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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、社会・経済環境の変化に即応した的確な意思決定やリスクマネジメントの出来る組織・機能を確立し、株主をはじめとしてすべての利害関
係者にとって企業価値を最大化することが、企業統治の基本目的であると認識しております。その基本目的をベースにして経営の公正性・効率
性・透明性を向上させることを企業統治の基本方針とした経営管理組織の整備を図っております。このため、企業倫理と法令遵守を徹底すること、
内部統制システムの整備・強化及び経営上の意思決定における客観性と迅速性を確保することを主な課題として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】

【補充原則１－２④　議決権電子行使プラットフォームの利用等】

　現在のところ、当社の株主に占める機関投資家や海外投資家の割合は極めて低いことから、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集

通知の英訳は実施しておりません。議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳については、今後、機関投資家や海外投資家の

割合等の推移を踏まえ、必要に応じ導入を検討してまいります。

【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】

　現在のところ、当社は企業年金制度を導入していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮のための取組みは行っておりませ

ん。

【補充原則３－１②　英語での情報の開示・提供】

　現在のところ、当社の株主における海外投資家等の割合は極めて低いことから、英語での情報の開示・提供は行っておりません。英語での情報

の開示・提供については、今後、海外投資家の割合等の推移を踏まえ、必要に応じ実施を検討してまいります。

【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

　当社においては、取締役会において、社外取締役からの意見も含めて活発な議論が行われていることにより、実効性の観点からも取締役会は

十分に機能しているものと認識してきたため、取締役会について特段の実効性の分析・評価は行ってきませんでした。

　もっとも、現状把握をより行って取締役会の実効性の改善につなげるため、取締役及び監査役へのアンケート等により取締役会の実効性に関す
る評価を行うことが有益であると認識しており、今後は、取締役及び監査役に取締役会の実効性に関するアンケートを実施し、開示を行う予定で
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】

【原則１－４　政策保有株式】

　現在のところ、当社は、政策保有株式を保有しておりませんが、将来的に保有することとなった場合には、本原則を踏まえ、政策保有に関する方

針等の策定・開示を行ってまいります。

【原則１－７　関連当事者間の取引】

　当社では、取締役及び取締役が実質的に支配する法人との競業取引及び利益相反取引は、取締役会での決議を要することとしております。ま

た、当社では、「関連当事者取引管理規程」を策定し、関連当事者間の取引を行う場合には、その取引が当社及び株主共同の利益を害すること

がないように、取引の必要性と実施条件の妥当性を確認する体制を整えております。

　なお、関連当事者間の取引に係る取引条件及び取引条件の決定方針等については、有価証券報告書にて開示しております。

【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】

　上記【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】に記載のとおりとなります。

【原則３－１　情報開示の充実】

（ⅰ）中期経営計画等を開示し、当社ウェブサイトにも掲示しております。

（ⅱ）当社ウェブサイト、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書において、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方

針を開示しております。

（ⅲ）有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書において、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定
方法について開示しております。

（ⅳ）取締役については、代表取締役を含む取締役の選解任に係る取締役会の任意の諮問機関である「指名評価委員会」を設置し、その評価結

果を取締役会に報告した上で取締役会にて決定しております。また、監査役候補者は、監査役として必要な能力、経験、知見等を検討し、監査役

会の同意を得た上で、取締役会にて決定しております。

（ⅴ）当社は、取締役・監査役の選解任理由について具体的な説明を行っております。取締役・監査役の各候補者の経歴等、並びに、社外取締役

候補者及び社外監査役候補者の選任理由を株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則４－１①　経営陣に対する委任の範囲】

　取締役会は、「取締役会規程」に基づき、法令及び定款に定められた事項並びに当社の重要事項を決定しております。また、「経営会議規程」を

取締役会決議にて策定しており、当該規程に基づき設置された任意の意思決定機関である経営会議においては、当該規程で規定された基準に



従い、経営の基本政策、経営方針、経営計画にかかわる事項並びに各部門の重要な執行案件について、審議・決議及び方向づけを行い、経営

会議に付議された議案のうち必要なものは、取締役会に上程され、その審議を受けております。

　なお、これらの概要については、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

【原則４－９　独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　独立社外取締役については、会社法や東京証券取引所の定める基準を満たすことを考慮して候補者を選定しております。

　また、各独立社外取締役の独立性の状況については、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

【補充原則４－１１①　取締役会全体としてのバランス・多様性・規模等に関する考え方】

　当社の現在の取締役会は、取締役5名及び監査役4名で構成されておりますが、当社の現在の事業規模からすれば、有益かつ実効的な審議を

行うことのできる規模及び構成となっております。

　取締役については、当社の属する業界の知見、経営に関する知見、法的・会計的な専門分野における知見を備えた者がそれぞれ含まれる構成

になることを基本的な考え方としております。また、監査役については、公認会計士を含むこととしております。

　代表取締役を含む取締役の選定にあたっては、取締役会の任意の諮問機関である「指名評価委員会」による審議結果を報告した上で取締役会

にて審議が行われる体制となっており、その過程において上記観点からの妥当性の確認ができるようになっております。

【補充原則４－１１②　取締役・監査役の他の上場会社の役員の兼任状況】

　取締役及び監査役の他の上場会社での兼任状況は、株主総会招集通知、有価証券報告書及びコーポレートガバナンス報告書等で毎年開示し

ております。また、必要又は要請に応じ、取締役会の議案について社外取締役及び社外監査役に事前説明を行っており、社外取締役及び社外監

査役は、その役割・責務を果たすために十分な時間・労力を振り向けております。

【補充原則４－１１③　取締役会の実効性評価】

　上記【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】に記載のとおり、現状把握をより行って取締役会の実効性の改善につなげる

ため、取締役及び監査役へのアンケートの実施を予定しており、実施後は速やかに当社コーポレートサイトで開示する予定です。

【補充原則４－１４②　取締役・監査役に対するトレーニングの方針】

　当社においては、インサイダー取引や宅地建物取引業法その他の法令の改正に関する研修等、必要な知識習得に係る研修は適宜実施してお

り、当該研修については全ての取締役・監査役の参加が可能となっております。なお、参加できなかった取締役・監査役に対しては、依頼に応じて

当日利用した資料を配布することで、知識の共有に努めております。

【原則５－１　株主との建設的な対話に関する方針】

　当社においては、社長直轄の経営企画室をＩＲ担当部署とし、ＩＲ活動を行っております。その活動の一環として決算説明会を年２回開催し、当社

の経営計画、その進捗状況及び事業面のトピックを説明し、当該決算説明会で用いた資料を当社ウェブサイトにて公表しております。また、投資

家からの要請がある場合には、個別の面談を実施しております。

　これらの体制・取組みについては、コーポレートガバナンス報告書にて開示しております。

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（％）

大東建託株式会社 4,000,000 51.86

ハウスコム従業員持株会 367,800 4.77

多田　勝美 310,000 4.02

竹内　理人 130,000 1.69

秋山　峰延 82,200 1.07

田浦　光敏 61,000 0.79

熊切　直美 60,000 0.78

稲田　昭夫 60,000 0.78

田村　穂 46,900 0.61

BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC) 44,500 0.58

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 大東建託株式会社　（上場：東京、名古屋）　（コード）　1878

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部



決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

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

当社は、大東建託株式会社を含むグループ内の取引は市価を基準として公正に行うことを方針としており、市場価格を鑑み事業環境や収益性の
変化を勘案して協議の上で取引条件を決定しております。

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

（１）親会社からの独立性確保に関する考え方

当社の親会社は大東建託株式会社であり、当社は大東建託グループにおける賃貸仲介会社として、大東建託グループの不動産賃貸仲介事業

の一翼を担っております。当社は、大東建託株式会社及び当社の企業行動基準をブランド及びCSR活動の基礎として位置付け、大東建託グルー

プ共通の価値観を醸成するとともに、企業が果たすべき社会的責任についての理解を共有する一方、大東建託グループ内の取引は市価を基準

として公正に行うこととし、独立性を確保しております。



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 10 名

定款上の取締役の任期 2 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(※)

a b c d e f g h i j k

石本　哲敏 他の会社の出身者 ○

角田　朋子 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

石本　哲敏 ○ 石本哲敏法律事務所　代表弁護士

主に弁護士としての幅広い知識や経験をもと

に、また企業法務の専門家として当社の経営

に対する助言及び意見を得るため、社外取締
役として選任しております。

尚、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要

な取引先の出身者等ではないことから、独立

性が高いものと認識しております。



角田　朋子 ○

角田朋子公認会計士事務所　

代表公認会計士

尚、平成20年10月から平成26年1月まで、
当社の会計監査人である有限責任監査
法人トーマツに所属されていましたが、現
在は独立開業されております。また、有限
責任監査法人トーマツに対する当社から
の支払は年2千7百万円の監査報酬のみ
であり、独立性に影響を与えるおそれはあ
りません。

公認会計士としての専門知識と経験等の見地
から経営や企業統治に関する意見を戴き、重
要事項の決定と業務執行の監督機能の強化を
図るため、社外取締役として選任しておりま
す。

尚、同氏は当社の親会社や兄弟会社、主要な
取引先の出身者ではなく、一般株主と利益相
反が生ずるおそれがないと考えられることか
ら、独立性が高いものと認識しております。

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
あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名評価委員会 3 0 2 1 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名評価委員会 3 0 2 1 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役候補者（新任であると重任であるとを問わない）の適性及び取締役の業務執行状況の評価等を行い取締役会に意見を述べることにより、
コーポレート・ガバナンス体制をさらに強化することを目的として指名評価委員会を設置しております。指名評価委員会の委員は取締役会が選任
し、議長は委員の互選により社外取締役が就任しております。

【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 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

（１）監査役と会計監査人の連携状況

当社の会計監査人と監査役会との間では、会社法に依拠した会計監査並びに金融商品取引法に依拠した財務諸表監査及び内部統制監査実施

時において、情報交換・報告等を通じて連携を図っております。

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障があるとき等、その必要があると判断した場合は、取締役会に、会計監査人の解任又は不再任を

株主総会の目的とすることを請求いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められるときは、監査役全員の同意に基づき、会計監

査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と

解任の理由を報告いたします。

（２）監査役と内部監査部門の連携状況

当社の内部監査部門と監査役会との間では、内部監査計画、内部監査の実施（監査実施通知書、監査調書、監査報告書、監査結果通知書、監

査結果の措置（対処）回答書、フォローアップ調査実施等）報告並びに監査報告を監査役に提出し、必要に応じて改善策・再発防止策等の監査役

との協議等を行う関係にあり、日常的な情報交換並びに内部監査及び監査役監査実施時での協力体制の構築を通じて連携を図っております。

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

0 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

今井　良明 他の会社の出身者 ○

鶴田　信一郎 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

今井　良明 　 グランツ税理士法人代表社員

企業財務に精通しておられることから当社の監
査体制に有効な助言を期待し、選任いただい
たものであり、また、公認会計士として財務・会
計等の見識を十分に有しておられることから、
社外監査役としての職務を適切に遂行いただ
けるものと判断しております。

鶴田　信一郎 　 独立開業

弁護士としての専門知識と経験等により、業務
執行の経営判断の妥当性について、法的立場
から意見・支援を受けることで、当社の監査体
制の強化に活かしていただけると考えたため。

【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

―――

【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、その他

該当項目に関する補足説明

（ストック・オプション制度）

取締役の報酬制度に関し、当社業績及び株式価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、

及び株主との価値共有を進めることを目的に、新株予約権を交付しております。なお、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日以内に

限り、行使できるものとしております。

（譲渡制限付株式報酬制度）

当社の取締役（社外取締役を除きます。）に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値
共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬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



該当項目に関する補足説明

当社社内取締役（常勤）２名に対して、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲を高めること、及び株主との価値共有を進めることを目

的に新株予約権の交付を行っております。

【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

当社は、取締役及び監査役の報酬等は株主総会の決議によって定めるものとしております。

平成30年3月期の有価証券報告書の「コーポレート・ガバナンスの状況」において、以下のとおり役員報酬の総額を開示しております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

取締役（社外取締役を除く）　２名　64,336千円

監査役（社外監査役を除く）　１名　16,692千円

社外役員　４名　10,800千円

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

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

イ．基本報酬

　　企業業績、関連する業界の他社の報酬、従業員の昇給率、勤続年数といった定量的な要素に加え、各取締役・監査役の経営能力、功績、貢
献度等の定性的な要素も考慮して基本報酬を決定しております。

　　なお、取締役の基本報酬につきましては、2007年６月28日開催の第９期定時株主総会において、年額１億5,000万円以内（ただし、使用人兼務
取締役の使用人分給与を含みません。）とご承認いただいております。また、監査役の基本報酬につきましては、2008年６月27日開催の第10期定
時株主総会において、年額2,500万円以内とご承認いただいております。

ロ．譲渡制限付株式報酬

　　2018年６月22日開催の第20期定時株主総会において、取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締
役と株主との一層の価値向上を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、当社の取締役に対し、年額3,000万円以内において、譲渡制限付
株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認いただいております。

　　また、当社では、2013年６月24日開催の第15期定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値向上の貢献意欲を高めること及び株
主との価値共有を進めることを目的として、基本報酬とは別枠で、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する報酬
として年額3,000万円以内とご承認いただいておりますが、譲渡制限付株式報酬の導入に伴い、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株式
報酬型ストックオプション制度を廃止しております。

ハ．決定方法

　　取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、取締役会決議によりその決定を一任された代表取締
役社長であり、株主総会で承認された取締役報酬の範囲内において、任意の諮問機関である指名評価委員会の意見を参考にその分配を決定し
ております。また、監査役の報酬は、株主総会で承認された監査役報酬総額の範囲内で、その分配を監査役の協議により決定しております。

　　当社の指名評価委員会における手続は、独立社外取締役の石本哲敏氏を委員長、業務執行取締役を委員として、取締役候補者の適性を評
価するとともに、前事業年度の業績等を基に、業務執行取締役の業務執行状況等の評価を行い、その意見を取締役会に報告しており、代表取締
役社長は、その意見を参考にいたします。

　　なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び指名評価委員会の活動は、取締役会の開催に先立ち
指名評価委員会を開催し、その意見を取締役会に報告するものとしております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会付議事項等の連絡や資料の事前配布を事務局であるリーガル・ガバナンス室より行い、必要に応じてリーガル・ガバナンス室もしくは起
案部門より資料説明を実施いたします。また、社内取締役および社内監査役と定期的に打合せを実施し、情報の共有化をはかって参ります。

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）業務執行の状況

イ．取締役会の構成

経営上の意思決定を迅速に行うために、人数を５名（うち、社外取締役２名）と少人数に抑え、迅速に経営判断できる取締役会を構成しておりま
す。社外取締役のうち１名は弁護士である石本哲敏氏を選任し、法律的な専門知識・経験からの意見を戴き、企業統治をより確実なものとする体
制にしております。さらに取締役会の監視機能強化のため社外取締役として角田朋子氏を選任し、公認会計士としての専門知識と経験等の見地
から経営や企業統治に関する意見を戴き、重要事項の決定と業務執行の監督機能の強化を図っております。

原則として毎月１回の定例取締役会及び必要に応じてその都度臨時取締役会を開催し、法令及び定款に定められた事項並びに当社の重要事項
を決定しております。経営の妥当性と効率性を監督し、取締役に対する監視機能を維持することを考えて、取締役会の運営を実行しております。

なお、社外取締役と当社との取引等の利害関係はありません。

ロ．経営会議の開催



経営会議は、経営の基本政策、経営方針、経営計画にかかわる事項並びに各部門の重要な執行案件について、審議及び方向づけを行い、また

は報告を受けます。経営会議に付議された議案のうち必要なものは、取締役会に上程され、その審議を受けています。経営会議は、執行役員等

をもって構成し、経営の機動性、意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図り、重要な業務執行への対応を行っています。原則として毎月１回開
催し、社長が議長を務めています。なお常勤監査役もオブザーバーとして出席しております。

ハ．営業部会議の開催

取締役会の決議事項の徹底、及び日々の業務執行上から発生する重要事項の審議・決議の会議として、毎月２回、営業部会議を開催しておりま

す。当該会議は取締役、営業部門の部長、並びに営業部の推進管理職等を主たる構成メンバーとして開催し、現場で執行されている業務内容を

具体的な課題・問題として直接把握するとともに、取締役会や経営会議で決定された経営方針に基づく業務執行の具体的な方針を直接指示でき
る場としての体制をとっております。経営と現場の間に齟齬をきたさない仕組みを構成することによって、経営の効率性と透明性の向上に努めて

おります。

（２）監査・監督機能の状況

イ．監査役会の構成

当社は監査役制度を採用しております。村岡彰氏を常勤監査役とし、公認会計士である今井良明氏及び弁護士である鶴田信一郎氏を社外監査

役、大東建託株式会社経理部長で公認会計士の岡本司氏を非常勤監査役とする４名体制となっております。常勤監査役は常時執務しており、

取締役会に常時出席している他、経営会議等、重要な会議には出席し必要があれば適宜意見の表明をしております。社外監査役並びに非常勤

監査役の３名は、法律的あるいは会計的な専門知識・経験から有益なアドバイスを行っており、当社の経営執行等の適法性・適正性について客

観的かつ中立的な監査を実施する体制になっております。さらに、監査役４名で監査役会を構成し、原則として毎月１回開催して、監査役間の意

見 (情報) 交換を行うとともに意思の疎通を図っております。

また、監査の実施にあたっては、必要に応じて内部監査室と連携しております。

これらの体制により、取締役の職務の執行状況及び取締役会決定事項の実施状況を監視しております。

なお、社外監査役と当社との取引等の利害関係はありません。

ロ．内部監査室の設置

内部監査機関として、社長直轄の内部監査室を設置し室長及びスタッフ３名の計４名にて、内部統制・リスク管理・コンプライアンス等の視点から
監査を実施し、評価及び提言を行っております。

内部監査担当者は、監査計画に基づく各部門への監査、監査結果の社長への報告、被監査部門に対する業務改善の指示及びその確認等を
行っております。また、必要に応じて監査役と連携して業務遂行することにつきましては、前述したとおりであります。

ハ．会計監査人の設置

会計監査人（有限責任監査法人トーマツ）は、会社法及び金融商品取引法に基づき、会計監査を実施しております。平成30年3月期に係る会計

監査業務を執行した公認会計士の氏名等、会計監査業務に係る補助者の構成については以下のとおりです。

（会計監査業務を執行した公認会計士の氏名等）

井上　隆司氏

志賀　健一朗氏

（会計監査業務に係る補助者の構成）

公認会計士４名、その他６名

監査役監査、内部監査、会計監査はそれぞれ独立して適切に実施されておりますが、監査結果について相互に情報共有する等、適切な監査を

行うための連携強化に努めております。

（３）監査役の機能強化に関する取組状況

当該状況につきましては、「１．機関構成・組織運営等に係る事項 【監査役関係】 『監査役と会計監査人の連携状況』、『監査役と内部監査部門の

連携状況』並びに『社外監査役の選任状況』」に記載のとおりであります。

（４）責任限定契約

当社は、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第427条第１項の規定に基づき、会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約
を締結しており、会社法第425条第１項に定める額を責任の限度としております。

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

当社は監査役設置会社であります。当社は現在のガバナンス体制の構築を行うことが現状では最適かつ効率的であると判断しておることから本

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状況

補足説明

その他
株主総会招集通知については、ホームページ等への掲載を行い、確認を容易にしており
ます。

また、株主総会終了後には総会資料に準拠する資料の開示を図っております。

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 ホームページに掲載しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 東京を中心に、個人投資家向け説明会を開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期決算時の年２回アナリスト、機関投資家向けの決算説

明会を開催しております。
あり

IR資料のホームページ掲載 ホームページに掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 当社では、社長直轄組織として経営企画室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

当社では、コンプライアンス規定等において、ステークホルダーに対する責任について定め
ており、全従業員に対し継続し周知・徹底を行っております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
当社は、社会の一員である企業として、責任と使命を果たすために、省資源・省エネル
ギー対策、リサイクル活動等を通じてコンプライアンス経営の徹底に努めてまいります。



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

(１)内部統制システムについての基本的な考え方

当社では、内部統制システムの基本的な考え方として、企業価値を継続的に高めるとともに、経営の健全性、透明性を確保しつつ効率性を高め

ることを主眼としております。

特に業務の遂行に当たっては、法令の遵守を最重要課題に位置づけ、リーガル・ガバナンス室を中心にコンプライアンスの徹底強化を図っており
ます。

(２)内部統制システムの整備状況

当社の内部統制システムの整備・強化につきましては、以下のとおり実施しております。

店舗統制のため全国を12地区に区割りした上で、各地区に営業推進管理職を配置しております。各営業推進管理職は巡回方式で店舗を指導・監
督し、会社方針を各店舗に徹底させるとともに、現場の声を収集することによって本社と店舗間の意思の疎通を図りコミュニケーションの向上に努
めております。さらに四半期に１回の頻度で全国店長会議、毎月の各地区店長会議を開催し意思疎通の更なる強化を図っております。

また、内部監査室による全拠点を対象にした内部監査を、年間計画に基づき実施しております。監査結果はトップマネジメントに迅速に報告してお
ります。被監査部門に対しても、改善事項の指摘・指導はもとより、社員のヒアリングを行うことで業務執行に関する具体的な

執行状況の確認と問題点の把握に努め、実効性の高い監査を実施しております。

さらに、組織横断的に構成する社長直属機関として、コンプライアンス監視委員会を設置し、全社あげて法令遵守体制及び内部統制の構築・運営
に取り組んでおります。

なお、平成18年5月16日開催の取締役会におきまして、内部統制システムの整備に関する基本方針を決議しており、取締役会が率先して、

内部統制の構築・運営に取り組む体制になっております。

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

当社では、当社の「経営理念・経営方針」の精神並びに「コンプライアンス規程」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たないことを基本方

針としており、反社会的勢力によるいかなる不当な要求や働きかけに対しても、組織として毅然とした対応を取ることを社内外に周知徹底しており

ます。

（２）反社会的勢力排除に向けた整備状況

イ．組織の整備状況

当社の本社内に反社会的勢力への対応を統括管理する部署を設けております。

さらに、反社会的勢力による不当要求等に対しては、直ちに統括管理部署（リーガル・ガバナンス室）に報告、対処する体制も整備しております。

ロ．外部の専門機関との連携並びに反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

統括管理部署（リーガル・ガバナンス室）において警察・弁護士等の外部の専門機関と密接に連携することにより、反社会的勢力に関する最新情
報を共有するとともに収集した情報を社内へ周知させます。

ハ．反社会的勢力に対する社内意識の醸成

コンプライアンス・マニュアルの制定及び運用により反社会的勢力に対する社内意識の向上に努めております。



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

当社は、現時点では買収防衛に関する具体的施策を講じてはおりませんが、企業価値を向上するために必要な情報収集、研究、施策検討を行

ってまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



コーポレート・ガバナンス体制概念図
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適時開示体制の概要（模式図）

　　報告

　　　　開示手続き

適時開示（東京証券取引所　TDnet、当社ホームページ）

決定事実 発生事実 決算情報

情報取扱責任者

（情報の収集・整理、重要性の判断及び情報開示の要否の検討）
情報取扱責任者の指示に基づき、経営企画室にて

関係各部署と協議

代表取締役社長
適時開示の決定

　決議機関による承認

取締役会
指示

指示

情報取扱責任者
情報取扱責任者の指示に基づき経営企画室にて実行


