
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

 

【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】

 

２．資本構成 

【大株主の状況】

 

補足説明 

３．企業属性 

コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Apamanshop Holdings Co., Ltd.

最終更新日：2016年1月15日
株式会社アパマンショップホールディングス

代表取締役社長 大村浩次

問合せ先：管理副本部長 富田保徳

証券コード：8889

http://www.apamanshop-hd.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。

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、持株会社体制の下に親会社である当社が、コア事業である斡旋事業及びプロパテ 
ィ・マネジメント事業をはじめとして、ＰＩ・ファンド事業及びその他事業を展開する当社並びに主要子会社を中心とした連結子会社12社から成る企 
業グループを統括管理し、社会並びに株主の皆様をはじめとするステークホルダー（利害関係者）全員に対する企業責任（ＣＳＲ）を果たし、当社 
企業グループ間の相乗効果を更に発揮していくということであり、これらは経営活動の最重要課題の一つと位置付けております。 
また持株会社体制を通じて、各事業部門担当の責任と権限を明確にすることを、基本的な行動規範として、機動的なグループ経営を実現し、市
場競争力を強化することで企業価値の一層の向上を図ることを目指しております。 
当社のコーポレート・ガバナンス体制は、原則として、当社の代表取締役並びに役付取締役がグループ会社の代表取締役、取締役及び監査役を
兼任しており、グループ子会社を含めた事業戦略策定、経営管理並びに経営資源の最適配分を行っております。 
当社経営陣の監督機関としては、取締役会及び監査役会（社外監査役を含む）に加え、重要経営事項の事前審議・情報共有・リスク情報に関す 
る検討等を主な目的とした経営会議が設置されております。また、各取締役が業務執行をなす事業部門の監督機関としては、業務監査等を担当
する内部監査部門及び当社並びにグループ子会社に係る関連法規（宅地建物取引業法・建設業法等）、公益通報者保護法や個人情報保護法に
依拠した規制等の遵守・管理を目的とするコンプライアンス委員会等から構成されております。 

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。 

外国人株式保有比率 10%未満

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

大村 浩次 2,635,960 18.57

三光ソフランホールディングス株式会社 847,890 5.97

ジャパンベストレスキューシステム株式会社 816,470 5.75

株式会社ポエムホールディングス 647,790 4.56

アパマンショップホールディングス取引先持株会 397,020 2.80

株式会社クリーク・アンド・リバー社 215,330 1.52

株式会社ＭＧファシリティーズ 193,790 1.36

ワールド・キャピタル株式会社 186,060 1.31

ＣＢＮＹ－ＧＯＶＥＲＮＭＥＮＴ ＯＦ ＮＯＲＷＡ 178,700 1.26

平野 修 164,390 1.16

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

――― 

上場取引所及び市場区分 東京 JASDAQ

決算期 9 月

業種 不動産業



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 

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 

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社以上50社未満

――― 

――― 



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 

【取締役関係】 

【監査役関係】 

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況 

会社との関係(1) 

組織形態 監査役設置会社

定款上の取締役の員数 9 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 3 名

社外取締役の選任状況 選任していない

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

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 6 名

監査役の人数 4 名

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。  
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

1 名

氏名 属性
会社との関係(※)

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

有保 誠 他の会社の出身者

山田 毅志 公認会計士 ○

※ 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



会社との関係(2) 

【独立役員関係】 

その他独立役員に関する事項 

【インセンティブ関係】 

該当項目に関する補足説明 

該当項目に関する補足説明 

【取締役報酬関係】 

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

氏名
独立 
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

有保 誠  ―――

有保誠氏は、当社の大株主であります三光ソ 
フランホールディングス株式会社に勤務してお
り、当社の事業を十分に理解した立場から、法
令や定款の遵守に係る見識や同氏がこれまで
培ってきた経験を、当社の監査体制の強化に 
活かしていただきたいため、選任いただいたも
のであります。

山田 毅志 ○
税理士法人タクトコンサルティング代表社
員

山田毅志氏は、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。 
また、同氏は公認会計士及び税理士の資格を
有する外部有識者であり、経営陣から独立的 
な立場で意見申述ができること、及び一般株 
主と利益相反が生じるおそれがあると認めら
れる可能性が高いと考えられる事項に該当し
ないことから、独立役員として届け出ておりま
す。

独立役員の人数 1 名

――― 

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

当社のストックオプション制度は以下のとおりとなっております。 
イ．平成23年２月４日開催の当社取締役会の決議により、当社現取締役３名に対して、有償にて新株予約権が発行されたもの。 

ストックオプションの付与対象者 社内取締役

付与対象者を社内取締役としている理由は、当社の設立の経緯、事業モデル及び取引先等との関係等を勘案し、当該取締役らが一定の議決権
を保有することを可能とすることにより、当社グループの業績及び企業価値向上に向けた意欲を一段と高めるとともに、安定的な事業運営に寄与
すると考えたためであります。 

（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

 

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】 

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）

 

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 

平成27年９月期（平成26年10月１日～平成27年９月30日）における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりとなっておりま
す。 
・取締役に支払った報酬：178百万円 
・監査役に支払った報酬：18百万円（うち社外監査役７百万円） 
なお、当社は当該取締役報酬関係の事項を、有価証券報告書及び事業報告においても開示いたしております。 

報酬の額又はその算定方法の決定方
針の有無

なし

――― 

社外監査役については取締役会事務局を運営する総務部門がその職務を補助しております。なお、社外取締役については選任されておりませ 
ん。 

（１）業務執行の状況 
イ．経営会議 
当社グループ企業全体の重要な業務執行に係る事前審議機関として、「経営会議（原則毎週２回）」があり、当社及び主要なグループ子会社の取
締役及び副本部長以上の使用人の出席（必要がある場合は、監査役も出席）のもとに定例以外に必要に応じて随時開催されており、時宜に応じ
た機動的な対応が可能となっております。 
なお、当該会議については取締役が自らの担当会社・事業部門に関して、適宜、現状・見通し等を報告し、取締役が自らの担当以外の他の事業
部門の問題点、リスク及び業績予測等を適宜把握することができるため、取締役相互間の監視・相互牽制機能、取締役会がなすべき代表取締役
及び取締役に対する監視機能並びにコンプライアンス遵守体制の維持等、機能面で大きく貢献しております。 
ロ．取締役会  
取締役３名（社外取締役０名）、監査役４名（社外監査役２名（うち、公認会計士１名））の出席のもとに、原則として、月１回定期的に開催されてお
ります。更に、北海道から福岡までの当社の主要拠点に、機動的な取締役会の運営を目的として、「テレビ会議システム」が導入されております。
また、各種の関連する規程も「取締役会規程」、「経営会議規程」、「職務権限規程（決裁権限表を含む）」及び「関係会社管理規程」等が策定・遵 
守されており、取締役の職務執行に関してのコンプライアンス面の規制・管理がなされております。 
 
（２）監査・監督機能の状況 
イ．内部監査の状況 
当社の内部監査は、内部監査部門が担当しており、要員は当社・本社に１名（部長１名）で構成されております。 
内部監査部門は、毎事業年度に内部監査計画を内部監査マニュアルに準拠して策定し、代表取締役社長及び監査役会（監査役）に要旨を説明 
して、代表取締役社長の承認を得た後に、内部監査を実施（監査実施通知書、監査調書、監査報告書、監査結果通知書、監査結果の改善措置 
回答書、フォローアップ監査の実施等）いたしております。 
内部監査部門は、監査報告書等を代表取締役社長に提出するとともに、該当する被監査部門の責任者及び監査役会（監査役）にも同時に提出 
し、必要に応じて以降の改善策・再発防止策等について、代表取締役に指示を仰ぎます。 
内部監査部門の主要な監査対象事項は、本社各部門及び子会社の実務担当部門の業務執行の状況（執行業務内容・手段・方法・要員・リスク 
管理・再発防止・改善提案等）の監査が中心になります。内部監査の業務遂行要員については、被監査部門の社員等が全面的に当該内部監査 
に協力する体制が構築されております。 
それらの内部監査の結果を受けて、監査役は必要と判断した場合に当該被監査部門の責任者（取締役等）に対して、役員としての職務の執行上
の問題（業務権限逸脱、不正行為、コンプライアンス面・リスク管理面の危惧等）の有無に関して内部統制監査を実施する場合があります。 
ロ．監査役監査の状況 
当社の監査役会は、常勤監査役１名及び非常勤監査役３名（うち、独立役員の社外監査役１名、社外監査役１名）の計４名で構成されており、監 
査役会で定められた役割分担に依拠して業務並びに会計分野の監査を実施いたしております。 
監査役会（監査役）の監査の主な業務のうち、取締役の職務の執行に関する監査業務全般は、主として常勤監査役１名が、経営会議・取締役会 
等に関連した取締役の業務執行の状況の調査・監査を担当し、監査役会にて報告がなされております。なお、社外監査役である山田毅志氏は、 
公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有する等の見識を十分に有しており、独立役員でもありま 
す。 
内部監査部門と監査役会との間では、日常的な情報交換並びに内部統制、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。また、会計監査人と監査役会との間では、会計監査実施時での情報交換を通じて連携を図っております。 
ハ．会計監査の状況 
当社は、会社法及び金融商品取引法等の規定する（連結）会計監査業務を実施するため、太陽有限責任監査法人を会計監査人として選任いた
しております。 
当事業年度において、監査業務を執行した太陽有限責任監査法人に所属する公認会計士の氏名は、次のとおりであります。 
指定有限責任社員：業務執行社員 公認会計士 森内 茂之 
指定有限責任社員：業務執行社員 公認会計士 渡邊 誠  
また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他３名であります。なお、継続関与年数につきましては、法定の７年以内であ
りますため記載を省略しております。 
 
（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、会計監査人、内部監査部門の連携状況』」に記載のと
おりであります。 

当社では、重要な経営事項に関しては、定例の取締役会以外に、経営会議規程に定めた「経営会議（原則毎週２回）」において、少数精鋭主義の
現状の体制で、当社及び主要グループ会社の取締役及び副本部長以上の使用人が出席の上、協議・検討して推進しており、出席取締役（監査



役も任意に出席）は、相互に担当業務以外の業務の執行状況も把握しております。 
その結果、法令が要求する代表取締役及び取締役の業務執行の状況の相互監督・監視機能の確保並びに経営管理機能の客観性及び中立性 
の確保がなされ、また社外監査役を２名選任し、監査役会も同様に取締役の業務執行の状況を把握できており、十分にコーポレート・ガバナンス 
体制が機能を発揮しているため、現状の体制を採用しております。 
なお、今後につきましては、持株会社体制の基盤・規模の拡充に鑑みて、当社グループの社外取締役としての適任者を選定すべく鋭意努力をい 
たしております。 



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 

２．ＩＲに関する活動状況 

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

集中日を回避した株主総会の設定 当社は、９月30日を決算日としておりますので、定時株主総会は12月に開催しております。 

招集通知（要約）の英文での提供
当社ＷＥＢサイト（英文サイト）において、定時株主総会招集通知（表紙の部分のみ）を英文に 
て提供しております。

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ＷＥＢサイトにおいて、ディスクロージャーポリシー（ＩＲポリシー）を公表し 
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

本決算時及び第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 
説明会を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページにＩＲサイトを設け、決算資料（決算短信、決算補足資料、 
有価証券報告書、四半期報告書）、適時開示資料、電子公告及び月次・    
四半期・年次データ等、投資家の皆様にとって有益と思われる会社情報を   
開示しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 管理本部内にＩＲを専門とする担当者を設置しております。

その他
上記以外の施策としての、機関投資家との個別ミーティング及びスモールミー 
ティング等を積極的に実施しております。

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

コンプライアンス規程及びコンプライアンス・マニュアルにおきまして、ステークホルダーに対す 
る責任について定めており、全従業員に対して周知・徹底を行っております。



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 

（１）当社及びグループ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その他会社の業務の適
正を確保するための体制 
・持株会社体制下の親会社である当社におきましては、当社及びグループ子会社の取締役の職務の執行の適法性を確保するための体制とし
て、コンプライアンス体制の強化を企図して、複数の専門性を有する社外監査役を選任し、併せて取締役会規程、グループ経営会議規程、職務
権限規程（決裁権限を含む）、業務分掌規程及び関係会社管理規程等を策定し、適正に運用しております。 
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の使用人によって構成されるグループ経営会議を設置してお
り、グループ全体で相互に重要な情報を共有することによって、グループ全体の業務の適正を確保する体制としております。 
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたコンプライアンス委員によって構成されるコンプライアンス委員会
を設置しており、当社及び主要なグループ子会社におけるコンプライアンスに関する重要な事実を共有することによって、グループ全体における
法令遵守及び業務の適正を確保する体制としております。 
・当社及びグループ子会社は、グループ全体の経営理念、経営方針、当社及びグループ子会社の取締役及び使用人が遵守すべき具体的な行
動基準等を定めたコンプライアンス・マニュアルを策定し、当社及びグループ子会社において周知徹底しております。 
・当社では、当社グループにおける法令違反、社内規則違反等を早期に把握、解決するために、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプライン
を設置し、当社及びグループ子会社における法令違反、社内規則違反等について内部通報を受ける体制としております。 
・当社及びグループ子会社では、定期的に社員研修を行うことを通じて、法令遵守の重要性を周知するとともに、コンプライアンス意識の醸成を図
っております。 
・当社では、当社及びグループ子会社の業務執行部門から独立した代表取締役社長直轄の内部監査部門を設置し、当社及びグループ子会社に
おける業務プロセスを詳細に調査、監査及びモニタリングを実行することにより、財務報告に係る内部統制の整備・運用面も含めた内部監査が実
施・実践されており、万一、当社及びグループ子会社の使用人の職務執行においてコンプライアンス違反等が存在した場合にも、再発防止策・改
善策が適時・適切に実施される体制としております。 
・また、当社及びグループ子会社では、反社会的勢力への対応についてもコンプライアンスの一環として取り組んでおり、「反社会的勢力との関係
遮断」をグループ共通の重点施策として位置付け、主要な契約書類、取引書面等々において、暴排条項―反社会的勢力排除に関する条項―を
記載して徹底を図っております。 
 
（２）当社及び主要なグループ子会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 
・当社及び主要なグループ子会社は、情報保存管理体制に関連する情報・手続等を共有しており、主要なグループ子会社を含めた共通の電子稟
議制度及び稟議規程、文書管理規程、個人情報管理規程並びに情報管理規程等に準拠して情報の保存及び管理を行っており、当該規程は、当
社及び主要なグループ子会社の全役職員が閲覧でき、周知徹底できるように対応しております。 
・一方、当社及び主要なグループ子会社の株主総会、取締役会及びグループ経営会議等の主要な会議の議事録及び関連書類並びに計算書類
等の法定書類及び稟議その他重要書類等は、関連資料とともに関連法令又は規程に定められた期間にて、保存・管理しております。 
 
（３）当社及びグループ子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 
・当社及びグループ子会社では、リスク管理体制の基底となるリスク管理規程及びリスク管理実施要領を定め、更に当社及びグループ子会社の
情報セキュリティを保全すべく情報セキュリティ基本方針及びその他ＩＴに係る要領等を定め、これらの規程類に依拠したリスク管理体制の構築を
推進しております。 
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の役職員から選任されたリスク管理委員によって構成されるリスク管理委員会を設置して
おり、当社及び主要なグループ子会社のリスクについて、グループ全体でリスクの把握、管理する体制としております。 
・当社及びグループ子会社においての主要なリスクとしては、１）直接又は間接に経済的な損失をもたらす事象、２）事業の継続を中断・停止させ
る事象、３）信用を毀損し、ブランドイメージを失墜させる可能性等を想定しております。また、当社及びグループ子会社の各部署・部門において
は、事業目的に関連した経営に重大な影響をもたらす可能性があるリスクを具体的に識別するため、「リスク・リスト」を策定しております。 
・当社及びグループ子会社のリスク管理上、特に重大な危機・緊急事態等の不測の事態が発生した場合には、危機（緊急事態）管理規程に基づ
き、社長を最高責任者（本部長）とする緊急時対策本部を設置し、損害の拡大防止並びに危機（緊急事態）の収束に向けて社内外からの専門的
なノウハウ・機能を集約して、継続的に適切かつ迅速な措置を実施するための体制を構築いたします。 
 
（４）当社及びグループ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 
・当社の代表取締役及び取締役は、大半のグループ子会社の代表取締役社長を兼任することとしており、一部のグループ子会社におきまして
は、同社の取締役又は監査役を兼任することとしております。これにより、グループ子会社を含めた持株会社体制の全体的な統合性、統一性等
の面において、グループ全体で、整合性及び共通性のある各種の規程類に準拠した取締役の職務の執行が行われることとしております。 
・当社グループでは、当社及びグループ子会社における効率的・合理的な経営計画や事業計画の策定・推進、重要な情報の共有・活用を図るた
めに、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の使用人をもって構成するグループ経営会議を活用しており、各グループ会
社間の相乗効果によって、事業の拡充・協調等がなされる体制を構築しております。 
・当社及び主要なグループ子会社では、グループ全体で効率的な会計処理を実施するため、グループ共通の会計管理システムを導入しておりま
す。また、当社は、グループ全体の資金調達の効率化のため、グループ間貸付等のグループファイナンスを実施しております。 
・当社は、グループ子会社における兼任取締役の職務執行の効率化を図るべく、執行役員制度を設けて、取締役の経営監督機能と業務執行機
能の役割分担を明確化し、取締役の職務執行が効率的に、かつ効果的に実施されるための体制（態勢）を整備・運用しております。 
 
（５）グループ子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 
・当社グループでは、当社及び主要なグループ子会社の取締役及び副本部長以上の社員が参加するグループ経営会議において、グループ全体
で相互に重要な情報を共有することとしており、これにより適時にグループ子会社の業務執行に係る事項が当社に報告される体制としておりま
す。 
・当社では、関係会社管理規程を定め、グループ子会社における一定の重要な意思決定に係る事項については、事前に当社の担当部門に承認
を求め、又は報告することを義務づけております。 
・当社では、当社の内部統制推進部門及び内部監査部門によるグループ企業集団の内部統制の再検証、その運用状況の監視・牽制機能の拡
充及び改善勧告等により連結内部統制の適切な整備・運用を推進することで、統一性のある内部統制システムの構築を期して、企業集団におけ
るコンプライアンス体制及び内部統制の強化による業務の適正化を図るべく鋭意、推進しております。 
 
（６）当社の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及び当該使用人の取締役からの独
立性に関する事項 
・当社の監査役が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、当社は、その人数、要件、期間及び事由を勘案し、速やかに適任者を配置
することで対応いたします。 
・当該使用人の取締役からの独立性を強化するとともに、監査役の当該使用人に対する指示の実効性を確保するため、当該使用人が監査役の
補助業務に従事する際には、監査役の指揮命令に従うものといたします。また、当該使用人の業績考課、人事異動、賞罰については、事前に監
査役の同意を得るものといたします。 



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 

 
（７）当社の取締役及び使用人又はグループ子会社の取締役、監査役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制並びに当該報告をし
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 
・各月１回以上、定期的に開催される当社取締役会には、当社の監査役も出席し、取締役会での報告・審議・決裁事項等を取締役と共有し、共通
認識をしております。 
・毎週開催されるグループ経営会議についても、当社の監査役に対して事前に議題・議案を通知しており、同監査役において、その必要性を認め
た場合には、グループ経営会議に出席することとされています。また、グループ経営会議の議事内容については、グループ経営会議の開催後、
速やかに議事録を作成の上、当社の監査役ともこれを共有することとしております。 
・さらに、定期的に開催されるコンプライアンス委員会及びリスク管理委員会には、当社の監査役も出席し、当社及び主要なグループ子会社のコ
ンプライアンスに関する重要な事実や、リスク管理体制等に関する事項について、報告を受けることとしております。 
・当社の監査役は、当社及び主要なグループ子会社間で共有の電子稟議システムにより、個々の電子稟議を検閲して、グループ全体の業務執
行をチェック・監視する機能を有しております。 
・当社の監査役は、重要な子会社の監査役を兼任することとしており、その他の子会社についても、グループ経営会議やコンプライアンス委員会
等を通じて、必要な報告を受けることにより、グループ全体の業務執行をチェック・監視できる体制としております。 
・内部監査部門が監査により知り得た、当社及びグループ子会社に関する重要な情報や内部監査報告書は、内部監査規程に基づき、確実に当
社の監査役に報告される体制としております。 
・当社は、社内及び社外にコンプライアンス・ヘルプラインを設置し、当社及びグループ子会社における法令違反、社内規則違反等について内部
通報を受けることとしており、通報内容については速やかに当社の監査役に報告される体制としております。 
・当社は、監査役に対する報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及びグループ子
会社において周知徹底するものとします。 
 
（８）当社の監査役の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に関する事項 
・当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用
又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、速やかに所定の手続に従い、これに応じるものとします。 
 
（９）その他当社の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 
・監査役監査の実務面において、当社及びグループ子会社の全業務部門は、監査役の要請に応じて当該部門の使用人等が、関連する資料の説
明・作成・編集等の監査実務の補助を行っております。また、内部統制部門及び内部監査部門の要員も監査役の要請により、監査役の監査実務
の補助機能を担っております。 

（１）反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方 
当社は、当社の「経営理念・経営方針」並びに「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」に基づき、反社会的勢力とは一切の関 
係を遮断することを基本方針としております。また、反社会的勢力によるいかなる不当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、当社の「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンス・マニュアル」に明記し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 

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 

買収防衛策の導入の有無 なし

――― 

当社は持株会社体制下でのグループ企業として、当社の経営に総合的に参画する主要子会社を含めてのコーポレート・ガバナンス、内部統制シ
ステムについて、再構築・再編成して適宜改善・修正をなすことが重要と認識しております。 



「当社グループのコーポレート・ガバナンス体制」 

 



【適時開示体制の概要】 

 

１．会社情報の適時開示に関する基本方針 

当社は、法令遵守に基づく企業倫理の重要性を認識するとともに、市場環境・社会の変動に対応

した迅速な経営の意思決定及び経営の健全性の維持・向上を図ることにより、株主価値を高める

ことを経営の重要な課題の１つとして位置付けております。 

そのため、金融商品取引法、その他関係法令及び東京証券取引所が定める適時開示規則に基

づき、株主・投資家の皆様へ迅速、正確かつ公平に情報開示を行うとともに、幅広い情報公開に

よって、経営の透明性の更なる向上を目指してまいります。 

 

２．会社情報の適時開示に係る社内体制 

当社は、会社情報の適時開示に関し、情報取扱責任者として管理本部管掌役員を任命しておりま

す。役職員(子会社含む)が内部情報に該当する、もしくは該当するおそれがある情報を知った場

合、所属部門長を通じて情報取扱責任者へ報告することとしており､情報取扱責任者は当該情報

の漏洩防止措置を講じるようにいたしております。 

そして、情報取扱責任者は、金融商品取引法、その他関係法令及び東京証券取引所が定める適

時開示規則に基づき、当該情報が内部情報に該当する場合、または内部情報に該当する可能性

が高い場合は、経営会議の審議を経て、取締役会の決議をもって開示しております（別紙１参

照）。 

更に、内部情報には該当せず、重要性が低い情報であっても、開示することが有益又は必要と判

断する情報についても、積極的に開示する方針であります。 

なお、当社役職員によるインサイダー取引を未然に防止すべく、内部情報の管理及び役職員が行

う当社の株式等の売買その他の取引に関して、｢インサイダー取引防止規程｣を定めております。 

 

３．開示資料について 

開示資料については、情報取扱責任者の監督のもと、決算関係の資料は経理部門が、それ以外

の資料は総務部門において作成しております。なお、開示資料の作成にあたっては、必要に応じ、

会計監査人や顧問弁護士等とその内容について相談のうえ、専門家の意見を取り入れながら、正

確な資料の作成に努めております。 

 

以 上 



（別紙１）

【情報管理体制】

役職員（子会社含む）

所属部門長

報告 漏洩防止策

情報取扱責任者

（管理本部管掌役員）

報告 漏洩防止策

経営会議

取締役会（監査役会）会計監査人・弁護士等

ＰＲ情報等

情報開示

相談
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