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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
（１）コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方
当社グループは、パーパス「幸せな仕事を通じてひとりひとりの可能性をひらく社会に」に基づき、持続的かつ安定的に企業価値を向上させること
が会社経営の使命であると考えており、経営の健全性を確保しつつ収益力のある効率的な経営を推進してまいります。
加えて、当社グループは経営情報の正確かつタイムリーな開示により、経営の透明性を維持し、株主・投資家をはじめ、取引先、従業員、地域・社
会等のステークホルダーとの良好な関係を形成するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化を経営の最重要課題の一つとして位置づけ、その
向上に努めることで社会的責任を十分に意識した企業活動を行ってまいります。
（２）コーポレート・ガバナンスの体制
当社は監査役会設置会社であり、監査役会が独立した立場から、経営に対する監視・監査機能を果たしております。
当社経営に対し、客観的な立場からの外部視点による適切な助言・提言を受けること及び取締役会の監督機能の強化を図ることを目的に取締役
の半数を社外取締役としております。また、社外取締役が取締役会の諮問機関である指名委員会、報酬委員会の委員長を務めることにより、取
締役の選任、報酬に関する妥当性、透明性を確保しております。
独立社外取締役及び独立社外監査役を構成員とする独立役員会議を設置・定期開催し、情報交換・認識共有を図ることで取締役会における議論
の活性化を図っております。
事業会社にコンプライアンス会議を設置し、当該結果を取締役会の報告事項とすることで、当社グループの法令等の遵守状況をモニタリングして
おります。
当社は、人権、環境問題及び社会との共生等を考慮した持続可能な社会の実現のための機会とリスクについて統括管理・審議するために、サス
テナビリティ委員会を設置しております。
当社は、当社グループにおける財務報告に係るリスクの把握及び統制を実施するため内部統制委員会を設置し、当社グループの財務報告に係
る業務の有効性評価について審議を行っております。

【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】
当社は、コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて実施する方針としております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
＜対象コード＞
２０２１年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。
■政策保有株式について 【原則1-4、補充原則1-4（1）、補充原則1-4（2）】
当社は持続的な成長と社会的価値、経済的価値を高めるため、業務提携など経営戦略の一環として合理性がある場合のみ、政策保有株式を保
有します。
取締役会は、個別の政策保有株式について中長期的な経済合理性等を検証し、その結果を開示するとともに、継続して保有する必要がないと判
断した場合などは、政策保有株式の縮減に努めます。
政策保有株式の議決権行使については、当該企業の価値向上に繋がるか、当社の企業価値を棄損させる可能性がないかなど、議案ごとに個別
に検証したうえで、賛否を判断します。
■関連当事者間の取引について 【原則1-7】
当社役員及び重要な子会社の役員に関する競業および関連当事者間の取引については、当社の利益を損なうことがないよう、会社法に従い、「
取締役会規則」にて取締役会決議事項に定めております。また、当社は、当社役員や重要な子会社の役員などに対し、関連当事者取引に該当す
る取引の有無を把握するための調査を毎年実施しております。
関連当事者取引については、取引条件、その決定方法の妥当性及び当該企業からの独立性確保の状況等について、取締役会において内容を
検討する等のモニタリングにより統制しております。また、当該取引を実施した場合は、法令に基づきその事実を開示いたします。
■社内の多様性の確保 【補充原則2-4(1)】
当社は、中核人材の多様性の確保実現に向け、年齢、性別、国籍等を問わず、雇用、配置、昇進、賃金、評価、研修等の取扱いに係る機会均等
を図り、多様な人材の活躍機会の創出に努めます。
2022年6月期からは、グループ会社の主要ポジションへのサクセッションプランを開始し、グループ会社の主要ポジションを設定のうえ当該ポジショ
ンに求められる人材要件の設定、登用基準や登用プロセスの明確化を行い候補者の選抜・育成を推進していきます。更には、個人能力の最大発
揮、個々人のキャリアパス実現を支援する制度として、グループ会社横断での社内公募制度を実施することで適材適所の実現に取り組んでいま
す。
中途採用者の管理職への登用については、2021年9月末現在 国内の内勤中途入社管理職比率は90.2%となっており、積極的な取り組みが既に

なされており、今後も継続して進めてまいります。
女性の管理職への登用については、2021年9月末現在、国内の女性管理職比率は10.3%です。今後女性比率の向上に向けて、女性従業員が能
力を最大限に発揮できる職場づくりに努め、出産後の女性が仕事を継続しやすい環境を整えるべく、育児休業、育児看護休暇、短時間等勤務、フ
レックス制度、テレワーク制度等の、育児と仕事の両立をサポートする諸制度を更に整備してまいります。
国内の外国籍人材比率は、2021年6月末現在4.6%ですが、大半が派遣先で就業を行う技術社員であり、自身のキャリアとして管理職を求めている
者が少ないことから、外国籍人材の管理職登用については、具体的な目標を定めておりません。
■企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 【原則2-6】
当社および主要子会社において企業年金基金制度の導入はなく、従業員の資産形成を支援するため、企業型確定拠出年金を採用しております。
■会社の意思決定の透明性・公平性等に関する事項と情報開示について
【原則3-1、補充原則4-2（1）、補充原則4-3（3）、補充原則4-11（1）、原則5-2】
（1）パーパス（存在意義）
当社のパーパス（存在意義）については、「会社情報」の「Purpose パーパス 詳細を見る」をご参照ください。
当社ホームページ https://www.yumeshin-benext.co.jp/
（2）経営戦略、経営計画
当社は資本コストを上回る収益力と事業成長を志向するとともに、財務健全性と事業持続性を確保するために事業ポートフォリオを随時検討し、M
&Aも含めた事業展開を推進していく考えです。この方針に従い2022年6月期を初年度とした４ヵ年の中期経営計画を策定し、当社ホームページ(ht
tps://www.yumeshin-benext.co.jp/)に公表しております。
（3）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
本報告書の「Ⅰ.１基本的な考え方」に記載しております。
（4）取締役の報酬決定の方針と手続き
取締役報酬は、その過半数を社外取締役とする報酬委員会（取締役会の決議によって選任）で検討し、報酬水準および報酬決定プロセスを含め
た報酬制度全体の透明性および客観性を担保しております。また、単年度の業績連動と中長期的な企業価値の向上に連動するよう、現金のみな
らず株式による報酬を導入しております。詳細につきましては、本報告書「Ⅱ【取締役報酬関係】報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内
容」に記載しております。
（5）最高経営責任者を含む経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の指名の方針と手続き
＜取締役候補者の指名＞
取締役候補者については、高い職業倫理を有し、ステークホルダーの権利・立場を尊重しつつ、持続的かつ中長期的に当社グループの企業価値
を向上することができる者という観点において、取締役会の決議によって選任されたその過半数を社外取締役とする指名委員会で選定し、取締役
会において審議のうえ、決議し、株主総会へ付議します。
＜監査役候補者の指名＞
監査役候補者については、取締役の職務執行の監査を的確かつ公正に遂行することができる知識・経験・能力および必要な財務・会計に関する
知識を有する者という観点から選定に努めており、監査役会の同意を得たうえで、取締役会において審議のうえ、決議し株主総会へ付議します。
＜最高経営責任者（代表取締役）を含む経営陣幹部の解任＞
最高経営責任者（代表取締役）を含む経営陣幹部の解任について、その業務執行状況や資質を満たさなくなった場合など適格性に欠くと認められ
る場合、指名委員会において十分に検討・審議・答申し、取締役会で決定することとしております。また、指名委員会は最高経営責任者（代表取締
役）の後継者候補者の教育、育成あるいは社外からの招聘の可能性を含めた検討を行います。
（6）経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補者の選任・指名についての説明
取締役および監査役候補者につきましては、株主総会招集ご通知の参考書類において、個々の指名の理由を開示しております。詳細につきまし
ては、当社ホームページに掲載しております。
当社ホームページ(https://www.yumeshin-benext.co.jp/)
■サステナビリティについての取組み等 【補充原則3-1(3)】
当社は、サステナビリティに関する取り組みとして「社会、人権、環境等に関する企業倫理」を策定し、事業を通じて社会課題解決を推進することで
、当社グループの持続的な成長とサステナブルな社会の実現を目指しています。
また透明性重視・積極的な情報開示の観点からコーポレートサイト内に「SDGs＆ESG」の項目を設け、具体的な取り組みや非財務情報についてサ
イト内で公開しています。
当社は、人権、環境問題及び社会との共生等を考慮した持続可能な社会の実現のための機会とリスクについて統括管理・審議するために、サス
テナビリティ委員会を設置しております。また、気候変動に関するリスクと機会についてTCFDまたはそれと同等の枠組みに基づき、積極的な情報
開示と透明性向上に努めます。
多様な人材が活躍できるよう、働きやすい職場環境の整備にも取り組んでいます。労働時間に関してはコンプライアンス会議等で厳密に管理・監
督しており、長時間労働や安全でない労働環境での健康被害の防止について把握しています。従業員に対しては、安全衛生教育研修を実施し、
労働環境改善、労働災害発生防止に取り組んでいます。また、労働局や労働基準監督署の指導状況をグループで共有しているほか、取り組むべ
き課題や労働時間の削減、そのほか法令に関わる取り組みを適正に把握・推進し、労働安全衛生やメンタルヘルスに配慮した働きやすい職場環
境の維持に努めています。
■経営陣に対する委任の範囲について 【補充原則4-1（1）】
当社は、法令および定款に定めるもののほか、取締役会において決議すべき事項を「取締役会規則」として定め、経営方針・計画、業務執行部門
責任者（事業子会社社長含む）の選解任、重要な組織・制度の制定・改廃、その他重要な経営判断を取締役会の決議事項として定めております。
また、取締役会は、各業務執行取締役の業務執行報告や、内部統制をはじめとした各社内委員会・会議体等からの報告を定期的に受け、業務執
行の監督を行っております。
なお、取締役会から権限委譲している事案の意思決定（決裁権限）については、別に定める当社「組織権限規程」及び「組織権限基準表」により、
経営会議等の業務執行機関、最高経営責任者である代表取締役、及び職位者等への委任の範囲を各事案の規模・重要性・リスク等に応じて定
め、適切に権限を委譲しております。

■独立社外取締役の独立性判断基準および資質について 【原則4-9】
当社は、会社法に定める社外取締役の要件および東京証券取引所の独立性基準に定める一般株主と利益相反の生じるおそれのない者という要
件を満たし、過去に当社の業務執行取締役又は業務執行者であった者以外の者を、独立社外取締役に選任しております。また、独立した立場か
らの助言・牽制等、経営の意思決定に透明性及び健全性の向上を目的に、それぞれの専門分野において豊富な経験と幅広い知見を有した者を
招聘しております。
■諮問委員会の設置 【原則4-10(1)】
取締役会の諮問機関として、指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
詳細につきましては、本報告書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」に記載
の「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」の「補足説明」欄に記載しております。
■取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方 【補充原則4-11(1)】
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、取締役の知識・経験・能力のバランス及びジェンダー等の多様性を考慮し、過
半数を社外取締役とする指名委員会で選定し、取締役会に推薦しております。
なお、各取締役が有する、主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを統合報告書で開示しております。
当社ホームページ https://www.yumeshin-benext.co.jp/
現在、取締役会は、業務執行取締役５名及び社外取締役５名（うち、女性1名）を含む１０名で構成されております。
■取締役・監査役の兼任の状況について 【補充原則4-11（2）】
取締役・監査役の兼任については、利益相反取引の観点からの検証のほか、兼任数を確認のうえ合理的な範囲と考えており、当社の取締役・監
査役の業務に十分な時間・労力を振り向けることができると考えております。これら取締役・監査役ならびにその候補者の重要な兼職の状況は、
株主総会招集ご通知の参考書類や有価証券報告書の開示書類において毎年開示しております。
当社ホームページ(https://www.yumeshin-benext.co.jp/)
■取締役会全体の実効性分析・評価について 【原則4-11、補充原則4-11（3）】
当社は、取締役会に期待される機能が適切に果たされているか検証し、その向上を図るために、事業年度を区切りとした取締役会の実効性の評
価を年１回実施しております。
2021年６月期の取締役会の実効性に関する分析・評価の概要は下記のとおりです。
【分析・評価の方法、プロセス】
当社は、以下のプロセスにて取締役会の実効性評価を実施いたしました。
・実施対象者 全ての取締役、監査役 （計14名）
・評価方法
自社による無記名式アンケート（設問選択及び意見記入方式）を実施回答。結果を集計・分析の上、取締役会にて評価
・評価項目（大項目）
第１ 取締役会の構成に関する質問
第２ 取締役会の運営に関する質問
第３ 取締役会の議題に関する質問
第４ 取締役会を支える体制に関する質問
第５ 指名・報酬に関する質問
【分析・評価の結果概要】
（１）実効性評価の結果
当事業年度（2021年6月期）は2021年4月１日の当社（株式会社ビーネックスグループ）と株式会社夢真ホールディングスとの経営統合により半数
の取締役および監査役の異動が伴いましたが、統合後の入念な準備と円滑な運営により、事業年度を通じて、取締役会が期待される役割である
経営の監督、重要事項の決定等を適切に果たしており、以下のように形式だけでなく実効性が十分に確保されていると評価いたしました。
・取締役会は多様性と適正規模を両立させる形で構成されている。
・全役員に対して審議や意見交換に必要な情報共有がされている。
・取締役会の年度計画に基づき適正な議案と報告事項がなされており、自由に発言でき意見交換も闊達に行われている。
・以上のような運営体制が継続的に実施されている。
・報酬・指名決定のプロセス等について機能している。
（２）前事業年度（2020年6月期）における取締役会の実効性評価で抽出された課題の取組みについて
・後継者計画/育成に関する選任の基準とプロセスを明確にする
2021年4月の経営統合により代表取締役2名体制となっております。統合後の新体制直後であるため当期においては優先度をさげております。
・中期経営計画の施策・達成状況について議論を行う
中期経営計画「BY25」の策定にあたり、パーパス、業績計画及び戦略等について議論をいたしました。
・独立社外役員の情報・意見交換の場を設ける
当事業年度では対応しきれず統合により運営を見直すことから引き続きの課題となっています。
・（新任）役員向けの研修を実施する
全役員に対して統合後の主要事業会社経営陣から事業概要、戦略、課題等の説明と議論の場を設けました。
・資料事前送付の時期や、資料構成を改善する
資料の改善と早期化を行っていますが、統合により事前工数が想定より増え、取締役会の充実に向けて、引き続きの課題となっています。
（３）当事業年度（2021年6月期）の取締役会の実効性評価で抽出された課題
・サステナビリティに関する取り組み
取締役会の年間計画にサステナビリティに関するスケジュールを設け、また取締役会が必要な情報報告や決定ができる体制を強化します。
・独立社外役員の情報・意見交換の場を設ける（前事業年度から引き続き）
年間計画に独立社外役員の意見交換を行うスケジュールを設け、また必要に応じた業務執行側へ報告事項の指示等の体制を強化します。
・後継者計画/育成に関する選任の基準とプロセスを明確にする（前事業年度から引き続き）
指名委員会を主に今後の選任の基準やプロセスについての議論を活性化します。
・資料の事前送付の事項や取締役会の会議運営の充実（前事業年度から引き続き）
取締役会における議案の審議や経営に関する議論が一層充実するよう、定型的な報告事項の効率化、独立社外役員の意見反映および運営準

備の強化を進めます。
今般の取締役会実効性評価の結果及びその議論の中において各役員から発言された様々な意見をもとに、今後の取締役会の機能を継続的
に向上してまいります。
■取締役・監査役に対するトレーニングについて 【補充原則4-14（2）】
当社は取締役または監査役に対して、会社法およびその他の関連法令、経営戦略、財務分析などに関する研修を必要に応じて行います。また、
社外役員に対しては、当社グループの事業概況の説明や主要拠点の視察等を実施します。
■株主との建設的な対話に関する方針について 【原則5-1】
当社は、株主・投資家との建設的な対話を促進するために、担当役員を選任するとともに、専任部署としてIR部を設置し、財務経理部門、総務法
務部門などの関連部署と連携し、IR活動を行っております。
個別面談以外の対話の手段としては、年4回決算発表後にアナリスト・投資家向けに決算説明会、国内外の証券会社カンファレンスを活用した会
社説明会等を実施しています。なお、個人投資家向けには、会社説明会を開催しています。株主との対話を通じて把握した株主の意見・懸念等は
適宜集約し、取締役会及び関係部門へのフィードバックを通じ、情報の周知・共有を行っています。
なお、決算発表前の期間は、サイレント期間とし、投資家との対話・取材を制限しています。その他社内に対しては、内部者取引防止規程を制定し
、インサイダー情報管理の徹底をはかっています。

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（％）

中山 隼雄

8,378,000

9.20

株式会社アミューズキャピタル

8,240,000

9.05

有限会社志

6,773,256

7.44

佐藤 淑子

5,809,054

6.38

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

4,366,400

4.80

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

3,989,205

4.38

佐藤 大央

1,538,778

1.69

関東財務局

1,368,737

1.50

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＬＯＮＤＯＮ ＣＡＲＥ ＯＦ ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ，
ＢＯＳＴＯＮ ＳＳＢＴＣ Ａ／Ｃ ＵＫ ＬＯＮＤＯＮ ＢＲＡＮＣＨ ＣＬＩＥＮＴＳ− ＵＮＩＴＥＤ ＫＩＮＧＤＯ
Ｍ

1,293,522

1.42

佐藤 美央

1,261,777

1.39

支配株主（親会社を除く）の有無

―――

親会社の有無

なし

補足説明
―――

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

6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

1000人以上

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

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
―――

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

16 名

定款上の取締役の任期

1年

取締役会の議長

会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数

10 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

5名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5名

会社との関係(1)
氏名

属性

坂本 朋博

弁護士

残間 里江子

他の会社の出身者

清水 新

他の会社の出身者

見田 元

他の会社の出身者

和田 洋一

他の会社の出身者

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

※ 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

i

j

k

会社との関係(2)
独立
役員

氏名

坂本 朋博

○

残間 里江子

○

清水 新

○

見田 元

○

和田 洋一

○

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

適合項目に関する補足説明

選任の理由

―――

坂本朋博氏は、弁護士としての専門的な知識
と経験が豊富であり、当社の取締役会の意思
決定における客観性を担保するための助言・
提言を行える能力を有しております。また、東
京証券取引所の定める独立役員要件を満たし
ているため、一般株主と利益相反の生じる恐れ
はないと判断し、独立役員に指定しております
。

―――

残間里江子氏は、異業種・他業界の経営者とし
ての豊富な経験と高い学識経験を有しておりま
す。また、東京証券取引所の定める独立役員
要件を満たしているため、一般株主と利益相反
の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定
しております。

―――

清水新氏は、数多くのコンサルティングにおけ
る豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の
取締役会の意思決定における客観性を担保す
るための助言・提言を行える能力を有しており
ます。また、東京証券取引所の定める独立役
員要件を満たしているため、一般株主と利益相
反の生じる恐れはないと判断し、独立役員に指
定しております。

―――

見田元氏は、異業種・他業界の経営者としての
豊富な経験と見識を有しており、当社の取締役
会の意思決定における客観性を担保するため
の助言・提言を行える能力を有しております。
また、東京証券取引所の定める独立役員要件
を満たしているため、一般株主と利益相反の生
じる恐れはないと判断し、独立役員に指定して
おります。

―――

和田洋一氏は、異業種・他業界の経営者として
の豊富な経験と見識を有しており、当社の取締
役会の意思決定における客観性を担保するた
めの助言・提言を行える能力を有しております
。また、東京証券取引所の定める独立役員要
件を満たしているため、一般株主と利益相反の
生じる恐れはないと判断し、独立役員に指定し
ております。

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 社外取締役 社外有識者
委員長（議
その他（名）
（名）
（名）
（名）
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名委員会

7

0

2

5

0

0

社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会

7

0

2

5

0

0

社外取
締役

補足説明
当社は、会社法に規定された委員会設置会社ではございませんが、経営の透明性と客観性の確保を目的として、報酬委員会及び指名委員会を
設置しております。 両委員会の構成員は、取締役会決議により選任され、決定プロセスの客観性を確保する観点からその過半数は社外取締役と
しております。
報酬委員会は、当社及び重要な子会社、関連会社の取締役の報酬決定のための方針を取締役会に答申し、個人別報酬の額と内容を検討・協議
の上、決定いたします。 指名委員会は、株主総会で選任される取締役候補者を選定し、取締役会に推薦いたします。

〔指名報酬委員会の活動内容〕
2021年6月期において、指名委員会は全委員参加により３回、報酬委員会は全委員参加により４回開催され、当社の役員人事、役員報酬、役員
のスキルマトリックス等に係る審議を実施しました。

【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

6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
監査役は、会計監査人の往査対応および監査講評に加え、必要に応じて意見交換会を開催する等、積極的に意見および情報の交換を行い、
監査の充実を図っております。
また、内部監査部門との連携につきましても、監査役は内部監査部の業務監査の結果報告および意見・情報交換により、監査の実効性と充実
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

4名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

4名

会社との関係(1)
氏名

属性

下川 富士雄

他の会社の出身者

髙橋 宏文

他の会社の出身者

名子 俊男

他の会社の出身者

六川 浩明

弁護士

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f g h i j

※ 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

k

l

m

下川 富士雄

髙橋 宏文

名子 俊男

六川 浩明

○

○

○

○

―――

下川富士雄氏は、金融機関の管理部門の要職
を経験し、コーポレ―トガバナンス及びコンプラ
イアンスに関連した豊富な経験と財務及び会
計に関する相当程度の知見を有しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員要件
を満たしているため、一般株主と利益相反の生
じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し
ております。

―――

髙橋宏文氏は、金融機関等での豊富な経験、
幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有し
ており、客観的かつ中立的な立場で取締役の
職務の執行を監査できる能力を有しております
。また、東京証券取引所が定める独立役員要
件 を満たしているため、一般株主と利益相反
の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指
定しております。

―――

名子俊男氏は、金融機関等での豊富な経験、
幅広い知識、情報などに基づく高い見識を有し
ております。また、東京証券取引所が定める独
立役員要件 を満たしているため、一般株主と
利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立
役員に指定しております。

―――

六川浩明氏は、弁護士としての豊富な経験、幅
広い知識、情報などに基づく高い見識を有して
おり、客観的かつ中立的な立場で取締役の職
務の執行を監査できる能力を有しております。
また、東京証券取引所が定める独立役員要件
を満たしているため、一般株主と利益相反の生
じるおそれはないと判断し、独立役員に指定し
ております。

【独立役員関係】
独立役員の人数

9名

その他独立役員に関する事項
全社外取締役及び全社外監査役は、独立役員の資格を充たしており、これらの社外役員を全て独立役員として東京証券取引所に届け出ておりま
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

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、その他

該当項目に関する補足説明
当社は業績連動報酬制度を導入しております。その内容は、本報告書【取締役報酬関係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」
記載のとおりです。

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、社内監査役、社外監査役、従業員、子会社の取締役、子会社
の従業員

該当項目に関する補足説明
業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、ストックオプション制度を導入しております。

【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
取締役・監査役・社外役員に区分した報酬等の種類別（基本報酬・業績連動報酬・譲渡制限付株式報酬）の総額を開示しております。2021年６月
期に係る取締役及び監査役の報酬等の額は、以下のとおりです。
役員区分/支給員数/報酬等の総額/基本報酬/業績連動報酬/譲渡制限付株式報酬
取締役（社外取締役を除く）/７名/156百万円/105百万円/−/51百万円
監査役（社外監査役を除く）/１名/1百万円/1百万円/−/−
社外役員/９名/41百万円/41百万円/−/−

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
当社の取締役・監査役の報酬等の決定方針等は以下のとおりです。
役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項
ａ．役員の報酬等の決定に関する方針
当社の役員の報酬等の額は、株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、以下の方針により決定しております。
（業務執行取締役）
固定報酬、業績連動報酬、譲渡制限付株式報酬で構成されております。
固定報酬は月々に分割し支給する金銭報酬となっております。
業績連動報酬は事業年度毎の全社業績に連動して決定する金銭報酬とすることで、業務執行取締役の業績へのコミットメントを強化することを目
的とした短期インセンティブとなっており、役位別の基準額を定め、公表する業績予想の経常利益の達成度に応じて、不支給も含める０％〜150％
を乗じた変動額となる設計としております。
譲渡制限付株式報酬は中長期の企業価値への貢献と株主視点で経営強化を図ることを目的としており、一定の譲渡制限期間及び当社による無
償取得事由等の定めに服する普通株式を事業年度毎に割当する設計としております。
（社外取締役）
業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、各人の職業的専門性等を勘案し、決定しております。
（監査役）
業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみとし、監査役の協議によって決定しております。
ｂ．役員の報酬等の決定に関する手続き
取締役の報酬は、取締役会の決議によってその構成員が選任され、その過半数が社外取締役である報酬委員会で検討し、取締役会への答申を
行うことにより、報酬水準及び報酬決定プロセスを含めた報酬制度全体の透明性及び客観性を担保しております。
このため、固定報酬と業績連動報酬の決定にあたっては、まず報酬委員会で検討を行い個人別の報酬内容を設定した取締役会への答申を作成
します。その後、取締役会はその答申を審議のうえ、最終決定は代表取締役に一任の決議（複数代表の場合は代表間での協議）をしております。
また、譲渡制限付株式報酬の決定にあたっては、まず報酬委員会で検討を行い個人別の報酬内容を設定した取締役会への答申を作成します。
その後、取締役会で決議しております。
それぞれの報酬の支給割合の決定に関して定めた方針は、報酬委員会により事業年度別に支給割合が大きく変動することはないよう検討されて
おり、固定報酬が概ね50％、業績連動報酬の基準額と譲渡制限付株式報酬の合計が概ね50％となっております。
ｃ．役員の報酬等の額に関する決議
当社の取締役報酬額は2021年3月26日開催の夢真ホールディングスとの合併に係る臨時株主総会決議において、年額６億円（うち社外取締役分
は年額１億円以内）以内と定められております。また、譲渡制限付株式報酬制度は、2018年９月21日開催の第14期定時株主総会において、取締
役（社外取締役を除く。）による当社株式の長期安定的な株式保有と、当社グループ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、株
主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入を決議しております。当制度による報酬は、上記の取締役報酬とは別枠として対象取
締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額となり、2021年３月26日開催の夢真ホールディングスとの合併
に係る臨時株主総会において、年額４億円以内と定めております。
監査役報酬額は2021年3月26日開催の夢真ホールディングスとの合併に係る臨時株主総会決議により、年額1億円以内と定められております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

取締役会における実行性のある審議を可能にすべく、取締役会事務局である総務法務部が社外取締役と社外監査役を含む全役員に対して事
前に議題ならびに前月業績や事業報告に関する資料を送付しております。

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）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、多様な利害関係者（株主及び投資家、従業員、取引先等）にとっての企業価値の向上を重視した経営を推進するため、下記の事項を
重視して内部統制システムの整備に努めております。
・経営の透明性及び客観性の確保
・迅速な意思決定と効率的な事業運営
・タイムリーで適切な情報開示
（２）会社の機関の内容
ａ 取締役・取締役会
イ. 当社の取締役会は、10名（うち社外取締役５名）で構成され、原則として月１回の定時開催に加え、必要に応じて臨時に開催しております。
ロ. 取締役会においては、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業務執行の状況を監督しております。
ｂ 監査役・監査役会
イ. 当社は、監査役会設置会社であります。
ロ. 当社の監査役会は、4名（うち社外監査役4名）で構成され、原則として月１回開催しております。
ハ. 各監査役は、監査役会で決定した監査方針、監査計画及び業務分担に基づき取締役の職務執行を監査しております。
ニ. 当社は、2018年9月開催の定時株主総会において、補欠監査役1名を選任しております。
ｃ 経営会議
イ. 当社の経営会議は、代表取締役及び常勤取締役で構成され、業務執行に関する重要事項を協議の上、出席構成員の過半の賛成により決議
いたします。
ロ. 経営会議は、適宜開催し意思決定の迅速化を図っております。
ｄ 指名委員会・報酬委員会
イ. 当社は、会社法に規定された委員会設置会社ではございませんが、経営の透明性と客観性の確保を目的として、報酬委員会及び指名委員
会を設置しております。
ロ. 両委員会の構成員は、取締役会決議により選任され、決定プロセスの客観性を確保する観点からその過半数は社外取締役としております。
ハ. 報酬委員会は、当社の取締役の報酬決定のための方針を取締役会に答申し、個人別報酬の額と内容を検討・協議の上、決定いたします。
ニ. 指名委員会は、株主総会で選任される取締役候補者を選定し、取締役会に推薦いたします。
ｅ サステナビリティ委員会
イ. 当社は、人権、環境問題及び社会との共生等を考慮した持続可能な社会の実現のための機会とリスクについて統括管理・審議するために、
サステナビリティ委員会を設置しております。
ロ. サステナビリティ委員会は、代表取締役会長CEOを委員長とし、代表取締役社長COO、常勤取締役、主要事業会社代表取締役社長及び委員
長が指名する当社グループ役職員で構成されております。また、常勤監査役はオブザーバーとして参加しております。
ｆ 内部統制委員会
イ. 当社は、当社グループにおける財務報告に係るリスクの把握及び統制を実施するため内部統制委員会を設置し、当社グループの財務報告に
係る業務の有効性評価について審議を行っております。
ロ. 内部統制委員会は、代表取締役会長CEOを委員長とし、代表取締役社長COO、常勤取締役及び委員長が指名する当社グループ役職員で構
成されております。また、常勤監査役はオブザーバーとして参加しております。
ｇ 投資委員会
イ. 当社は、重要な投融資案件（投融資保証案件、与信案件等）の進捗、効果等を全社的な視野に立って審議することを目的とする投資委員会を
設置しております。
ロ. 投資委員会は、代表取締役会長CEOを委員長とし、代表取締役社長COO、常勤取締役で構成されております、
h 内部統制システム
代表取締役会長直轄の内部監査部が、当社及びグループ各社において当社の事業に関連する法令や規程類等に準拠して運営されているか否
かについて実査し、会社法及び金融商品取引法上の内部統制システムの整備・改善を指導するとともに、監査結果を経営層や監査役に対して定
期的に報告しております。
i 会計監査
会計監査は、会計基準に準拠した適正な表示を確実に行うべく、会計監査人の監査を受けております。
当社の会計監査業務は、EY新日本有限責任監査法人に委嘱しております。
2021年６月期に関して会計監査業務を執行した公認会計士の氏名及び監査業務に係る補助者の構成は、以下のとおりです。
イ. 業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 山本 秀仁
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 金澤 聡
ロ. 会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 ７名、公認会計士試験合格者３名、 その他 13名

監査役会、内部監査部及び会計監査人は、相互に連携し、監査の質的向上と効率化に努めております。

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、株主総会で選任された取締役が、会社経営の重要事項について意思決定を行うとともに経営の健全性の明確化及び業務遂行の適正
化を図る観点から、自ら監督機能を担っています。加えて、業務執行に関与しない監査役が取締役の職務執行を監査することが経営の健全性を
確保する観点から望ましいと判断し、監査役会設置会社を採用しております。
また、意思決定及び業務の執行を迅速かつ効率的に行うことを目的として経営会議を設置する一方、取締役の職務執行の妥当性の監督を含む
経営監視体制の強化を図るために、社外取締役を取締役10名中５名選任しております。さらに、監査の実効性を確保するために、独立性の高い
社外監査役を監査役4名中4名選任するとともに、監査役が常に会計監査人及び内部監査部と相互に連携を保つように努めております。
なお、当社グループのコンプライアンスを強化するため、主要なグループ会社にコンプライアンス会議を設置しております。

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

株主総会招集通知の早期発送

株主が株主総会の議案を十分に審議できるよう、毎年招集通知の早期発送及び開示に
努めています。2021年９月28日開催の定時株主総会においては、招集通知を法定発送期
限日３日前の2021年９月10日に発送しております。また、当社ホームページには法定発送
期限５日前の2021年９月８日に掲載しております。

集中日を回避した株主総会の設定

より多くの株主の皆様にご出席いただけるように、集中日を避けて定時株主総会の開催
日を設定しております。

電磁的方法による議決権の行使

インターネット等による議決権行使を採用し、パソコン・スマートフォン・携帯電話を通じて
議決権を行使することを可能としております。

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

株式会社ＩＣＪが運営する議決権電子行使プラットフォームを利用しております。

招集通知（要約）の英文での提供

2016年度より英文の招集通知（要約版）を当社ホームページへ掲載しております。

その他

株主総会における報告事項の報告に際しては、スライド画像を利用し、経営成績や事業
の状況の理解促進に努めております。

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

個人投資家向けに定期的説明会を開催

証券会社等が主催する個人投資家向け説明会に参画することにより、個人投
資家の皆様に、当社の会社概要及び経営戦略等の理解促進に努めておりま
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

年間４回（毎四半期）に合わせ、代表取締役会長CEOまたはCFOが出席し説明
を行っております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

必要に応じて海外機関投資家とのスモールミーティングや個別ミーティング等
を実施しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

主に下記の決算資料を当社ホームページに掲載しております。
・決算短信（和文・英文）
・有価証券報告書・四半期報告書（和文）
・決算説明会における配布資料（和文・英文）、決算説明会動画
・株主通信（和文）
・統合レポート（和文・英文）

IRに関する部署（担当者）の設置

IR活動については、専任部署であるIR部が担当しており、代表取締役会長CE
O及びCFOとともにIR活動に取り組んでおります。

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

当社グループは、パーパスに掲げるとおり、幸せな仕事を通じてひとりひとりの可能性をひ
らく社会の実現に向けて事業に取り組んでおります。このパーパスを実践し、お客様・従業
員・地域・社会・株主・投資家と良好な関係を構築し、社会に貢献できるよう「社会、人権、
環境等に関する企業倫理規程」、「環境保全規程」「安全衛生規程」等を定め、誠実に事業
を行っております。
当社グループは、サステナビリティ基本方針を制定し、当該基本方針に基づく経営促進に
向け、「サステナビリティ委員会」を設置し、当社グループの重要課題の課題解決に向けた
取組みを推進し、持続可能な社会作りに取り組んでおります。
【環境保全への取り組み】
事業を通じて気候変動の要因とされる温暖化ガス排出や水資源への影響があることを認
識し、これを低減するために「社会、人権、環境等に関する企業倫理」「環境ポリシー」を制
定し、購買や省資源化などを通じて環境に対する取り組みを推進しています。また紙等の
リサイクルを行っています。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

【地方創生等での共同】
国の地方創生施策である企業版ふるさと納税による岩手県滝沢市への寄付を契機に、同
エリアでの人材育成の教育プロジェクトに地域企業とともに人的に直接参画し、継続的な
取組みを行っております。また、岩手県立大学の研究支援を通じたオープンイノベーション
等で地域産業や人材の活性化の一助を担っております。
【社会と共生する障がい者雇用】
障がい者雇用の法定雇用率の維持に留まらず、障がい者の活躍、社会との共生に注力し
ています。特例子会社である株式会社ビーネックスウィズでは、不要となった古紙の回収・
裁断・溶解から再生紙を生成し名刺やカレンダーを作成、また造花によるオフィスグリーン
の再生利用により資源の有効活用など、環境に配慮した取り組みを行っており、障害者雇
用優良中小企業主認定制度（もにす制度）認定や相模原市の「さがみはらSDGsパートナー
」に登録されています。

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2021年８月20日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システムの整備に関
する基本方針」）を一部改定する決議をいたしました。改定後の当該基本方針の概要は以下の通りです。
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．公正で透明性のある企業を目指し、「社会、人権、環境等に関する企業倫理規程」を定め、社員等（取締役及び使用人をいう。以下同じ）はこ
れを遵守します。
ロ．グループ会社にコンプライアンス会議を設置し、全社的なコンプライアンスを推進してまいります。
ハ．取締役会規則、経営会議規程、組織権限規程など組織の運営に関する諸規程を整備し、適正に運用してまいります。
ニ．市民生活の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体による不当要求に対しては組織全体で対応し、毅然とした態度でこれを拒絶
するとともに、反社会的勢力を排除する体制を整備します。
ホ．当社は国内外を問わず、公務員等である者及びそれ以外の者を問わずいかなる者との間でも、贈賄行為及び収賄行為を一切行いません。
へ．内部統制・牽制機能として内部監査部を設置し、代表取締役の承認を受けた年間監査計画に基づき、法令、定款及び社内規程の遵守状況
、職務執行の手続き及び内容の妥当性等につき定期的に内部監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、監査役に報告します。
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
イ．取締役の職務の遂行に係る情報については、文書管理規程その他関連する規程に基づき、管理及び保存を行います。
ロ．これらの情報については、すべての取締役・監査役が常時閲覧できる状態を維持します。
ハ．.これらの情報管理は、関連する規程類の定めに従って総務法務部及び担当業務部門が厳正に行います。
ｃ 当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ．当社及びグループ各社の危機管理規程において、経営危機に直面した場合の対応について基本方針、優先順位、対策本部の設置等を定
めています。
ロ．損失の危険の発生の可能性については、内部監査部がリスク要因を集約し、内部統制委員会等において検討の上で特定しております。また
、それに基づいてリスク発生の予兆を絶えず監視し、適宜対処してまいります。
ハ．地震や火災等、大規模災害発生の場合を想定した社内組織体制・社内外連絡体制等を整え、万一の場合に備えております。
ｄ 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．取締役の職務の効率性を確保するため、取締役会において取締役の業務分掌を定めております。

ロ．経営会議等における取締役及び各業務部門責任者等との活発な意見交換を奨励します。
ハ．組織権限規程等で職務権限の明確化を図り、自立的な職務の遂行を図るとともに、相互牽制の行き届く体制を整備します。
ニ．業務の効率化を図り、効率の最大化を実現するために、客観的で合理性のある経営管理指標を策定し、それに基づいた進捗管理・評価を
行います。
ホ．取締役の選解任、評価、報酬の決定を公正・透明に行うため、社外取締役が構成員の過半数を占める、指名・報酬委員会を設置しておりま
す。
ｅ 当社及びグループ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
イ．当社とグループ各社間で情報共有等を行う会議を定期的に開催するとともに、グループ各社の業務執行に係る重要事項については、「グル
ープ会社管理規程」の定めにより、当社への報告または承認を得ることを求め、管理を行います。
ロ．コンプライアンス、リスク管理体制、及びその他内部統制に必要な制度は、当社及びグループ会社を含めた横断的なものとし、当社が各社の
個別事情を勘案しつつその管理指導にあたります。
ハ．当社内部監査部が、グループ各社の業務活動全般における内部監査を実施いたします。
二．グループ各社は、当社の監査役及び内部監査部に対してリスク情報を含めた業務執行状況の報告を行います。
ｆ 当社の監査役がその職務を補佐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
監査役会に監査役スタッフを配置し、監査役の業務を補助させるものとします。
ｇ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
イ．前項に定める監査役スタッフは、監査役より監査業務に必要な命令を受けた場合には、その命令に関して社員等の指揮命令を受けないもの
とします。
ロ．前項に定める監査役スタッフの発令・異動・考課・懲戒にあたっては、事前に監査役の同意を得るものとします。
ｈ 当社の取締役及び使用人、並びに子会社の取締役、監査役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制
イ．監査役は独自でグループ各社への直接監査を計画・実施しており、内部統制に関する事項について監査役に対しグループ各社より報告され
る体制とします。また、当社及びグループ各社の内部通報窓口担当部署は、重要な通報について監査役に報告するものとします。さらに、監査役
は必要に応じて社員等に対して報告を求めることができます。
ロ．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いを受けないことを確保する体制とします。
ハ．取締役は、監査役が取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席する機会を確保するものとし、また、その議題内容について事前に提
示します。
ニ．監査役は、重要な会議の議事録、決裁書類等を常時閲覧できるものとします。
ｉ 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
取締役は、監査役が内部監査部及び監査法人と定期的に情報・意見を交換する機会を確保します。
j 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針に関する事項
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き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うものとします。

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
当社は、暴力団対策法等の趣旨に則り、反社会的勢力からの不当な要求に応じることや反社会的勢力を利用する等の行為を行わないことを遵
守事項として定めております。
（１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置
当社は、不当要求に対する対応統括部署として、総務法務部が中心となり担当しております。また、営業拠点における不当要求防止責任者は当
該拠点に常駐する管理監督者等が兼ねております。
（２）外部の専門機関との連携
管轄警察署担当係官並びに弁護士等の専門家とは、平素から連携を保ち、適宜、助言、指導等を受けております。
（３）反社会的勢力排除に関する情報の収集と管理
ａ 当社は、公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会及び管轄警察特殊暴力防止対策協議会に加入し、これらの主催する講習会等に
参加し情報収集にあたっております。
ｂ 当社は、反社会的勢力の排除体制を整備するために、「反社会的勢力対応マニュアル」を制定し、社員教育を実施しております。
ｃ 当社は、上記マニュアルに従い、定期的に当社並びに当社子会社の取引先を対象とする調査を行い、反社会的勢力との取引が存在しないこと
を確認しております。
ｄ 当社の株主については、株主名簿管理人を通じて反社会的勢力の関係者の存在の有無を確認しております。

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

該当項目に関する補足説明
―――

なし

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
適時開示体制の概要
当社は、迅速かつ透明性のある情報を開示するため、ならびに内部統制の充分かつ透明性のある情報を開示するため、「内部統制システムの
整備に関する基本方針」、「社会、人権、環境等に関する企業倫理規程」および「内部者取引防止規程」等々を整備し、社内に周知しております。
また、これらを推進することは、企業の財務報告の信憑性を確保し、事業計画の有効性と効率性を高め、かつ、事業経営に関わる法規の遵守を
促すこととなり、適時適切な会社情報の開示に資するものと考えております。
（１）適時開示に係る情報の収集と管理
・重要事実等の適時開示情報もしくはそれに該当する可能性のある情報（以下、重要情報）が発生した場合、当社の各部門長は、広報部及びＩＲ
部へ報告を行うとともに、当該情報を各部門において厳重に管理いたします。また、子会社における重要情報に関しても、広報部及びＩＲ部へ報告
を行います。広報部及びＩＲ部は、重要情報の継続収集、全体の管理を行います。
・総務法務部は、取締役会、経営会議の決議予定案件の確認を行います。また、子会社の決議予定案件についても同様に確認を行います。
（２）適時開示判定と開示
・IR部は、報告を受けた重要情報もしくは決議予定案件について、重要性の判断や適時開示情報に該当するか否かについて金融商品取引法及
び株式会社東京証券取引所が定める適時開示規則に則り検討いたします。
・重要情報が、「決定事実」及び「決算情報」に係る適時開示情報である場合、IR部は取締役会に上程する開示案を作成し、取締役会で開示の承
認を得た後に、速やかに適時開示を行います。
・重要情報が、「発生事実」に係る適時開示情報である場合、IR部が開示案を作成し、取締役会を開催できず緊急を要する場合は、情報取扱責任
者から各取締役及び監査役に連絡のうえ、代表取締役の専決とし、速やかに適時開示を行い、後日、取締役会で追認をもとめる体制としておりま
す。

