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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、安定経営のもと、積極かつ効率的な事業推進を図りつつ社会貢献を果たし、お客さま、株主の皆さまの期待に応え、社員一同皆さまと喜
びを分かち合うことを経営ビジョンの一つとして掲げております。また、当社は規模が大きくないため、迅速な意思決定、相互牽制が可能な体制と
なっておりますが、円滑に業容及び組織を拡大させ、持続的な企業価値の向上を実現していくためには、経営の公正性・透明性の確保やコンプラ
イアンスの徹底が不可欠であると認識しており、経営上の重要課題としております。このため、社外取締役・社外監査役の選任や適切な情報開
示、株主の皆さまをはじめとしたステークホルダーへの配慮を行うなど実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めて参ります。

【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基本原則を全て実施しております。

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（％）

株式会社タカラレーベン 1,000,000 21.12

佐々木 義実 148,000 3.13

澤田 正憲 144,000 3.04

SIX SIS LTD.

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）
134,300 2.84

中島 正章 100,000 2.11

カブドットコム証券株式会社 82,700 1.75

吉川 直樹 54,500 1.15

川村 正之 51,100 1.08

むさし証券株式会社 44,600 0.94

倉増 晋 40,000 0.84

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

当社は自己株式159,549株（2019年3月31日現在）を保有しておりますが、【大株主の状況】には含めておりません。また、所有株式数の割合は自
己株式数を控除して計算しております。

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 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100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

―――

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 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 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

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

手島 芳貴 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

手島 芳貴 　

株式会社タカラレーベンの専務取締役で
あります。同社は当社の大株主であり、、
当社のその他の関係会社であります。同
社との間で、業務資本提携契約を締結し、
不動産売買等の取引関係があります。

2014年に当社の社外取締役となり、株式会社
タカラレーベンの専務取締役として豊富な経験
と幅広い見識を活かして、当社の企業価値の
向上に貢献しています。また、今後とも当社の
取締役の職務の執行について客観的な立場か
らの助言をいただけるものと期待し、社外取締
役に選任いたしました。

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

監査役は、会計監査人より四半期毎に監査報告を受けております。

また、必要に応じて監査室及び会計監査人とも情報交換を随時実施し、監査の有効性を高めることに努めております。

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

岩本　康博 弁護士 ○

八木橋　泰仁 税理士 ○

※　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

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

岩本　康博 ○

ラーネッド総合法律事務所の弁護士であ
り、同事務所は当社と法律顧問契約を締
結しておりますが、岩本康博氏は当社の
顧問業務には一切関与しておりません。

弁護士として培われた専門的な知識・経験を活
かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業
務執行状況を監査し、経営の健全性および透
明性・効率性を確保するための資質を備えてい
ることから、社外監査役に選任いたしました。

なお、岩本康博氏が所属する弁護士事務所と
法律顧問契約を締結しておりますが、年間取
引額が当社売上高に占める割合は1％未満で
あるため、一般株主と利益相反関係は生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定いたしま
した。



八木橋　泰仁 ○

八木橋泰仁氏の経営する税理士法人ファ
シオ・コンサルティングは当社と税務顧問
契約を締結しておりますが、同氏は当社
の顧問業務には一切関与しておりませ
ん。

税理士として培われた専門的な知識・経験を活
かし、公正かつ客観的な立場から取締役の業
務執行状況を監査し、経営の健全性および透
明性・効率性を確保するための資質を備えてい
ることから、社外監査役に選任いたしました。

なお、八木橋泰仁氏が経営する税理士法人と
税務顧問契約を締結しておりますが、年間取
引額が当社売上高に占める割合は1％未満で
あるため、一般株主と利益相反関係は生じるお
それがないと判断し、独立役員に指定いたしま
した。

【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

当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたり、一定の基準は設けておりませんが、実績や資質等を総合的に判断し、優れた人材を確保
することとしております。また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主と利益相反のおそれがない独立性の
高い社外役員の確保に努めております。

【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
業績連動型報酬制度の導入、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

社内取締役の報酬は、ⅰ）基本報酬、ⅱ）業績連動賞与、ⅲ）中長期インセンティブで構成しております。ⅰ）基本報酬には固定報酬のほか、前事
業年度の業績貢献等による変動報酬が含まれております。

社外取締役及び監査役の報酬は独立した立場という観点から、固定報酬のみで構成しております。なお、現在社外取締役に対しては報酬を支給
しておりませんが、将来的に状況の変化が生じた場合には、支給する可能性があります。また、業績連動賞与および中長期インセンティブの対象
者には含まれておりません。

1.業績連動報酬の割合

直近に業績連動賞与を支給していないことから、総額に対する業績連動報酬の割合は、2019年3月期の実績で7.1％と極めて小さくなっています。
今後、中期経営計画達成時の報酬体系を念頭に、固定報酬と変動報酬の最適な割合の検討を進めてまいります。

2.ストック・オプション制度

中長期のインセンティブとして新株予約権（ストック・オプション）を不定期に付与しております。取締役及び従業員がより一層意欲及び士気を向上
させ、中長期的な当社の業績及び企業価値拡大を目指すことを目的としています。2019年3月31日現在付与されている新株予約権につきましては
以下のとおりです。

(1)2005年6月29日定時株主総会決議　新株予約権 合計：4,000株（社内取締役2名）

(2)2008年6月25日定時株主総会決議　新株予約権 合計：10,000株（社内取締役2名）

(3)2016年10月21日取締役会決議　新株予約権　合計：156,900株（社内取締役及び従業員49名）

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

取締役及び従業員49名に対して、新株予約権を発行しております。

【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

当社では、取締役報酬の総額を有価証券報告書にて開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針

の有無
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は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、取締役会の決議によって適切に決定しております。取締
役の報酬限度額は、2002年６月28日開催の第６回定時株主総会において年額150百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただ
いております。また、監査役の報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査役の協議によって適切に決定
しております。監査役の報酬限度額は、2012年６月26日開催の第16回定時株主総会において年額25百万円以内と決議いただいております。

社内取締役の報酬は、ⅰ）基本報酬、ⅱ）業績連動賞与、ⅲ）中長期インセンティブで構成しております。また、退職慰労金制度は設定しておりま
せん。その詳細は以下のとおりです。

ⅰ）基本報酬

基本報酬は、　イ）基礎部分、ロ）業績貢献部分、ハ）その他の部分　によって構成しております。

イ）基礎部分は、個人別の報酬は、役職及び役職在職年数よる報酬テーブルを定めております。

ロ）業績貢献部分は、前期実績及び当期計画の営業利益が一定水準を超過した場合に追加支給額を決定しております。現在、中期経営計画で
目標としている営業利益の金額等を考慮し、営業利益400百万円を基準とし、その超過度合に応じて支給しております。

ハ）その他の部分は、その他特別に考慮すべき事項がある場合に増減するものです。

上記３点に基づき年間基本報酬額を決定し、12等分した金額を毎月定額にて支給しております。

ⅱ）業績連動賞与

業績連動賞与は、業績が特に好調であった場合に株主総会の決議を経て支給するものであります。2010年３月期以降は、業績連動賞与の支給
は行っておりませんが、将来的に業績が一定水準以上となった場合には、支給する場合があります。

ⅲ）中長期インセンティブ

中長期のインセンティブとして新株予約権（ストック・オプション）を不定期に付与しております。取締役がより一層意欲及び士気を向上させ、中長期
的な当社の業績及び企業価値拡大を目指すことを目的としています。

【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に対しましては、管理本部を担当窓口として、取締役会（定例・臨時）の都度、招集（報告事項・決議事項等）を事前に
連絡するとともに、常時、質問・資料請求等に関して迅速に対応する体制を取っております。

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）

当社のガバナンス体制は、取締役・監査役制度を採用しています。また、その他内部統制システムの整備、コンプライアンス、リスク管理を行うた
めの規程及び委員会を設けております。当社のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりです。

1.取締役の状況

取締役会は、代表取締役社長 佐々木義実が議長を務め、取締役 倉増晋、取締役 澤田正憲、社外取締役 手島芳貴の４名で構成されており、う

ち１名は社外取締役であります。取締役会については、原則月１回定例取締役会を、また必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営に関す
る重要事項及び法律で定められた事項を決定するとともに、業務執行の監督を行っております。

2.監査役監査の状況

監査役会は、監査役 石川正博、社外監査役 岩本康博、社外監査役 八木橋泰仁の３名で構成されており、うち２名は社外監査役であります。原

則として取締役会に出席し、経営状況の把握や法令遵守等の監査に努めるとともに、適宜意見の表明を行っております。監査役会は概ね１ヶ月に
１回開催し、監査に関する重要事項についての協議並びに情報交換を行っております。また、必要に応じて監査室や会計監査人とも情報交換を
行い、監査の有効性を高めることに努めております。

3.内部監査の状況

当社における内部監査は、監査室において「内部監査規程」に基づき行われております。取締役 澤田正憲を責任者とし、監査結果は代表取締役

社長に報告されます。また、内部統制委員会においては、基本方針である「内部統制基本規程」に基づき、内部統制に係る体制の構築及び推進
に関する事項について検討、審議等を行っており、評価結果について取締役、監査役、監査室と意見交換を行っております。さらに、「コンプライア
ンス管理責任者」及び「リスク管理統括者」を定めることで、更なる内部統制及びコンプライアンス、リスク管理の充実・強化を図っております。

4.内部統制システムの整備及びリスク管理体制の整備の状況

内部統制システム構築のため、経営企画担当取締役を責任者とする「内部統制委員会」を設置しており、各部門から１名以上を委員に選任し、現
在11名で構成されています。同委員会では、内部統制に係る体制の構築及び推進に関する事項について検討、審議等を行っており、評価結果に
ついて取締役、監査役、監査室と意見交換を行っております。また、内部統制の基本方針として「内部統制基本規程」を定めております。

また、「コンプライアンス管理規程」及び「内部通報制度細則」等が整備され、監査室による内部監査によって定期的にモニタリングが行われており
ます。また、「リスク管理規程」に基づき、多様なリスクの発生を予防するとともに、発生したリスクについても、リスク管理統括者を中心とした迅速
な対応を行っております。各規程等に基づき、「コンプライアンス管理責任者」、「リスク管理統括者」、「内部通報窓口」を定め、包括的に統制する
ことで更なる内部統制及びコンプライアンス、リスク管理の充実・強化を図っております。

5.会計監査の状況

監査法人Ａ＆Ａパートナーズとの間で監査契約を締結しており、通常の会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。なお、監査業務を
執行した指定社員・業務執行社員は、木間久幸氏、岡賢治氏の2名であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4名であります。

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

当社のガバナンス体制は、上記のとおり取締役・監査役制度を採用しています。これは、（i）お客さまの視点に立った経営を推進するために取締役
が経営の重要事項の決定に関与するべきであること、（ii）健全かつ効率的な業務執行を行うためには、業務執行者を兼務する取締役による相互
監視と社外取締役及び社外監査役による経営監視を行う体制が望ましいこと、を理由としています。また、その他内部統制システムの整備及び管
理を行うための委員会を設置し、コンプライアンス、リスク管理を行うための責任者等を定めております。これにより、経営の効率化と、経営監視機
能の有効性が両立できる体制としております。

なお、現在社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております。



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
議案の内容を理解して頂く十分な期間を持っていただくため、招集通知の早期発送と発送
日前の当社ホームページへの掲載を行っております。

集中日を回避した株主総会の設定 当社の株主総会は、総会集中日を避けて開催しております。

その他

総会開催日時、招集通知及び決議通知、議決権行使結果、株主総会で使用した資料等
を当社ホームページにて掲載しております。

また、議決権行使結果は、株主総会に当日出席された株主の皆さまの議案への賛否結
果につきアンケートを実施し、その内容を含めた臨時報告書で開示しております。

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
当社ホームページに記載しております。

URL:http://www.sunwood.co.jp/ir/irpolicy.html

個人投資家向けに定期的説明会を開催 個人投資家向け説明会を、年に数回開催しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

決算説明会を実施しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
ＩＲに関するＵＲＬ:http://www.sunwood.co.jp/ir/

記載内容：決算情報、その他適時開示資料、経営方針、コーポレート・ガバナ
ンスの状況、決算説明資料等

IRに関する部署（担当者）の設置
IR担当部署：管理本部

IR担当役員：取締役管理本部長 澤田 正憲

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

経営ビジョンのひとつとして「事業推進を図りながら社会貢献を果たし、お客さま、株主さま
の期待に応え、社員一同皆さまと喜びを分かち合う」ことを掲げております。

事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを目指すとともに、日常の活動の
中でも社会との良き関係を保つための取り組みを推進してまいります。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施
社会的責任に関するＵＲＬ:http://www.sunwood.co.jp/company/csr.html

記載内容：環境、品質、社会貢献に関する取組み等

その他 招集通知を決議事項部分と事業報告部分に分冊し、わかりやすさを向上させました。



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

当社では、内部統制システム構築のために基本方針を定めております。経営企画担当取締役を責任者とする「内部統制委員会」を設置しており、
内部統制委員会を中心に経営者、各委員会、監査室、各部門が一体となって更なる内部統制システム整備を推進して参ります。

【1】法令、会社倫理規定遵守の管理

1.コンプライアンス管理

取締役、従業員の職務執行が法令・定款に適合することを確保する為の体制

(1)「コンプライアンス管理規程」等の諸規程を整備し、コンプライアンス管理責任者を定め、法令及び社会倫理の遵守を企業活動の前提とし、違反
する行為を未然に防止している。

(2)コンプライアンス管理責任者は、コンプライアンス体制の構築及び不法・違反行為の未然防止を図り、役員及び従業員全体での意識向上のた
めの啓蒙活動を推進する。

(3)従業員のコンプライアンスに関する相談・通報窓口として「内部通報制度」を設ける。また、内部統制責任者、取締役及び監査役がコンプライア
ンス上の問題を発見した場合は、すみやかにコンプライアンス管理責任者に報告するものとする。報告・通報を受けたコンプライアンス管理責任者
は、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施する。

2.情報管理

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

取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき、全社的に統括する責任者を内部統制責任者とし、「文書取扱規程」「情報システム業務管
理規程」に従い職務執行に係る情報を、文書または電磁的媒体に記録し、保存する。

3.リスク管理

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」等の諸規程を整備し、リスク管理統括者を定め、当社全体のリスクを網羅的・統括的に審議する。

(2)リスク管理統括者は、リスク管理状況の問題点の把握に努め、改善策を審議し、その結果を定期的に内部統制責任者及び取締役会に報告す
る。

(3)緊急を要する重要なリスクが生じた場合には「リスク管理規程」に従い、社長をリスク管理統括責任者とし、対応を行う。

4.事業運営管理

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)職務権限・意思決定ルールの明確化を行う。

(2)取締役会による経営計画の策定、経営計画に基づく各部門の業務目標、予算の策定及びITを活用した月次・四半期業績管理を実施する。

(3)取締役会等による月次業績・改善策の管理を行うことにより、業務の効率化を図る。

5.報告管理

取締役及び従業員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、報告したことを理由として不利な取り扱いを受けな
いことを確保するための体制

(1)毎月開催される定時取締役会に監査役は原則として出席し、取締役会で審議・報告される内容を取締役と共有する。

(2)内部通報窓口に監査役を含めており、当該通報を行った者に対して、いかなる不利益な取り扱いも行わないこととし、その旨を取締役及び従業
員に周知する。

6.その他

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)監査役は取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の業務執行に関する監視・監督を行い、また主要な稟議書、その他業務の執行に関する
重要な文書を閲覧し、必要に応じて代表取締役社長に意見を求める。

(2)監査活動において必要となる内部資料がある場合は、関連部署及び管理本部の各担当者が随時実務面において補佐することとしており、必要
に応じて、弁護士・会計士に相談する機会を保障し、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用は会社が負担す
る。

(3)監査役は会計監査人及び内部監査部門から、会計監査計画及び監査結果等の報告を受けるとともに情報交換を行うことで、緊密な連携を保
ち監査役監査の実効性の確保に努める。

【2】財務報告の信頼性確保のための管理

財務諸表作成のための必要な数値検証のための業務プロセス管理

(1)当社は、財務報告の信頼性を確保するために、以下を実施する。

a.資産の保全を図るため、会社資産の取得、使用及び処分に当たっては、正当な手続きと承認の下に行い、複数の従業員の相互チェックを行う。

b.同一部署で同一業務を長期間担当する従業員が生じないように人事管理面で留意する。

c.準拠するべき法令、企業会計原則、社内規程等、一般公正妥当と認められる企業計算に留意し、財務諸表を作成する。

d.監査室はサンプリング調査を十分に実施し、財務諸表については法令に従い、監査法人の監査を受ける。なお担当会計士は、７年に一度の割
合で交代するものとする。

e.財務諸表の適正及び財務諸表作成に係る内部統制の有効性に関する事項は、内部統制委員会の確認の上で、社長がこれを行う。

(2)内部統制計画の一部として下記事項に関する計画案を策定する。

a.財務諸表作成に必要な数値の裏付けとなる業務プロセスについて、財務報告の信頼性を確保する観点から、担当従業員は定められた手順に
従い業務を行い、検証が可能となるよう帳票等を保存する。

b. aの目的達成の合理的な保証が得られるだけの各手続・承認のプロセスの正当化を検証する。

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、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応するものとし、その指針として「行
動規範」及び「反社会的勢力対応マニュアル」を定めております。主な整備状況は次のとおりです。

(1)反社会的勢力との取引防止に努めるため、各部署からの情報の報告体制を構築し、管理本部にて取引先情報を一元的に管理する。



(2)コンプライアンス管理責任者と管理本部が協力し、各部署の対応に関する指導・支援を行うとともに、経営に関わる重要な問題と認識した場合
には、迅速に経営層に報告する。

(3)反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、警察等関連機関とも連携し、対応する。

(4)反社会的勢力への対応を、コンプライアンス教育の中に組み込み、社内研修等を通じて周知に努める。



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

（適時開示体制の概要）

1.適時開示の責任者及び担当部署

当社における適時開示は、IR担当役員による管理のもと、管理本部が担当しております。

2.適時開示に関する社内体制

(1)決算情報につきましては、管理本部が担当しております。

(2)その他の重要事実に関する情報につきましては、各部門長からIR担当役員に集約された上で管理されます。IR担当役員はそれらの情報につい
て法令及び諸規則に則って開示の要否、内容等を検討し、適時開示が必要であると判断した場合、管理本部において開示資料を作成します。

(3)上記の手続きを経て、IR担当役員はその内容に応じて取締役会又は代表取締役社長による承認を受けた上で開示手続きを行います。

3.開示の方法

IR担当役員の指示により管理本部担当者が、東京証券取引所が提供する「TDnet（適時開示情報伝達システム）」に登録することにより公開した
後、速やかに当社ホームページに掲載します。




