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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
当社は創業以来の基本理念である「信用第一」に基づき、総合物流企業としての社会的責任と公共的使命を常に認識し、長期的な企業価値の
最大化と、株主利益の確保のため、コーポレートガバナンスの確立を重要な経営課題と位置付け、その強化に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1-2② 招集通知の早期発送、発送前ウェブ公表】
当社は、招集通知に記載する情報の正確性や外部会計監査人による適切な監査時間の確保等に配慮し、招集通知の証券取引所及び当社ウェ
ブ開示を株主総会開催日の2週間前に実施しております。今後は、株主の議案検討時間を十分に確保することができるよう、早期発送及び発送前
ウェブ開示の実施に努めてまいります。
【補充原則1-2④ 招集通知等開示書類の英訳・議決権行使プラットフォームの活用、補充原則3-1② 開示書類の英訳】
当社は、現時点では機関投資家や海外投資家の持株比率は相対的に低く、議決権電子行使プラットフォームへの参加や、英語での情報の開示・
提供は致しておりません。今後、機関投資家や海外投資家の持株比率の推移を踏まえ、必要があると認められた場合は検討してまいります。
【原則1-4 政策保有株式】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である政策保有株式の区分について、取引関係の維持を保有目的とす
る純投資目的以外の目的である政策保有株式のみを保有しております。
取引量の大幅な減少・消滅により保有の意義が薄くなった銘柄については、その経緯を記載した伺書を回覧し売却について経営陣の承認を得ると
ともに、独立社外役員を含む取締役会において売却に関する審議及び意思決定を行っております。コードが想定している保有方針及び保有の合
理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会の検証につきましては、具体的枠組みや手法を含め、今後検討してまいりま
す。政策保有株式に係る議決権にあたっては、具体的な基準は設けておりませんが、保有先企業及び当社の長期的な価値向上に資するよう行使
しております。
今後、議決権行使にかかる基準等を検討してまいります。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性】
当社は、多様な視点や価値観の存在が、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり得ると認識のもと、「社員の創造性と個性の尊重」を企
業行動規範に掲げ、社員一人ひとりの創造性と個性が十分発揮され、会社にとって高い貢献ができるような職場環境の維持に努めております。管
理職の登用にあたっては、能力や適性などを総合的に判断する評価制度を採用し、性別・国籍や採用ルートに関わらず、優秀な人材を登用するこ
ととしており、その結果、多数の中途採用者が管理職に登用されております。
しかしながら、従業員に占める女性・外国人の比率は大きくないため、現時点では測定可能な数値目標を定めるには至っておりません。
多様性の確保に向けては、全ての社員が安心して仕事に従事できる職場環境作りに努めるとともに、育児介護支援制度の導入や勤務時間のフレ
ックスタイム制度の導入などにより、ワークライフバランス実現に向けた支援を行っております。また、職種別の中間管理職育成のための研修を定
期的に実施しております。今後は、女性・外国人・中途採用者等の多様性の確保に向けた施策と女性活躍に関する取り組みを推進してまいりま
す 。また、数値目標の開示についても検討してまいります。
【補充原則2-5① 内部通報】
当社では、法令等の遵守に係る相談・内部通報窓口として取締役社長直轄のコンプライアンス推進室を設置しており、通報者の秘匿と不利益取扱
の禁止についても情報管理を厳格に行うなど十分配慮しておりますが、経営陣からの独立性は確保できておりません。今後につきましては、経営
陣からの独立した窓口の設置など、内部通報に係る体制の整備に努めてまいります。
【補充原則3-1③ サステナビリティを巡る課題への取組み等】
当社は、経営戦略の開示に当たり、サステナビリティを巡る課題への対応の重要性を認識しており、企業行動規範において「地球環境の保全と人
類の健康への配慮」を掲げ、自主的、積極的に行動しております。
具体的には容器事業における使用済みドラム缶の回収から洗浄そして販売というリサイクル事業や、運送事業での優秀ドライビング制度を通じた
エコドライブ推進によるCO2排出削減の他、自然災害に対するBCP訓練の実施など、持続可能な社会への実現に貢献しております。
なお、今後もサステナビリティを巡る課題への対応に関し、積極的に取り組み、社内外からの指摘を踏まえ検討を深めていく方針であります。
【補充原則4-1② 中期経営計画の公表及び目標未達である場合の原因分析と反映】
当社は2019年を基点とする４ヶ年中期経営計画を策定し、その概要をホームページで開示しております。ホームページIR情報より、中期経営計画
をご参照ください。
中期経営計画についてはその進捗状況や目標未達に終わった場合の原因分析、その対応の次期以降への反映について、具体的な枠組みや株
主への説明方法等を今後検討してまいります。
【補充原則4-1③ CEO等の後継者計画】
当社では、最高経営責任者である社長の後継者の計画を現時点では明確に定めておりませんが、社長の後継者については、その候補者につい
て、委員の過半数が独立社外役員で構成され、独立社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」にて当社の持続的成長と中長期的な企業
価値の向上を実現するうえで必要な資質・能力を有しているかという観点から検討し、取締役会で協議の上、選定することとしております。
【原則4-2 取締役会の役割・責務、補充原則4-2① 現金報酬と株式報酬の適切な割合での設定】
業務遂行の実施責任を担う取締役の提案は、中長期の持続的成長に不可欠なものと認識し、取締役会に提出された議案については、提案理由
や内容を十分に分析し、検討を行っております。
また、取締役の報酬について、当社は役員の報酬等の額の決定に関し、公正かつ適正に定めることを目的として役職別報酬基準額を定めてお
り 、この基準を基に、取締役会からの諮問事項に基づき、委員の過半数が独立社外役員で構成され、独立社外取締役が委員長を務める「指名・

報酬委員会」で審議を行い、取締役会において定額の月額報酬を決議し、支給しております。
今後につきましては、中長期の持続的成長に向けて、各取締役の評価を報酬に適切に反映させるため、各取締役の成果に見合うインセンティブ
プランの導入を検討してまいります。
【補充原則4-2② サステナビリティを巡る課題についての基本方針の策定等】
当社の取締役会は、今後サステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を策定してまいります。
人的資本・知的財産への投資等の重要性に鑑みた経営資源の配分や、事業ポートフォリオに関する戦略についての実効的な監督の方針につき
ましては、今後検討してまいります。
【補充原則4-3③ CEOの解任手続き】
当社は、業務執行における最高経営責任者である社長の解任手続きを定めておりませんが、原則3-1(iv)に記載の通り、社長がその機能を十分に
発揮していないと認められる事態が生じた場合には、委員の過半数が独立社外役員で構成され、独立社外取締役が委員長を務める「指名・報酬
委員会」で審議を行ったうえで、取締役会は公正、透明かつ厳格な審議を行い、適法に対応してまいります。
【原則4-8 独立社外取締役の有効な活用】
当社には、独立社外取締役が1名、独立社外監査役が2名在籍しております。独立社外取締役は独自の外的視点から各取締役や監査役と意見
交換を行っており、現時点で当社の社外取締役としての責務を十分に果たしていると判断しております。また独立社外監査役2名を含めた社外役
員3名体制で経営の監視及び監督は十分に機能できるものと考えており、現時点で独立社外取締役を増員する必要はないと考えております。但
し、今後当社を取り巻く環境の変化を踏まえ、独立社外取締役を増員する必要性を認識した場合は、複数名の選任を検討してまいります。
【補充原則4-8① 独立社外者のみの会合】
当社は、独立社外役員は3名（社外取締役1名、社外監査役2名）であり、取締役会ではそれぞれの役割・責務を踏まえ、独立した客観的な立場か
ら積極的な発言を行っております。
現在は取締役会において社外役員間の十分な情報交換・認識共有が行われていると考えることから、独立社外役員のみでの会合は行っておりま
せん。今後、独立社外役員の意見を踏まえ、設置の必要性を検討してまいります。
【補充原則4-8② 筆頭独立社外取締役】
当社の独立社外取締役は1名であることから、筆頭者の選定は行っておりません。社外取締役が必要と判断した場合は、取締役会のみならず、取
締役会以外の場で経営陣及び監査役等から情報交換、情報提供を受ける機会を設けるなど連携を図っております。
【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 取締役会の構成についての考え方】
当社は取締役会を最適な構成とすべく、定款にて取締役の数を15名までと定めております。取締役及び監査役は、持続的な成長と中長期的な企
業価値向上の実現に貢献するための資質やバックグランドを兼ね備える人物を、国籍や人種、ジェンダー、職歴、年齢の区別なく、優れた人格、
見識、能力及び豊富な経験とともに高い倫理観を有している者を選定することとしております。
現状、当社の取締役及び監査役の構成は、経営、営業、財務・会計、人事、法律等の専門性や異なるバックグラウンド・経験等、社外取締役は前
述に加え経営学の専門的知見を有しております。各取締役・監査役のスキルを表す一覧は、当社ホームページ等にて開示することを検討してまい
ります。
国際性にかかる多様性については、課題があるものの、現状、当社の事業活動のほとんどが本邦内であることから、今後の事業活動を踏まえ、
将来的に検討してまいります。
また、選任に関する方針・手続につきましては原則3-1（ⅳ）に記載のとおりです。
【補充原則4-11③ 取締役会の実効性評価】
当社は現状、取締役会の実効性評価を行っておりませんが、速やかに実効性評価を実施し、取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。
【補充原則5-2① 事業ポートフォリオの基本方針や見直し状況についての説明】
当社は、取締役会にて審議を行い確定した４ヶ年中期経営計画において、当社の4つのセグメント（輸送・倉庫・港運・容器）の課題とその取組みや
投資方針について策定・公開しております。そして、成長戦略経営に移行する2023年度から始まる次期中期経営計画においては、事業ポートフォ
リオに関する基本的な方針を策定・開示し、また、中期経営計画の振り返りを通じて、事業ポートフォリオの見直しを適時実施していくことを検討し
てまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則1-4 政策保有株式】
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」に記載のとおりです。
【原則1-7 関連当事者間の取引】
当社は、取締役の競業取引及び利益相反取引について、法令に基づき、取締役会にて承認を得るものとしており、取引内容の妥当性や経済合理
性等について確認を行い、当該取引の結果も取締役会に報告するものとしております。また、当社が行う主要株主等との取引は、一般的な取引と
同様、関連を有しない他の当事者と同様の条件によるものとしており、その内容は有価証券報告書において開示しております。
【補充原則2-4① 中核人材の多様性】
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」に記載のとおりです。
【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】
当社及び連結子会社は、企業年金基金制度はありません。当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として退職一時金制度と中小企業退職金
共済制度を併用しています。
【原則3-1 情報開示の充実】
当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するた
め、（ⅰ）〜（ⅴ）の事項について開示・公表し、主体的な情報発信を行っております。
（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画
当社の経営ビジョンは以下の通りであります。
①創立１３０年を超える歴史ある当社において、先人の築き上げた経営資源を継承しつつ、競争力のある会社づくり、かつ業界の模範となるよう
な高い志を持った会社に生まれ変わる。
②「会社を永久に存続させる」「働き甲斐のある愛すべき職場を実現する」を社員全員の目標とする。
当社は、取締役会において、取締役会規定に基づいた重要決議のほか、企業戦略、利益計画、中期経営計画等の大きな方向性を決定しておりま
す。また、独立社外監査役を選任し、取締役に対する実効性の高い監査・監督体制を構築しております。
当社の投資計画につきましては2019年を基点とする４ヶ年中期経営計画を策定し、2018年度決算発表時に開示いたしました。中期経営計画の概
要につきましては、ホームページIR情報より、中期経営計画をご参照ください。
（ⅱ）本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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「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」における、「1.基本的な考え方」に記

載のとおりです。
（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
取締役の報酬について、当社は役員の報酬等の額の決定に関し、公正かつ適正に定めることを目的として役職別報酬基準額を定めており、取締
役会において定額の月額報酬を決議し、支給しております。なお、取締役会での決議に際しては、委員の過半数が独立社外役員で構成され、独
立社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」で事前に審議することとし、報酬決定プロセスの透明性及び客観性を担保しています。
（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
当社では、業務執行の中枢を担う者である業務執行兼務取締役を経営陣幹部としております。
社内から取締役・監査役候補者としての指名を行う際には、それぞれ職務における能力や実績だけでなく、人格に優れた者を候補者として選定す
る方針としております。
当社はこの方針に基づき、指名・報酬委員会で事前に審議のうえ、取締役会で検討し決定することとしております。
社外取締役・社外監査役につきましては、東京証券取引所の定める独立役員の資格を充たし、会社法上の要件に加え、知識・経験・能力のバラン
スを踏まえ、人格に優れた者を候補者として、選定する方針としております。
また、取締役の解任については、当社の役員服務規定に違反した場合、取締役の選定基準を満たさなくなった場合等、解任すべき正当な理由が
判明したときは、指名・報酬委員会で事前に審議のうえ、取締役会で公正、透明かつ厳格に検討し、法令に従い株主総会に解任議案を上程いた
します。以上のように取締役・監査役の選解任に対して指名・報酬委員会で事前に審議することにより透明性及び客観性を担保しています。
（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて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
取締役・監査役候補の個々の選任理由については、株主総会招集通知の株主総会参考書類で開示しております。
【補充原則3-1③ サステナビリティを巡る課題への取組み等】
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」に記載のとおりです。
【補充原則4-1① 経営陣への委任】
当社の取締役会では、法令・定款に定める事項のほか、取締役会規定に定める重要な事項について、決定することとしております。
なお、法令・定款に抵触しない業務執行に関する意思決定については、経営活動の効率化並びに迅速化の観点から、権限を経営陣へ委任してお
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】
当社の独立社外取締役の独立性は、東京証券取引所の定める独立役員の基準を充たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのないことを独立
性判断基準としています。
また、当基準を満たしており、実質的にも独立した立場で職務遂行できると判断できる人物から、当社の企業価値向上に貢献できる知見・人柄等
を勘案の上、独立社外取締役の候補者として選定しております。
【原則4-10① 任意の諮問委員会の設置】
当社は、経営陣幹部・取締役の指名・報酬に係る独立性・客観性・説明責任を強化するため、2021年3月に取締役会の諮問機関として委員の過半
数が独立社外役員で構成され、独立社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」を設置しました。経営陣幹部・取締役の選解任及び報酬
に関して取締役会からの諮問事項に基づき審議を行い、多様性やスキルの観点を含め、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしてい
ます。
【補充原則4-11① 取締役会の構成についての考え方】
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」に記載のとおりです。
【補充原則4-11② 取締役・監査役の兼任状況】
当社の取締役及び監査役につきましては、取締役会や監査役会への出席率も高く、適切に責務を果たすために必要な時間・労力を確保できてい
ると考えており、他の上場会社の兼任社数は合理的な範囲であると判断しており、兼任状況については株主総会招集通知の事業報告にて、毎年
開示しております。
【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」に記載のとおりです。
【補充原則4-14② 取締役・監査役のトレーニングの方針の開示】
当社では、新任者を含めた取締役・監査役に対し、期待される役割と責務に係る理解を深めてもらうとともに、必要な知識の習得と更新の機会を
付与するため、主要施設の視察、証券会社や日本監査役協会が主催するセミナーへの参加機会などを斡旋しております。
上記のトレーニングの機会の提供・斡旋に関する費用につきましては、取締役会にて承認された利益計画に基づき計画的な支援を行っております
。
社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役は、取締役会・監査役会の他、各部門との情報交換会に定期的に参加し、グループの業績、利益
計画等情報の共有化を図り、知識習得の機会としております。
【原則5-1 株主との建設的な対話に関する方針】
１．当社は、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値を向上すべく、株主・投資家との信頼関係を構築することが重要であると認識しており、正
確な情報を公平かつ適切に提供しつつ、建設的な対話を行っていくこととしております。具体的には、株主・投資家への対応は、業務部管掌の取
締役が中心となり担当しています。また株主からの対話（面談）の申込みに対して、合理的な範囲で必要に応じ、社長及び業務部管掌の取締役が
対応することとしています。
２．株主との対話を促進するため、社内の関連部門は、開示資料の作成や情報の共有等、積極的に連携を取りながら業務を行っております。
３．個別面談以外の対話の手段として、中期経営計画や事業報告書をホームページにおいて公開し、情報提供に努めております。
４．株主やステークホルダーとの対話において把握した意見は、取締役や関係各部に対して適宜フィードバックし、情報の共有・活用を図っており
ます。
５．決算発表前の期間は、沈黙期間として投資家との対話を制限しています。
また、インサイダー情報については、社内の内部情報管理・内部者取引規制に関する「内部者取引管理規定」に従い、情報管理の徹底を図ってお
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（％）

ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社

977,271

30.53

明治安田生命保険相互会社

160,000

5.00

西 將弘

160,000

5.00

京北倉庫株式会社

156,583

4.89

京極 紳

153,000

4.78

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

148,000

4.62

髙橋産業株式会社

107,639

3.36

神奈川三菱ふそう自動車販売株式会社

101,000

3.15

株式会社タンクテック

74,000

2.31

いすゞ自動車首都圏株式会社

70,000

2.18

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 JASDAQ

決算期

3月

業種

陸運業

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
―――

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

15 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

7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

深澤 晶久

a

b

c

会社との関係(※)
d e f
g h

i

j

k

学者

※ 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)
独立
役員

氏名

深澤 晶久

○

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
人材育成全般に関わる人的資源管理の領域
やキャリア教育及び経営学を専門として幅広い
活躍を行っており、その豊富な知識や経験を活
かし客観的な立場から当社の経営を見ていた
だき、貴重なご意見を頂けるものと判断してお
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・報酬委員会

5

0

2

1

0

2

社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬委員会

5

0

2

1

0

2

社外取
締役

補足説明

当社は、取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される「指名・報酬委員会」を設置しました。「指名・報酬委員会」は、「取締役及び
監査役の選解任方針及び基準」、「取締役及び監査役の選解任に関する事項」、「代表取締役の選定及び解職の方針及び基準」、「代表取締役の
選定及び解職に関する事項」、「取締役及び監査役の報酬体系及び報酬決定の方針」、「取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容」、「その他
、取締役会が必要と判断した事項」に関する審議を行い、その結果を取締役会に答申します。

【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

4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
監査役と会計監査人との間では監査契約締結時、監査計画策定時、四半期レビュー時及び期末監査時に定期的会合を持つとともに、随時、監
査上の必要な事項について情報提供と意見交換を行っております。また、監査役からは日常の業務監査で知りえた情報を会計監査人に伝え、会
計監査人からは会計監査で得た情報の提供を受けて、それぞれの監査品質と監査効率の向上に役立てております。

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

市川 静代

弁護士

纐纈 良二

他の会社の出身者

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f g h i j

会社との関係(2)
独立
役員

適合項目に関する補足説明

l

m
△

※ 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

氏名

k

選任の理由

市川 静代

纐纈 良二

○

○

―――

企業法務や訴訟等、弁護士としての専門的な
キャリアを有し、債権管理回収会社の取締役や
地方公共団体の男女平等参画委員としての経
験、裁判所や弁護士会の公的紛争機関の委員
としての見識を有していることから当社の経営
を監査していただけるものと判断しております。

纐纈良二氏は、2021年3月まで当社取引
先業務顧問でありました。

金融機関での経験や海外勤務による幅広い
知見を有し、監査役業務経験も豊富であること
から、専門的立場の視点で当社の経営を適正
に監査分析、改善していただけるものと判断し
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
―――

【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

実施していない

該当項目に関する補足説明
現在、実施しておりません。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明
―――

【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
有価証券報告書により開示した内容は下記の通りであります。
取締役及び監査役に支払った報酬の金額及び対象となる役員の員数
取締役（社外取締役を除く）59,742千円 ６名
監査役（社外監査役を除く）6,624千円 １名
社外役員 9,147千円 ３名

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
取締役の報酬について、当社は役員の報酬等の額の決定に関し、公正かつ適正に定めることを目的として役職別報酬基準額を定めており、取締
役会において定額の月額報酬を決議し、支給しております。なお、取締役会での決議に際しては、委員の過半数が独立社外役員で構成され、独
立社外取締役が委員長を務める「指名・報酬委員会」で事前に審議することとし、報酬決定プロセスの透明性及び客観性を担保しています。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
業務部が事務局となり、監査役会の開催、取締役会への出席等に際して適宜必要資料を事前に送付しております。

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．企業統治の体制
当社のコーポレート・ガバナンス体制につきましては、迅速かつ的確な意思決定を行うことができる以下の機関によって運用する方法を採用して
おります。
イ．会社の機関の内容
取締役会は、取締役の玉川寿、冨田和宏、立岩敦，羽入田清隆、鈴木秀樹、吉田長司、社外取締役の深澤晶久の７名（2021年６月29日現在）で
構成されており、代表取締役社長である玉川寿を議長として、原則として毎月１回（８月休会）、さらに必要に応じ臨時取締役会を開催、法令で定
められた事項の他、経営に関する重要事項について審議決定するとともに業務執行に関する報告を行っております。
常務会は、取締役の玉川寿、冨田和宏、立岩敦、羽入田清隆の４名（2021年６月29日現在）で構成されており、代表取締役社長である玉川寿を
議長として、毎月１回（８月休会）、取締役会付議事項及びその他経営戦略等に関する重要事項の審議を行っております。
経営会議は、取締役の玉川寿、冨田和宏、立岩敦，羽入田清隆、鈴木秀樹、吉田長司、常勤監査役の中野規夫、他計17名（2021年６月29日現
在）で構成されており、３カ月に１回、業績報告をはじめとした情報交換を行い情報の共有化を図っております。
監査役会は常勤監査役の中野規夫、及び社外監査役である市川静代、纐纈良二の３名（2021年６月29日現在）で構成されており、常勤監査役
の中野規夫を議長として、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に出席し、取締役の業務執行や適法性を監視するとともに、必要に応じて助
言を行っております。
情報交換会は年２回開催され、取締役の玉川寿、冨田和宏、立岩敦，羽入田清隆、鈴木秀樹、吉田長司、常勤監査役の中野規夫の７名（2021
年６月29日現在）を常任とし、豊富な経験や見識を有する社外取締役の深澤晶久、社外監査役の市川静代、纐纈良二（2021年６月29日現在）他を
加え構成されており、グループ間の業績、利益計画等をはじめとした情報交換を行い情報の共有化を図っております。
ロ．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況
効率的で透明性の高い経営管理体制を確立するため、以下のような体制を整備しております。
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については、コンプライアンスの徹底を当社の最重要課
題として位置付け、取締役及び使用人が法令・定款及び経営理念に遵守した行動をとるための「企業行動規範」並びに「コンプライアン規定」を定
めるとともに、法令等遵守に係る相談・通報窓口として「コンプライアンス推進室」を設置しております。
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については、取締役会を月１回定例的に開催するほか、必要に応じ適宜臨
時に開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会に付議される事項について
は、事前に十分な審議及び議論を行い、取締役の効率的な職務を遂行しております。
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこ
とまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害に対して填補することとしております。保険料は全額当社が負担しておりま
す。なお、故意または重過失に起因する損害賠償請求は填補の対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措
置を講じております。
当社は取締役及び監査役が職務の執行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会の決議によって法令の定める範囲内で責
任を免除することができる旨、並びに取締役及び監査役として適切な人材を確保し、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、当社と業
務執行取締役等でない取締役及び監査役との間で会社法第427条第１項の責任限定契約を締結することができることとしております。
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について、取締役の職務執行に係る文書（電磁的記録を含む）は、関連資料とと
もに「文書管理規定」の定めにより適切に保管・管理し、必要に応じて閲覧可能な体制を整備しております。
法的事項は業務部が窓口となり、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士より適宜助言を受けております。
損失の危険管理に関する規定その他の体制については、経営に重大な影響を与える様々なリスクを全体的に把握し、リスクが発生する場合に
備え、予め必要な対応方針、体制等を整備し、発生したリスクによる損失を最小限にくい止め、再発を防止し、企業価値を保全するための「リスク
管理規定」を定めるとともに、リスク管理委員会を設置しております。また、有事の際には、「経営危機対策規定」に従い、社長を対策本部長とする
「経営危機対策本部」を設置し、危機管理対策にあたります。
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については、取締役会を月１回定例的に開催するほか、必要に応じ適時臨
時に開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っております。また、取締役会に付議される事項について
は、事前に十分な審議及び議論を行い、取締役の効率的な業務を遂行しております。
当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制については、子会社における取締役
、監査役を当社から派遣し、子会社の業務の執行が適正に行われるよう監督するとともに、定期的に子会社との情報交換、人的交流等により連
携体制を確立しております。
法的事項は業務部が窓口となり、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士より適宜助言を受けております。
ハ．適時開示体制
適時開示担当役員（業務部担当役付取締役）を選任、また、事務局（業務部）を設置しており、会社情報を適切に開示する体制を整備しておりま
す。
二．コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況
取締役会は11回、監査役会は12回、経営会議は３回、情報交換会は２回開催しております。さらに、ＩＲ活動の一環として当社ホームページにＩＲ
情報欄を設けております。
ホ．コーポレート・ガバナンス体制の模式図

コーポレート・ガバナンス体制の模式図は最終ページに記載のとおりであります。
２．内部監査及び監査役監査
当社における内部監査は、内部監査規定に基づき、内部監査の経験者１名を内部監査室長として選任し、独立した立場からグループ会社の内
部統制の整備・運用状況の評価を行っております。また、監査役監査は常勤監査役１名と、監査等業務経験者として豊富な知識を有した監査役
並びに企業法務や訴訟等、弁護士としての専門的な知見を有した監査役の社外監査役２名で行われ、取締役の職務執行の適正性を主とした監
査を行っております。
監査役と会計監査人との間では監査契約締結時、監査計画策定時、四半期レビュー時及び期末監査時に定期的会合を持つとともに、随時監査
上の必要な事項について情報提供と意見交換を行っております。また、監査役からは日常の業務監査で知りえた情報を会計監査人に伝え、会計
監査人からは会計監査で得た情報の提供を受けて、それぞれの監査品質と監査効率の向上に役立てております。
監査役は内部監査室より監査計画や監査結果について定期的に報告を受け、重要な問題があるときは都度報告を受けております。監査結果に
ついては、その適切性を確認のうえ、監査役監査に実効的に活用しております。また、監査計画や監査結果について、監査役より内部監査室に伝
えるなど内部監査部門との緊密な連携を保っております。
内部監査室、監査役及び会計監査人の三者は相互の連携を図るとともに、内部統制部門とも緊密な連携を保ち、効率的で透明性の高い経営管
理体制の確立に寄与しております。
３．社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
イ．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
資本的関係または取引関係等その他の利害関係のない取締役１名及び監査役２名が就任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当
社との間には特別の利害関係はありません。
ロ．社外取締役及び社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、社内出身者とは異なる視点・知識・経験等により、視野の広い独立した立場から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プ
ロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っております。
社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性の環境整備に努めるとともに、その独立性、中立性の立場から代表取締役及び取締役会に対し
、客観的な意見表明を行っております。
ハ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
監査役３名は取締役会に出席しており、取締役７名の職務執行の監督・監視は常勤監査役を含めた監査役３名で十分対応できる体制となって
おります。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券
取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
二．社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は会社の業務及び財産の状況調査その他監査職務の執行にあたり、内部監査部門その他内部統制システムにおけるモニタリング
機能を所管する部所と緊密な連携を保ち、効率的な監査を実施しております。また、社外監査役は会計監査を担っている監査人と定期的に会合
を持つなど、緊密な連携を保ち積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施しております。
４．指名・報酬委員会
当社は、取締役及び監査役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、透明性、客観性を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図るた
め、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、取締役の諮問に応じ、指名及び報酬に関する事項に
ついて審議し、取締役会への答申を行います。指名・報酬委員会の構成は、取締役会の決議により、５名の取締役及び監査役で構成され、委員
の過半数は社外役員としております。

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
会社規模及び役員の員数等を考慮し、業務執行機能と監督・監査機能のバランスを効率的に発揮出来るよう、上記の体制が当社にとって最適
であり、また、社外監査役を選任することで取締役の監督機能を強化することができると考え、現状の体制を選択しております。

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

1) 株主総会の特別決議
当社は、会社法第309条第２項各号に掲げる株主総会の決議について、当該株主総会
において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出
席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う旨、定款に定
めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主
総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
(2) 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し
、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議
は累積投票によらない旨も定款で定めております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

IR資料のホームページ掲載

事業報告書、決算情報、決算情報以外の適時開示資料

IRに関する部署（担当者）の設置

１．担当部署：業務部
２．担当役員：業務部担当役付取締役
３．事務連絡責任者：業務部長

代表者
自身に
よる説
明の有
無

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

コンプライアンス規定においてお客様、取引先、社員、社会、株主・投資家等との関係に
ついて具体的な行動基準を定めております。

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、会社法に基づく、「取締役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株式会社の業務の適正を確保す
るために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」の構築に関する基本方針を以下のとおりに定め、この基本方針により構築する体制の
下で会社業務の適法性・効率性の確保並びにリスク管理に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて、適宜見直しを行い、改善・
充実を図ってまいります。
１．株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定めた体制
（１）取締役及び従業員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
当社は、コンプライアンスの徹底を当社の最重要課題として位置付け、取締役及び従業員が法令・定款及び経営理念に遵守した行動をとるため
の「企業行動規範」並びに「コンプライアンス規定」を定めるとともに、法令等遵守に係る相談・通報窓口として「コンプライアンス推進室」を設置して
いる。
（２）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
当社は、取締役の職務の執行に係る文章（電磁的記録を含む）については、関連資料とともに、「文書管理規定」の定めにより適切に保管・管理
し、必要に応じて閲覧可能な体制を整備している。
（３）損失の危険の管理に関する規定その他の体制
当社は、経営に重大な影響を与える様々なリスクを全体的に把握し、リスクが発生する場合に備え、予め必要な対応方針、体制等を整備し、発
生したリスクによる損失を最小限にくい止め、再発を防止し、企業価値を保全するための「リスク管理規定」を定めるとともに、リスク管理委員会を
設置している。
また、有事の際には「経営危機対策規定」に従い、社長を対策本部長とする「経営危機対策本部」を設置し、危機管理対策にあたる。
（４）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．取締役会の開催
当社は、取締役会を月１回定例的に開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催し、経営上の重要事項の決定及び取締役相互の業務執行状況の
監督等を行っている。また、取締役会に付議される事項については、事前に十分な審議及び議論を行うことにより、効率的な職務を遂行している。
ロ．指名・報酬委員会の設置
当社は、取締役会の諮問機関として、過半数が社外役員で構成される「指名・報酬委員会」を設置する。「指名・報酬委員会」は、「取締役及び監
査役の選解任方針及び基準」、「取締役及び監査役の選解任に関する事項」、「代表取締役の選定及び解職の方針及び基準」、「代表取締役の選
定及び解職に関する事項」、「取締役及び監査役の報酬体系及び報酬決定の方針」、「取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容」、「その他、
取締役会が必要と判断した事項」に関する審議を行い、その結果を取締役会に答申する。
（５）当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ．子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、子会社の業務の執行が適正に行われるよう監督するとともに、定期的に子会社との情報交
換、人事交流等により連携体制を確立している。
ロ．子会社の損失の危機の管理に関する体制
当社は、当社企業グループ全体のリスクについて、網羅的・統括的に管理するため、当社のリスク管理規定に準拠した規定を子会社においても
求め、当社企業グループ全体のリスクマネジメント推進を確立している。
ハ．子会社の取締役等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
当社は、子会社に取締役、監査役を当社から派遣し、当社企業グループ全体の情報共有を図ると共に取締役会において、経営上の重要事項の
決定及び取締役相互の業務執行状況の監督等を行っており、職務の執行が効率的に行われる体制を確保している。
二．子会社の取締役等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
当社は子会社の取締役等に、当社の企業行動範囲及びコンプライアンス規定に準拠し、それに基づき、社会的な要請に応える適法かつ公正な
事業活動に努める体制を構築させている。
２．株式会社の業務の適正を確保するために取締役の職務執行を監査することに必要なものとして法務省令で定めた体制
（１）監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めた場合における当該従業員に関する事項
監査役から監査役の職務を補助すべき従業員の配置要請があったときは、監査役と協議の上、同意を得て監査役の職務を補助する従業員として
適切な人材を配置する。
（２）前号の従業員の取締役からの独立性に関する事項

監査役の職務を補助すべき従業員を配置する場合は、取締役からの独立性を確保するために、当該従業員に対する指揮命令、報酬及び人事異
動に関しては監査役会の同意を得る。
（３）監査役の職務を補助すべき従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助するため、専任の従業員を置くものとする。従業員の人数、人選等については監査役と取締役が協議して決定する。
（４）当社の取締役等が監査役に報告するための体制
当社の取締役等は、監査役会に報告すべきと思われる事項について、報告する。また、監査役会の定めるところに従い、監査役の要請に応じて
必要な報告を行う。
（５）子会社の取締役等から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
子会社の取締役等は、業務執行に関する事項について、当社監査役に報告すべきと思われる事項について、速やかに適切な報告を行う。
（６）監査役へ報告を行った者が当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けない事を確保するための体制
当社は、監査役へ報告すべきと思われる報告を行った当社企業グループの取締役等に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを
行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの取締役等に周知徹底する。
（７）監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の執行について、当該監査役の職務の執行に必要な費用または債務を当社が支給する。
（８）その他監査役の監査が実効的に行われる事を確保するための体制
監査役は、取締役及び重要な従業員からヒアリング及び意見交換をする機会を確保するとともに、代表取締役及び会計監査人と定期的に意見交
換の会合を行う。また、内部監査部門とも緊密な連携を保つこととする。

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
当社は社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力、団体に対しては、毅然とした態度で対処し、あらゆる関係を持たない方針であり、この
方針に基づき「企業行動規範」において反社会的勢力との関係遮断を明記している。

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
毎年４月をコンプライアンス推進月間としコーポレート・ガバナンス体制の強化を図り取り組んでおります。
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