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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、健全かつ効率的で透明性のある経営体制及び内部統制システムを整備・構築することが、経営の最重要課題の一つであると位置づけ
ており、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制や仕組みを整備し、最大限の利益確保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】

　当社はJASDAQ上場会社として、コーポレートガバナンス・コードの基本５原則をすべて実施しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

　当社は JASDAQ 上場企業としてコーポレートガバナンス・コードの基本５原則を遵守した上で、以下に記載する原則に対応した各種情報の開示

等を行っております。

【原則１－４．政策保有株式】

　当社は、当社との取引や協業などの事業運営上必要と判断した会社の株式について、政策保有株式として保有いたします。

その場合には、個別銘柄ごとに保有の必要性や、政策保有株式から得られるリターンを検証するなど資本コストの観点等を総合的に評価したうえ
で、取締役会において保有の合理性を検証し、保有の合理性が認められない場合には売却いたします。

議決権行使にあたっては、当社グループの利益に資することを前提に、取引先の中長期的な企業価値向上への貢献等、様々な観点化から検討
を行ったうえで、賛否を総合的に判断いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、株主の利益を保護するため、取締役が利益相反となる一定の条件を満たす取引を行う場合、取締役会の承認を得ること、ならびに取引
の経過について取締役会へ報告する旨、取締役会規程で定めており、取締役会は法令および規程に従い、適切に監督しております。

【原則２－６．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、現在、企業年金に係る制度の導入に至っておりませんので該当事項はございません。

【原則３－１．情報開示の充実】

　(ⅰ) 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　　　当社グループは、社是に「知・興・心」を掲げ、「知と情報の新結合は社会と企業の繁栄をもたらす源である。我が社は経営情報ソリューション

　　にお いて比類なき利用性・安全性・創造性を追求し、以て、顧客の発展並びに社員の進化・充実を図り、永遠の誇りある活動を推進する」とい

　　う経営理念を全うするため、PDCAサイクルに「Study（S：新しい学び）」と「Knowledge（K：知識化）」をプラスした「SK-PDCAサイクル」に基づき、

　　中長期的な戦略を実践し、社会価値の継続的な創出と企業価値の最大化をはかってまいります。

　　 当社ホームページ上のトップメッセージの「SK-PDCAマネジメントモデル」　URL　https://www.kccnet.co.jp/message/

　(ⅱ) コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と方針

　　　当社は、健全かつ効率的で透明性のある経営体制及び内部統制システムを整備・構築することが、経営の最重要課題の一つであると位置

　　づけており、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる体制や仕組みを整備し、最大限の利益確保に努めてまいります。またコーポレート・

　　ガバナンスの基本方針につきましては、当社ホームページ、「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」にて開示しております。

　　　コーポレート・ガバナンス URL　https://www.kccnet.co.jp/ir/governance.html

　(ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　　当社の取締役報酬は、「取締役報酬等決定基準」に基づき、役付、会社業績、前事業年度の業務執行及び当事業年度の役割期待等を勘案

　　し、2011年5月27日開催の第46期定時株主総会で承認された報酬限度額年額１００百万円の範囲内にて取締役会により一任された代表取締

　　役社長が支給額を決定の上、支給しております。

　(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　当社は、取締役候補者と執行役員候補者については、役割に応じた必要な知見、専門知識、経験を有する者であり、かつ人格に優れた者で

　　あることを指名にあたっての基本とし、独立社外取締役を構成員に含む取締役会において十分検討を行った上で、選解任の決定をしておりま

　　す。また、監査役候補者については、法律または財務および会計に関する相当程度の識見および経験を有している者であることを指名にあ

　　たっての方針とし、監査役会における同意を経たうえで、独立社外取締役を構成員に含む取締役会において十分検討を行った上で、選解任の

　　決定をしております。

　(ⅴ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

　　　「株主総会招集ご通知」の参考書類をご参照ください。

　　　　（https://contents.xj-storage.jp/xcontents/36700/da2a71eb/bab7/4084/af9c/9c1a82a8ce40/20210422120506132s.pdf）　　

　

【原則４－１．取締役会の役割・責務(1)】



　補充原則４－１①

　　当社は、経営の意思決定・監督機関としての取締役会と、業務執行体制を強化する下部組織として実務役員会を設けております。

　　取締役会は、法令及び定款に定められた事項のほか、当社及びグループの経営に関する方針や重要事項等を決議事項として定め、一定の

　権限を実務役員会に移譲しております。

　　実務役員会は、当社及びグループの業績管理の実効性を高めるとともに、企業風土の創生を担い、課題・問題を迅速に察知・対処できる体制

　をとっております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　　社外取締役は、取締役会全体において独立性の確保が期待できる構成とし、その独立性については東京証券取引所が定める独立性に関す

　る判断基準に基づき判断しております。また、選任にあたっては、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社の経営理念に共感し、

　その実現に向けて強い意思を持って行動できることを考慮しております。加えて、会社経営等の経験やコンプライアンス等の専門分野における

　深い見識を有していることを考慮しております。

【原則４－11．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

　補充原則４－11①

　　上記「Ⅰ．1．【原則３－１．情報開示の充実】(ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手

　　続」をご参照ください。

　補充原則４－11②

　　社内取締役が他社の取締役・監査役に就任するに当たっては、当社の取締役としての業務執行への影響などの観点から取締役会で審議

　　し、承認を得ております。なお、取締役・監査役の重要な兼職については、当社ホームページ上の会社概要の「役員一覧」をご参照ください。

　　当社ホームページ上の会社概要の「役員一覧」 URL　https://www.kccnet.co.jp/company/

【原則４－14．取締役・監査役のトレーニング】

　補充原則４－14②

　　当社は、取締役および監査役が、その役割・責務（法的責任を含む）を果たすため、会社法関連法令、コーポレートガバナンス、ならびに必要と

　される知識の習得などの研修等を実施するほか、各取締役および監査役が個別に必要とするトレーニングの機会の提供およびその費用の負担

　を行っております。

　　また、社外取締役および社外監査役に当社グループについての理解を深めてもらうため、就任時に会社概要ならびに事業内容等に関する説

　明と意見交換を実施するとともに、全社方針発表会、実績発表会、当社グループの事業場や展示会の見学等を実施しております。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

　　当社は、株主との対話が当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するようIR担当部門である管理部を中心に活動し、主要な株

　主には、執行役員も面談を実施することとしております。面談を行うにあたっては、当社が定める「ディスクロージャーポリシー」に従い、社内関係

　部門と連携しながら、インサイダー情報その他の重要情報の管理徹底に努めております。

　個別面談以外では、四半期毎の決算説明会をマスコミ、アナリストおよび機関投資家（株主を含む）向けに開催しております。IR活動をとおして把

　握した株主の意見などは、都度、執行役員等にフィードバックし、取締役会においても報告しております。

　　当社ホームページ上のIR情報「ディスクロージャーポリシー」　URL　https://www.kccnet.co.jp/ir/risk.html

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（％）

日茂株式会社 370,488 30.95

佐々木　茂則 360,773 30.14

石井　靖二郎 36,400 3.04

佐々木　綾子 32,109 2.68

ＳＭＢＣ日興証券株式会社 13,000 1.09

谷川　崇 12,700 1.06

エルジ－ティ－ バンク リミデット

(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)
12,000 1.00

大久保　英樹 11,600 0.97

織田　敏昭 11,400 0.95

ＪＰモルガン証券株式会社 10,500 0.88

支配株主（親会社を除く）の有無 佐々木　茂則

親会社の有無 なし

補足説明

特にございません。

３．企業属性



上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

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．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

　当社と支配株主との取引につきましては、一般の取引条件と同様に適切な条件による取引を基本方針とし、取引内容及び条件の妥当性につい
ては当社取締役会で審議の上、取締役会決議をもって決定しております。

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

特にございません。



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 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 7 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 4 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 1 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

1 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

堀本　勝敬 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

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

堀本　勝敬 ○ 当社との特別な利害関係はありません。

数社の法人設立と代表取締役社長を歴任する
など、企業経営における幅広い経験と見識並
びに新規事業の高い遂行力とビジネスモデリン
グの能力を有しております。また、人の個性を
活かしながら組織を目標に導くマネジメント

力とその豊富な人脈に基づき、客観的で広範
かつ高度な視野から、当社の事業運営に対し
助言していただくことを期待して選任しておりま
す。

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】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 3 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

　内部監査室、監査役、会計監査人は、定期的な情報共有や意見交換を通して、相互の連携強化を高めております。監査役会は四半期毎に、会
計監査人から説明を求めるなど相互の意見・情報交換を通して、会計監査人との連携の強化に努めております。また、常勤監査役は、内部監査
の講評会に出席し、内部監査報告を受けるとともに、監査役の立場で意見を述べております。

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(※)

a b c d e f g h i j k l m

茂呂 眞 他の会社の出身者 ○

神成 敦 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

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

茂呂 眞 ○

茂呂眞氏が代表理事を務める一般社団
法人CirKit-J並びに同氏が代表取締役を
務める株式会社アルファーAとの間で業務
ソフトの導入取引を行いましたが、どちら
も継続的な取引ではなく、取引金額も些少
であります。

システム関連の幅広い経験と知識を持ち、上
場会社において戦略的投資や事業開発に従事
した経験から、企業経営に有用な意見・助言を
期待でき、また、上場会社の社外監査役として
の経験から財務・会計に関する相当程度の知
見を有しており、広範な視野で社外監査役とし
ての職務を執行していただくために選任してお
ります。

神成 敦 ○ 当社との特別な利害関係はありません。

金融関連事業会社や上場会社における監査役
の経験を有し、監査業務に関する幅広い見識
と財務・会計に関する相当程度の知見を以っ
て、社外監査役としての職務を適切に遂行する
能力を有していると考え、選任しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

特にございません。

【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

業績連動報酬制度の導入、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

　ストックオプション制度の導入により、会社経営、業績向上、株主還元に対する意識と責任を高めることで、結果として企業価値の向上を図って
おります。

また、「取締役報酬等決定基準」を定め、取締役の業績への責任を明確にすることを目的に、都度取締役会で審議のうえ、営業利益予算の達成
度に応じた役員賞与を支給できるものとしております。

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

　当社では、会社の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的とするため、取締役及び株式上場や事業に貢献した従業員に対し、新株予
約権を付与しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）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

　役員報酬の総額が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。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

　役付、会社業績、前年度の業務執行及び今年度の役割期待等を勘案し、株主総会で承認された報酬総額の範囲内で、「取締役報酬等決定基
準」に基づき、取締役会若しくは取締役会に一任された代表取締役が決定しております。

【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を補佐する担当者を定めております。また、月１回開催している定例監査役会において、常勤監査役が、月間の監
査役監査調書を基に他の監査役に監査役監査の状況を報告することによって、社外監査役間における情報共有を図っております。

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、取締役４名（うち社外取締役１名）により構成されており、原則として毎月１回開催し、定款や法令で定められた事項のほか、経営に
関する重要事項についての審議・決定を行っております。なお、取締役の任期は１年とし、定時株主総会において毎年株主の選任を受けることに
より経営の透明性を確保しております。

〔監査役会〕

監査役会は、監査役３名により構成されており、うち２名は社外監査役であります。監査役会は、原則として毎月１回開催し、監査に関する重要な
事項について報告を受け、協議を行うとともに、重要書類の閲覧等により、取締役の業務執行の適法性を監査するほか、取締役会その他重要会
議に出席しております。

また、社外監査役は、常に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会をはじめとする重要会議において積極的な提言を行っ
ております。



〔実務役員会〕

実務役員会は、原則として毎月１回以上開催し、子会社を含む常勤取締役、常勤監査役及び執行役員によって構成され、取締役会で決定された
経営方針や事業計画の伝達を行うとともに、執行役員から業務の執行状況や業績について報告を受け、業務執行上の意思決定を行っておりま
す。

〔会計監査人〕

当社は、会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しております。また、継続監査期間及び業務を執行した公認会計士の氏
名、監査業務に係る補助者の構成等は、以下のとおりになります。

・継続監査期間

　　　2013年以降

・会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び所属する監査法人

　　　指定有限責任社員 業務執行社員 京嶋　清兵衛 有限責任監査法人トーマツ

　　　指定有限責任社員 業務執行社員 細野 和寿 　有限責任監査法人トーマツ

・会計監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士１名、その他８名

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、コーポレート・ガバナンス体制を強化し、企業価値の向上を図るため、社外取締役１名を選任しております。また、社外監査役２名は、常
に中立・公正な立場で取締役の職務執行状況を監査し、取締役会において積極的な提言を行っており、社外の視点による中立的な監視機能を当
社の経営判断及び経営の透明性確保に活かすことで、ガバナンスの実効性確保に努めております。さらに、業務執行機能強化のため、執行役員
制度を導入しており、当社の企業規模において、以上の体制が最適であると考えております。



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状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主の議決権行使環境の改善のため、招集通知の早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定
より多くの株主様が出席できますよう、第一集中日を避けた日程に設定することに努めて
おります。

その他
招集通知発送前に、招集通知のPDFファイルを当社ホームページのIRサイト
（https://www.kccnet.co.jp/ir/data6.html#）に掲載しております。

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
当社ホームページのIRサイト（https://www.kccnet.co.jp/ir/risk.html）に掲載し
ております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

年２回以上の決算説明会を予定しております。 なし

IR資料のホームページ掲載
決算短信、適時開示資料、各種説明会資料、有価証券報告書及び四半期報
告書を当社ホームページのIRサイト（https://www.kccnet.co.jp/ir/）に掲載して
おります。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理部が中心となり対応しております。

その他
年１回「株主通信」を発行しております。

また、年２回のマスコミ懇談会を行い、四半期業績等を報告するほか、当該報
告資料を当社ホームページのIRサイトに掲載しております。

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、「企業倫理綱領」において、利害関係人の立場を尊重する旨を定めております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
ISO14001の認証を取得し、環境マネジメントシステムに基づき環境保全活動を推進してお
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

当社は、顧客、株主、従業員等、当社のステークホルダーに対して、適時適切に会社情報
を提供することが重要であると認識しております。決算説明会の実施や、決算短信ほか適
時開示資料の当社ホームページでの掲載を通じ、ステークホルダーに情報発信しておりま
す。

その他

＜女性の活躍促進の方針・取組に関して＞

現在、当社には女性役員はおりませんが、女性社員が全社員の約39％を占めており、採
用・昇進に関しての性別による区別はなく、能力や成果に応じた評価を行っております。ま
た仕事と育児の両立ができるよう職場環境を整備しております。



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

　当社は、以下のとおり、内部統制システム構築の基本方針を定めます。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの運用状況を絶えず
評価し、必要な改善措置を講じるほか、この基本方針についても、不断の見直しによって改善を図り、より実効性のある内部統制システムの構築・
運用に努めます。

１．当社及び子会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

（１）当社及び子会社の取締役及び使用人が、法令及び定款を遵守し、高い倫理観をもって行動するよう「企業倫理綱領」、「企業行動規範」及び

　　　「コンプライアンス規程」を定める。

（２）コンプライアンスとリスク管理を総合的に推進するために「リスク・コンプライアンス委員会」を設置し、管理部長をコンプライアンス

　　　総括責任者として、当社及び子会社のコンプライアンスを推進する。

（３）当社及び子会社の取締役及び使用人からのコンプライアンスに係る申告等に応じる窓口を設置し、適切な運用を図り、法令違反行為または

　　　そのおそれのある事実の早期発見に努める。

２．当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）「リスク管理規程」を定め、「リスク・コンプライアンス委員会」で当社及び子会社の企業活動全般に係る個々のリスクの識別・分類・分析・

　　　評価・対応を行う。

（２）「リスク・コンプライアンス委員会」は、当社及び子会社の事業に関する重大なリスクを認識したとき、または、重大なリスクの顕在化の兆しを

　　　認知したときは、速やかに子会社を含む常勤役員及び執行役員で組織する「実務役員会」にその状況を報告するとともに、特 に重要なもの

　　　については、取締役会及び監査役会に報告する。

（３）大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、「経営危機管理規程」に基づき、「経営危機対策本部」を設置し、社長を本部長として

　　　必要な対策を講じる。

３．当社及び子会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

（１）当社は、定時取締役会を毎月１回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、関係法令、経営判断の原則及び善良なる管理者の

　　　注意義務等に基づき、当社及び子会社の経営に関する重要事項についての決定を行うとともに、取締役は、職務の執行状況について適宜

　　　報告する。

（２）取締役会で決定された当社及び子会社の年間予算の進捗状況については、取締役会で監督するほか、原則として毎月１回以上開催する

　　　「実務役員会」で報告を受け、要因分析と改善策の検討を行う。

（３）取締役会の決定に基づく業務執行は、「業務分掌規程」及び「職務権限規程」に、その執行者や手続について詳細に定める。

（４）「関係会社管理規程」に基づき、子会社の重要な業務執行については、取締役会の事前承認を要するものとする。

４．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及び子会社の取締役等の業務執行に係る事項の当社への

　　報告に関する体制

（１）「関係会社管理規程」の規定に基づき、管理部長が関係会社管理業務を統括し、子会社が効率的に経営目標を達成できるよう管理指導

　　　する。

（２）管理部長は、子会社の取締役及び業務責任者に対し、定期的に業務執行状況、財務状況その他重要情報に関する資料の提出を求め、

　　　これを整備保管するとともに、重要事項については、事前に取締役会に上程又は報告する。

（３）内部監査担当者は、子会社の業務の適正性を定期的に監査し、その結果を、代表取締役及び監査役に報告するものとする。

５．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

　　株主総会及び取締役会等の重要会議の議事録及び稟議書等の取締役の職務執行に係る文書並びにその他重要な記録・情報は、「内部

　情報管理規程」、「文書管理規程」、「情報セキュリティ管理規程」等の社内規定に従い適切に保存・管理する。

６．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、当該使用人の取締役からの独立性に

　　関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）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、代表取締役は監査役と協議の上、使用人を当該使用人として指名する。

（２）監査役が指定する補助すべき業務については、当該使用人への指揮命令権は監査役に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けない

　　　ものとする。

（３）当該使用人の人事評価については、常勤監査役の同意を要するものとする。

７．当社及び子会社の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、監査役に報告した者が

　　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及び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）当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況及び内部統制の状況、重要な委員会の活動等

　　　について報告を行う。

（２）監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けないよう「公益通報者保護規程」に準じて、当該報告者を保護

　　　する。また、報告を行ったことを理由として、当該報告者が不利益な取扱いを受けていることが判明した場合は、同規程の定めに準じ、不利

　　　益な取扱いを除去するために速やかに適切な措置を取る。

（３）主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類は、監査役の閲覧に供する。

（４）監査役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するほか、必要と認める重要会議に出席できる。

（５）監査役は、代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を確認するとともに、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の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行う。

８．監査役の職務執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務について生ずる費用または債務の処理に係る方針に

　　関する事項

（１）監査役は、監査費用の支出にあたっては、その効率性及び適正性に留意し、職務執行上必要と認められる費用について、あらかじめ年度末

　　　に来期予算を提出する。但し、緊急または臨時に支出した費用及び交通費等の少額費用については、事後、会社に償還を請求することが

　　　できる。

（２）会社は、当該請求に係る費用が監査役の職務執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒まない。



９．財務報告の信頼性を確保するための体制

　　社長を最高責任者とした財務報告に係る内部統制システムを構築・運用し、金融商品取引法その他法令に基づき、そのシステムが

　　適正に機能することを継続的に評価・維持・改善を行う。

10．反社会的勢力排除に向けた体制

（１）当社及び子会社は、「企業倫理綱領」及び「企業行動規範」に従い、反社会的勢力とは一切の関係を持たない。

（２）新規取引を開始する場合、反社会的勢力に関する担当部署である管理部総務グループで反社会的勢力との関与の有無を十分に調査し、

　　　調査の結果、反社会的勢力との関与が認められた場合、または関与の可能性があると判断された場合は、取引を開始しない。

（３）反社会的勢力から接触があった場合は、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策マニュアル」に従い、管理部長を

　　　総括責任者、管理部総務グループ長を対応責任者とし、所轄警察、顧問弁護士とも緊密な連携を図り、迅速かつ組織的に毅然と対応

　　　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

（１）当社及び子会社は、「企業倫理綱領」及び「企業行動規範」に従い、反社会的勢力とは一切の関係を持たない。

（２）新規取引を開始する場合、反社会的勢力に関する担当部署である管理部総務グループで反社会的勢力との関与の有無を十分に

　　　調査し、 調査の結果、反社会的勢力との関与が認められた場合、または関与の可能性があると判断された場合は、取引を開始しない。

（３）反社会的勢力から接触があった場合は、「反社会的勢力対策規程」及び「反社会的勢力対策マニュアル」に従い、管理部長を

　　　総括責任者、管理部総務グループ長を対応責任者とし、所轄警察、顧問弁護士とも緊密な連携を図り、迅速かつ組織的に毅然と対応

　　　する。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 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

特にございません。




