構成する人に対し、適切な研修体制を設け

る。 

ロ 当社の役職員の不正な行為等を発見した場合、直接連絡できる内部通報窓口を設ける。 

当社は内部通報制度を整備し、当社の役職員の不正な行為等を発見した場合、役職員は社内外に設置さ

れた通報窓口に直接通報することができる。窓口に寄せられた情報は、当社代表取締役社長または各部

署の責任者により適切に処理され、通報者が通報により不利益な取り扱いを受けることはない。 

(b) 当社の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 

当社の取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱いは、文書管理規程等に従い適切に保管及び管理し、

検索可能な体制を構築する。 

(c) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

イ 「リスク管理規程」において、当社のリスクマネジメントの基本方針を定め、事業を取り巻く様々

なリスクに対し的確な管理・実践を行う。 

ロ 当社のリスクマネジメント推進に関する課題・対応策を協議・承認する組織として代表取締役社長

を委員長とする「リスク管理委員会」を設置し、当社のリスクを統括・管理する。リスク管理委員会は、

当社のリスク状況について、取締役会に報告する。 

ハ 各部及び個別リスクの検討課題ごとに具体策を検討・実施する主管部門を設定し、主管部門は検討

の進捗を委員会に報告する。 

ニ 内部監査部門は、当社における経営活動の全般にわたる管理・運営の制度および業務執行の状況を

検討・評価し、会社財産の保全のための助言・提案等を行う。 

(d) 反社会的勢力を排除するための体制 
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当社は、反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」を定め、毅然とした姿勢で臨み一切の関

わりを持たず、不当な要求にも応じない。反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機

関と連携して情報収集を行い、組織的に毅然たる対応をする。 

(e) 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 

イ 当社は 社内規程として、組織規程、職務権限行使基準等を定め、取締役・従業員の役割分担、職

務分掌、指揮命令系統等を通じた効率的な業務執行を確保するための体制を整備する。 

ロ 当社は、定例取締役会を毎月１回、更に必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項の意思決定

並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、情報及び認識の共有、経営効率向上のための業務

執行及び重要事項に係る議論の場として、当社の取締役及び執行役員が出席する執行役員会を原則取締

役会開催日に併せ開催する。 

ハ 当社の業務運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算等、全社的な目

標を設定し、その目標達成に向け具体的な方針・戦略を立案・実行する。 

(f) 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 

監査役が必要とした場合、取締役は監査役と協議のうえ、監査役の業務補助のための監査役補助使用人

（以下「監査担当者」という。）を置き、監査役は監査業務の補助を指示することができる。この場合、

監査担当者は、監査役からの指示に基づく業務を実行中において、監査役以外の者から指示命令を受け

ないよう独立性を保ち、指示の実効性を確保する。 

(g) 監査役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 

当社は、監査役への報告をした者に対し、当該報告を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行わ

ないものとする。 

(h) 監査役の職務執行について生ずる費用の前払い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 

監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、職務の執行に必要で

ないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。 

(i) 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 

監査役は、当社の代表取締役社長と定期的な会合を持ち、また、当社の会計監査人、内部監査室との情

報交換に努め、連携して当社の監査の実効性を確保するものとする。 

 

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 

当社は、反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」を定め、毅然とした姿勢で臨み一切の関

わりを持たず、不当な要求にも応じないことを基本的な方針とし、次のような取組を実施しております。 

・対応する統括部署および統括責任者を定め、反社会的勢力に関する情報を一元的に管理し、組織的か

つ適正に対応しております。 

・反社会的勢力に対しては所轄の警察署、顧問弁護士等関連機関と連携して情報収集を行い、組織的に

毅然たる対応をしております。 
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・各種契約書、取引約款等に、反社会的勢力の排除条項について記載するものとしております。 

 

 

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 

- 

 

【模式図(参考資料)】 

 

 

【適時開示体制の概要（模式図）】 

＜当社に係る決算に関する情報等＞ 



コーポレートガバナンス 
CORPORATE GOVERNANCE 

 

13 

 

＜当社に係る決定事実に関する情報等＞ 

＜当社に係る発生事実に関する情報等＞ 

 

 

以上 

取締役会 

⑤決算情報の

報告を受け、

開示資料の審

議・承認 

適時開示責任

者 

⑥開示資料の

最終確認 

総務部 

②開示資料案

（決算短信、

四半期決算短

信）作成 

監査法人 

③開示資料案

のチェック 

総務部 

①各部署から

決算に関連

する資料受

領 

適時開示責任

者 

⑦情報開示 

適時開示責任

者、代表取締

役社長、関係

者 

④情報開示の

必要性の検討 

取締役会 

④ 議 案 の 審

議・承認 

⑤開示資料の

審議・承認 

適時開示責任

者、代表取締

役社長 

②情報開示の

必要性の検討 

適時開示責任

者 

③開示資料案

作成 

代表取締役社

長 

①取締役会の

付議事項の取

り纏め 

適時開示責任

者 

⑦情報開示 

適時開示責

任者 

⑥開示資料

の最終確認 

各取締役、監

査役会 

④発生事実の

報告 

適時開示責任

者 

⑥開示資料の

最終確認 

適時開示責任

者、代表取締

役社長、関係

者 

②情報収集、

情報開示の必

要性の検討 

適時開示責任

者 

③開示資料案

作成 

総務部 

①各部署から

発生した事実

に関する情報

の受領 

適時開示責任

者 

⑦情報開示 

代表取締役

社長 

⑤開示資料

の承認 


