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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
当社グループは、「お客様の心でボトルをつくる…」を社是とし、生活上必要不可欠な容器−カタチ（容）あるウツワ（器）−をつうじて、顧客の
商品である内容物の価値を包み、さらにその価値と個性化を高め「世界の器文化に貢献」することを会社の使命と掲げています。この経営理念を
実現し、中長期的な企業価値を増大していくとともに、企業活動の健全性及び透明性を確保するために、次の基本方針に沿って、コーポレート・
ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
（1）株主の権利・平等性の確保
当社は、すべての株主に対して実質的な平等性を確保するとともに株主の権利が確保されるよう、関連諸法令を遵守し速やかな情報開示を
行ってまいります。
（2）株主以外のステークホルダーとの適切な協働
当社は、中長期的な企業価値増大のために、株主だけでなく、顧客、取引先、従業員、地域社会などのステークホルダーとの適切な協働を実践し
てまいります。取締役会並びに経営陣は当社の経営理念に基づき、法令を遵守し、企業理念及び社員の行動規範の達成を図るとともに、公正で
明朗な事業運営に努め、よき企業市民を目指すことを追求します。
（3）適切な情報開示と透明性の確保
適切かつ的確な情報開示は、さまざまなステークホルダーからの理解を得て企業活動を継続していくために必要不可欠な事項であると認識してい
ます。法令に基づく適時開示を適時適切に実施するとともに、当社グループの事業の運営状況について、当社ホームページや事業報告書等によ
り積極的にお知らせしていきます。
（4）取締役会等の責務
事業継続を脅かすあらゆるリスクを抑制し、事態発生の軽減と解決を図るために取締役会の意思決定機能と監督機能が有効に発揮される必要
があると認識しています。
当社は会社法上の監査等委員会設置会社を選択しており、社外取締役により構成される監査等委員会が経営監視の役割を担い、透明性の高い
経営の実現に取り組んでおります。
（5）株主との対話
当社は持続的な成長と企業価値向上には株主との建設的な対話を行い、その意見や要望を経営に反映させ、企業としての成長を図ることが
重要と認識しています。
また、当社は資本政策の実行にあたっては、既存株主を不当に害することのないよう、適正な手続きを確保するとともに、株主に十分な説明を
行うものとしています。
株主や投資家が当社の経営戦略や経営計画に対する株主や投資家の理解を得るために、IRを担当する部署が中心となり、対話のための場を
設けております。

【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】
【補充原則１−２−４．株主総会の電子行使・招集通知の英訳】
【補充原則３−１−２．英語での情報の開示・提供】
当社は2020年３月開催の第69期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可能とするとともに、議決権電子行使プラットフォームに
参加していますが、英文の招集通知や決算資料は作成していません。
機関投資家等の株主構成の状況に応じて海外株主に向けた英文による情報提供が必要と認識しています。
今後、株主における海外投資家の比率等に留意しつつ、招集通知等の英訳の検討を行うこととします。
【補充原則４−１１−３．取締役会の実効性評価】
取締役会は月一回の定例会のほか、必要に応じて適宜開催し、業務執行にかかわる重要事項が決定・報告されております。
また、経営戦略やガバナンス、経営上の課題について活発な議論が行われ、取締役会の運営状況についても意見交換を行っております。
このような状況ではありますが、現時点では取締役会の実効性評価は実施しておりません。

【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】
安定的・長期的な取引関係の構築・業務提携、連携等により、当社の中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の
株式を保有することができるものとしております。
現在、当社が保有する政策保有株式は、総資産に対して0.1%未満であり、財務上の重要性は極めて低い状況ですが、政策保有株式に関しては、
保有継続の必要性、合理性を定期的に検証し取締役会において、精査しています。
また、政策保有株式について、その保有意義が薄れてきた銘柄については、取引先との対話等を実施しながら、政策保有株式の縮減を
進めていきます。
当該政策保有株式の議決権の行使に関しては、議案が当該企業および当社の中長期的企業価値の向上に資するかの観点から
判断しております。

【原則１−７．関連当事者間の取引】
取締役及びその近親者と当社グループとの取引について毎年調査を行い、関連当事者取引の有無を確認しております。
関連当事者取引が発生する場合には事前の取締役会での承認を義務付けております。
取引の内容や金額については、会社法や金融商品取引法に従い、適切な開示を行う方針です。
【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】
当社は確定拠出型年金制度を採用しており、アセットオーナーとして企業年金の積立金の運用はなく、財務状況への影響はありません。
なお、従業員に対する資産運用に関する教育研修の実施等については定期的に実施しております。
【原則３−１．情報開示の充実】
(ⅰ)経営理念やその実現のための施策は当社は有価証券報告書やHP、年２回の決算説明会において開示しています。なお、決算説明会の
模様はHPにおいても動画と資料の掲載をしております。
(ⅱ)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はコーポレートガバナンス報告書に開示しています。
(ⅲ)取締役である経営陣幹部の報酬は、経営成績、担当する部門の業績に強い責任を有するとの方針のもと、毎年の業務分担の状況及び
会社への貢献度をもとに決定しています。
(ⅳ)取締役である経営陣幹部の選解任については、人格や見識、経験や実績をもとに株主からの信任に応えうる人物を任用する方針であり、
社長が事前に社外取締役の意見を聴取したうえで取締役会にはかり、取締役会で株主総会に付議する選解任の議案を決定しています。
(v)当社は、取締役（監査等委員を除く）及び監査等委員である取締役の選任に関する判断材料となる略歴、重要な兼職の状況等については、
株主総会招集通知に記載しています。なお、社外取締役の選任理由については、コーポレートガバナンス報告書にも記載しています。
【補充原則４−１−１．経営陣に対する委任範囲の明確化および開示】
当社取締役会が取締役に対して委任する内容は取締役会規程に制定しており、さらに主要な業務執行は、職務権限規程において権限委託範囲
を定めております。
【原則４−８．独立社外取締役の有効な活用】
東京証券取引所の定める独立役員の資格を有する監査等委員である社外取締役を４名選任しており、その全員を独立役員として届け出て
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】
社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考として総合的に判断しております。
【補充原則４−11−１．取締役会全体としてのバランス等や規模の考え方】
取締役会は社外取締役４名を含めて多様な経験と見識を有している７名で構成され、実行性のある議論を行うのに適正な規模であります。
取締役の選任については、当社の価値の最大化を目的として経営にあたる事が自己の責務であると認識できることを原則として人格や見識、
経験や実績をもとに株主からの信任に応えうる人物を選任しています。
【補充原則４−11−２．取締役の兼任状況の開示】
社内取締役は当社グループ以外の役員の兼務等はありません。また、社外取締役の他の会社の兼務状況は株主総会招集通知ならびに
当社ホームページの役員プロフイールに掲載しております。
【補充原則４−11−３．取締役会の実効性評価】
「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」欄をご参照ください。
【補充原則４−14−２．取締役のトレーニングの方針の開示】
新任取締役に対しては、当社取締役としての業務の遂行に必要な知識の習得の機会を提供しております。また、就任以降も適宜、法律関係、
経営課題に関する情報の提供や研修機会を設けています。社外取締役に対しては、当社への理解が深まるよう、随時当社の現況の説明や
工場等の現場を視察する機会を提供しております。
【原則５−１．株主との建設的な対話に関する方針】
当社は経営企画室、総務部をＩＲ担当部署として、投資家並びに株主への対応を行っております。
電話等による直接の対応のほか、当社HP上にも問い合わせ窓口を設け、幅広に対話の機会を確保しております。
IRの基本方針としては、以下を定めています。
(1)制度開示を適時適切に実施する
(2)機関投資家向け、個人投資家向けに会社説明会を定期的に開催し、当社の経営戦略や経営計画について情報発信を行う
(3)ディスクロージャーポリシーを制定し、公平かつ公正な開示を徹底する

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
竹本 笑子

所有株式数（株）

割合（％）

3,370,000

26.90

竹本容器若竹持株会

634,500

5.06

竹本 えつこ

613,900

4.90

株式会社日本カストディ銀行（信託口）

599,200

4.78

深澤 隆弘

533,200

4.26

竹本 雅英

426,000

3.40

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

284,500

2.27

深澤 英里子

220,000

1.76

竹本 力

200,000

1.60

山本 健人

170,000

1.36

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
１．大株主の状況は、2020年12月31日現在の状況です。

３．企業属性
上場取引所及び市場区分

東京 第一部

決算期

12 月

業種

化学

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
―――

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

監査等委員会設置会社

【取締役関係】
定款上の取締役の員数

14 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

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

4名

社外取締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

穴田 信次

他の会社の出身者

田中 達也

弁護士

石川 雅郎

他の会社の出身者

小川 一夫

公認会計士

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

i

j

k

※ 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

穴田 信次

監査等 独立
委員 役員

○

○

適合項目に関する補足説明

−

選任の理由
同氏は東京証券取引所での企業情報開示
業務および上場会社の取締役・監査役の
経験があり、これまでの経験と幅広い見識を
当社の経営に反映して頂くため、社外取締役に
選任しております。
また、同氏は、他の会社の出身者であり、当社
からの独立性が高く、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないことから、独立役員に指定
するものです。

田中 達也

石川 雅郎

小川 一夫

○

○

○

○

○

○

−

同氏は弁護士であり、これまで弁護士として
培われた豊富な経験と専門知識を、当社の
経営に反映して頂くため、社外取締役に選任し
ております。
また、同氏は当社からの独立性が高く、一般
株主と利益相反の生じるおそれがないことか
ら、独立役員に指定するものです。

−

同氏は金融に関する見識及びこれまでの取締
役、監査役としての経験を当社の経営に反映し
て頂くため、社外取締役に選任しております。
また、同氏は他の会社の出身者であり、当社
からの独立性が高く、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないことから、独立役員に指定
するものです。

−

同氏は公認会計士であり、上場会社に対する
長年の監査経験と財務及び会計に関する専門
知識を当社の経営に反映して頂くため、社外
取締役に選任しております。
また、同氏は他の会社の出身者であり、当社
からの独立性が高く、一般株主と利益相反の
生じるおそれがないことから、独立役員に指定
するものです。

【監査等委員会】
委員構成及び議長の属性

全委員（名）
監査等委員会

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

常勤委員（名）
4

1

社内取締役
（名）

社外取締役
（名）
0

委員長（議長）
4

社外取締役

なし

現在の体制を採用している理由
常勤監査等委員により、適切な情報の伝達、十分な情報の収集、会計監査人や内部監査担当との緊密な連携を実現できており、また当社の
企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に必要な事項を経理部又は
総務部に依頼することができます。
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の
指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査等委員の同意を必要とします。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況
内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携については、毎月定期的に内部監査担当者と常勤監査等委員が情報交換を行なって
おります。また、会計監査人との連携については、四半期毎に会計監査人と内部監査担当及び監査等委員会が、監査内容や課題について
共通認識を深めるため情報交換を積極的に行っております。
なお、監査等委員会は、会計監査人の監査の立会い、会計監査人から会計監査結果の報告を受けるなどの活動を行っております。

【任意の委員会】
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

【独立役員関係】
独立役員の人数

その他独立役員に関する事項
―――

【インセンティブ関係】

4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

該当項目に関する補足説明
株価変動のリスクとメリットを株主の皆さまと共有し、中長期的な企業価値向上と常勤取締役の貢献意欲を高めるため、当社の取締役（監査等委
員である取締役及び社外取締役を除く）に対して株式報酬型ストック・オプションを実施しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役、子会社の取締役

該当項目に関する補足説明
当社は、業務執行を担当する社内取締役のほか、執行役員、子会社の取締役を対象として株式報酬型ストックオプションを付与していますが、
別途従業員、子会社の従業員を対象に税制適格型ストックオプションを付与しております。

【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
2020年12月期における役員区分ごとの報酬等の総額、種類別の内訳及び対象となる役員の員数は次の通りです。
役員区分
取締役(監査等委員と社外取締役を除く)
社外取締役(監査等委員)

員数
３名
５名

報酬等の総額
81百万円
20百万円

（注）
1．上記のほか、海外の当社連結子会社に常駐している取締役１名に対して、勤務期間に応じて当該連結子会社より
総額4百万円の報酬を支給しております。
2．上記取締役（監査等委員）の支給人員には、2020年3月27日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって
退任した取締役1名を含んでおります。

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
１．役員報酬の基本方針
当社の取締役の報酬等は、当社の価値の最大化を目的として経営に当たる責務の対価として、職責を踏まえた適正な水準とすることを
基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と株式報酬により構成し、監督機能を担う
監査等委員である取締役の報酬はその職務に鑑み基本報酬のみとしております。
２．基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において決議した内容の範囲内
(年額250百万円以内)で、役位、職責、在任年数に応じて当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に
勘案して決定するものとしております。
３．株式報酬（非金銭報酬）の個人の報酬等の額の決定に関する方針
（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）
当社の業務執行取締役の株式報酬は、株式報酬型ストック・オプションの付与とし、2016年3月29日開催の第65期定時株主総会において
決議した内容の範囲内(年額50百万円の限度内)で、対象者の所有する当社株式の状況を勘案のうえ、役位、職責、在任年数に応じて
当社の業績を考慮しながら業務分担の状況及び会社への貢献度を総合的に勘案して決定するものとしております。
４．金銭報酬の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を
踏まえ検討を行い取締役会の委任を受けた代表取締役社長は、種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定
することとしております。なお、現時点の方針としては、ストック・オプションの付与は予定しておらず、基本報酬のみとしております。
５．取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、代表取締役が具体的内容を検討し、監査等委員である取締役が過半数を占める取締役会の決議により
決定するものとしております。

【社外取締役のサポート体制】
社外取締役のサポートは、総務部が行っております。具体的には、取締役会の開催に際しては、議案についての事前説明などを
行っております。また、必要に応じて適宜、電子メール・電話等により情報提供を実施しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】
元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等
氏名
竹本 雅英

役職・地位
相談役

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容

経営陣から相談があった場合に助 勤務形態： 非常勤
言
報酬の有無： 有

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

社長等退任日
2004/12/13

任期
1年

1名

その他の事項
―――

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）
【取締役及び取締役会】
当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名と、監査等委員である社外取締役４名で構成され、毎月１回開催される
定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の
意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
【監査等委員会】
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会は社外取締役４名で構成されております。社外取締役４名は、監査等委員会を毎月１回
以上開催し、監査計画の策定、監査の実施等を検討・助言する等を行う体制となっております。また、必要に応じて職務の執行に関する事項の
意見陳述を行うこととなっております。
【内部監査】
当社の内部監査は、内部監査室が事業年度毎に作成した計画に基づき、法令、定款、社内諸規程に従い、適正かつ有効に業務が運用されてい
るか網羅的に実施され、監査の結果については代表取締役社長に報告するとともに、被監査部門にフィードバックされ、経営の健全性・効率性・信
頼性の向上に寄与しております。
【会計監査】
会計監査については、仰星監査法人と監査契約を締結し、財務諸表等に対する会計監査を受けております。
なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。

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
当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名と、監査等委員である社外取締役４名で構成され、毎月１回開催される
定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会が開催され、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の
意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員の選任及び業務執行状況について監督を行っております。
また、監査等委員である取締役は、社内において内部監査室、外部においては会計監査人と定期及び必要に応じて適宜連携を図っており、
各種法令、定款、社内諸規程遵守に関する監査は適正に保たれており、経営の監査・監督機能は充足していると考えております。

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

株主総会招集通知の作成、発送体制の習熟度の向上により早期発送を行うべく努めて
います。

集中日を回避した株主総会の設定

事業年度末が12月末であり、もとより極度の集中日の回避可能と考えていますが、
株主の便宜も勘案して株主総会の設定をするべく努めてまいります。

電磁的方法による議決権の行使

株式事務代行機関等とも協議のうえ、電磁的方法による議決権行使方法の
採用について検討してまいります。

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

当社は2020年３月開催の第69期定時株主総会より、インターネットによる議決権行使を可
能とするとともに、議決権電子行使プラットフォームに参加しています。

招集通知（要約）の英文での提供

「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」欄【補充原則1-2-4 株主総
会の電子行使・招集通知の英訳】をご参照ください。

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

ディスクロージャーポリシーを策定し、当社ホームページに掲載しています。

個人投資家向けに定期的説明会を開催

本決算終了後に個人投資家向け説明会を開催します。

あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算および第２四半期決算終了後にアナリスト・機関投資家向けの会社説
明会の開催を致します。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

株主構成を勘案し、必要があれば海外投資家向けの説明会開催を検討いたし
ます。

なし

IR資料のホームページ掲載

当社ホームページ内にＩＲ専門サイトを構築し、当社の情報を速やかに発信で
きる体制を整備しております。

IRに関する部署（担当者）の設置

経営企画室、総務部が当該業務を担当しています。

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

コンプライアンス規程において、すべてのステークホルダーからの信頼を確保するために、
社内外での情報公開を適時適切する旨、規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

事業遂行上、環境保護等について留意しておりますが、現時点では特別な活動を予定
しておりません。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

コンプライアンス規程において、すべてのステークホルダーからの信頼を確保するために、
社内外での情報公開を適時適切する旨、規定しております。

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
当社では、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のように業務の適正性を確保するための体制整備の基本方針として、内部統制システム
構築の基本方針を定めております。
１．当社及び子会社の取締役及び使用人の職務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、「コンプライアンス規程」を制定し、当社及び子会社の全役員及び全従業員に周知徹底させるとともに、その遵守を求め、コンプライアンス
意識の向上のために、外部から講師を招聘するなどの施策を講じております。また、必要に応じてその内容を見直し、追加及び修正しております。
子会社に対しては、「関係会社管理規程」に基づき所要事項の報告又は事前承認を求めることにより、職務の執行状況を把握し、適法性を確保
しております。
内部監査室は、当社各部門ならびに子会社各社に対して網羅的に内部監査を実施し、法令、定款及び社内諸規程等への準拠性を監査し、
定期的に取締役会及び監査等委員会に報告を行っております。さらに、法令上、疑義のある行為などに関する相談又は通報の適正な処理の仕組
みとして通報窓口を設置して、法令遵守の実効性を高めております。
２．取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会・取締役会のほか重要な会議の意思決定や各取締役が「業務分掌規程」及び「職務権限規程」等に基づいて行なった決裁並びに
取締役の職務執行に係る情報について、取締役会の議事録、稟議書等を「文書規程」等に基づいて作成し、法令及び「文書管理規程」に
定められた期間、適切に保存及び管理することとなっております。
３．子会社の取締役の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
当社は、子会社の事業運営の独立性と自立性を尊重しつつ、子会社の取締役の職務執行の適正を確保するため、「関係会社管理規程」に
基づき、管理項目ごとに報告等の手続き方法を定め、報告を受けることとしております。
４．当社及び子会社の損失の危機管理に関する規程その他の体制
当社は「職務権限規程」、「職務分掌規程」、「組織規程」その他の社内規程に基づき、部門長権限を付与された責任者が担当分掌範囲において
責任を持ってリスク管理体制を構築しております。
子会社の業務執行を行う取締役は当該子会社の業務範囲において責任をもってリスク管理体制を構築しております。
当社及び子会社においてリスク管理の観点から特に重要な事項が生じた場合等については、取締役会の決議により、規程の制定及び改廃を
行うこととしております。さらに、経営、事業に大きな影響を与える不祥事及び事態が発生した場合は、社長を本部長とする対策本部を設置し、
速やかに必要な対応を図ります。
５．当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制
取締役会は経営方針・戦略の意思決定機関であり、法令及び「取締役会規程」で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定し、その
業務執行状況を監督するため、取締役会を定例（毎月１回）及び臨時に開催しております。また、取締役が職務の執行を妥当かつ効率的に行なう
基礎となる経営情報等を得るため、毎月社内各部門及び子会社の業務執行状況について、取締役会に先立って月次報告書を作成し、社内限定
のグループウェアを通じて取締役のほか部門長にも共有することとしております。
６．監査等委員会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
当社は、当社の企業規模から、監査等委員会の職務を補助すべき専任の使用人を置いていないものの、監査等委員会は監査業務に
必要な事項を経理部又は総務部に依頼することができます。
７．前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会より監査等委員会を補助することの要請を受けた場合、経理部又は総務部の使用人はその要請に関して取締役及び上長の
指揮命令を受けず、また、当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査等委員の同意を必要とします。
８．取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、その他監査等委員会の監査が
実効的に行なわれることを確保するための体制
監査等委員会は、いつでも取締役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、取締役及び使用人は、監査等委員会から報告
及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会監査の環境整備に努めております。また、監査等委員会
は、代表取締役と定期的に意見交換を行ない、併せて内部監査室及び会計監査人と定期的に協議会を開催し、監査の方法及び監査結果等につ
いて報告を受け、相互に連携を図っております。
９．子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
当社の監査等委員会は、いつでも子会社の取締役、監査役及び使用人に対して報告及び情報の提供を求めることができ、子会社の取締役、
監査役及び使用人は、当社の監査等委員会から報告及び情報提供を求められた場合は、遅滞なく情報提供等ができるように、監査等委員会
監査の環境整備に努めております。当社の内部監査室は子会社を監査した結果を、監査等委員会に随時報告しております。
10．監査等委員会へ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益な取扱を受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対し、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、
その旨を当社及び子会社の役職員に周知徹底することとしております。
11．監査等委員会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その他の当該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、監査等委員会または監査等委員の職務の執行において監査等委員会が必要と認める費用について、あらかじめ予算を計上致しており
ます。また、監査等委員が緊急又は臨時に支出した費用については、事後的に会社に請求できるものとしております。
12．財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに基づき、当社及び子会社の財務報告の信頼性と適正性を確保するために、全社統制、業務プロセスの統制を強化する
内部統制システムを構築・運用・評価し、不備があれば是正する体制を構築しております。

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
反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶することを基本方針とし、これを「反社会的勢力排除に関する規程」として
制定しております。
当社における反社会的勢力排除の対策としては総務部が事務局となり、以下の事項を実施しています。
１．本社事務所において、公益財団法人 暴力団追放運動推進都民センターの賛助会員となり、反社会的勢力排除に関する最新の情報を入手す
るとともに、有事に適切なアドバイスを受けられる体制を敷いています。
２．総務部担当者が地元警察署の開催する講習会に参加。
３．新規に取引を開始する際には当該相手が反社会的勢力等でないことの確認の徹底。
４．取引先と締結する契約書には反社会的勢力排除条項を挿入することの義務付け。
特に、暴力団追放運動推進都民センターや所轄警察署等からの情報に関しては、会社全体としての意識向上のため経営層を含めた幹部社員に
おいて情報共有を図っております。

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
―――

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】
当社では、適時開示体制へ向けた取り組みを経営上の重要課題の一つと認識し、事業の運営に伴い発生した重要事実を社内外の関係者に適切
に開示できる仕組みを確立することが企業としての責務でもあり、この体制を継続的に発展させていくことが企業力の強化につながるとも認識して
います。
当社グループでは、上場企業が容器の一次使用者であるケースも多く、当社グループ自体の重要事実だけでなく商談を進める中で認識しうる
顧客企業等の重要事実等についても、適宜適時開示担当部署に報告を行う体制を整えています。
当社または取引先等の重要事実を把握した場合には、当該情報を適時開示担当者に集め、所要の分析、検討を行ったうえで、必要に応じて適時
開示を行うこととしております。
グループ社員に対する周知・啓蒙に関しては、当該適時開示体制の整備に関する規程を整備のうえ、当社の適時開示に係る基本方針、
開示すべき情報の種類および内容等をインサイダー取引防止策と共に社内研修を行ってまいります。

