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第１章 目的 

 当社は、公明正大な企業活動とたゆまぬ技術革新により当社の持続的発展を図り、もって顧

客をはじめ広くステークホルダーに対する社会的責任を果たすという経営方針のもと、当社経

営の健全性と透明性向上のため、取締役会決議に基づきコーポレートガバナンスに関する基本

方針（以下「本方針」という。）を制定し、公表する。 

 

第２章 コーポレートガバナンスについての基本的な考え方 

（基本的な考え方） 

第１条 当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレートガバナンスの充実に取り組む。 

   （１）当社は、株主の権利が実質的に確保され、かつその権利を適切に行使することができ

る環境整備に努めるとともに、株主をはじめとする様々なステークホルダーとの建設

的対話を通じ、適時に健全かつ適正な経営判断が行われる体制整備に努める。 

（２）当社は、会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保する。 

 

第３章 株主の権利・平等性の確保 

（株主総会） 

第２条 当社は、株主が十分な検討時間を確保し、適切にその議決権を行使できるようにするた

め、株主総会招集通知、参考書類等の早期発送に努めるとともに、その内容を当社および

東京証券取引所のWebサイトにて開示する。 

  ２ 当社は、とりわけ海外在住の機関投資家が株主総会において円滑に議決権を行使するこ

とができるよう、議決権電子行使プラットフォームを導入するとともに、その他の環境整

備につき信託銀行等と協議する。 

  ３ 当社は、株主の利便性を考慮し、株主総会の開催日時等を設定する。 

  ４ 当社は、株主総会において会社提案議案に対し 30％以上の反対票が投じられた場合、

その理由や原因の分析を行い、株主との対話その他の対応につき検討する。 

 

（株主の平等性の確保） 

第３条 当社は、いずれの株主もその持分に応じて平等に扱い、少数株主がその権利の行使を妨

げられることのないよう十分に配慮する。 

  ２ 当社は、特定の株主に対し、財産の給付その他特別な利益の提供を行わない。 

 

（資本政策） 

第４条 当社は、第三者割当増資その他会社の所有構造を変動させ、または将来的に変動させ得

る資金調達を行う場合には、既存株主の権利を保護するため、適正な手続きを踏むととも

に、十分な説明を行う。 
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（株式の政策保有および政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針） 

第５条 当社は、事業上の取引関係維持、強化、ならびに連携による企業価値向上に資すると判

断される場合に限り、経済合理性を検証した上で、その相手方の株式を保有することがあ

る。 

  ２ 当社が保有する株式については、毎年、取締役会において、保有目的が前項に照らし適

正か、保有に伴う便宜やリスクが資本コストに見合っているかを検証し、保有意義が希薄

であると判断される場合は、原則として縮減対象とし、時価の趨勢と取得原価、市場への

影響等を勘案しつつ、売却を検討する。 

３ 本条第１項の株式に係る議決権については、提案されている議案について、株主価値の

毀損につながるものでないことを確認し、かつ発行会社の状況等を勘案の上、賛否を判断

する。 

   

（株主の利益に反する取引の防止） 

第６条 当社は、株主の利益を保護するため、役員および従業員がその立場を濫用して、当社や

株主の利益に反する取引を行うことを防止することに努める。 

２ 取締役は、会社法に基づく取締役会の承認を得なければ、利益相反取引および競業取引

を行ってはならない。 

３ 当社は、当社関係者が内部者取引を行うことを未然に防止するため、未公表の重要事実

の取り扱いに関する規則を定め、これを厳格に運用する。 

 

第４章 全てのステークホルダーとの健全かつ良好な関係 

（行動基準） 

第７条 当社は、ステークホルダーとの適切な関係と健全な事業活動倫理などについて、役員お

よび従業員が従うべき行動基準を設ける。 

  ２ 前項の行動基準は、コンプライアンス教育を通じ当社国内外の拠点に広く浸透させると

ともに、当社の社会・環境報告書等により開示する。 

  ３ 取締役会は、コンプライアンス委員会の運営および内部統制の有効性評価を通じ、行動

基準の遵守状況について確認する。 

 

（サステナビリティーとダイバーシティへの取組み） 

第８条 当社は、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題と女性の活躍促

進を含むダイバーシティへの取組みが当社事業の持続可能性と継続的成長に不可欠であ

ることを認識し、その促進を図る。 

  ２ 当社は、前項の取組みについて、社会・環境報告書等により開示する。 

 

（内部通報） 

第９条 当社は、会社法および会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制の一環

として、当社従業員等が不利益を被る危険を懸念することなく違法または不適切な行為そ
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の他に関する情報や真摯な疑念を伝えることができる経営陣から独立した通報窓口を整

備し、従業員に周知する。 

  ２ 取締役会は前項の通報窓口が適正に運営されているか監督する。 

  ３ 第１項の通報窓口は、社会・環境報告書等を通じ社外に対しても開示する。 

 

（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮） 

第 10条  当社は、確定給付企業年金制度の適正な運用を図るため、構成メンバーに財務部長を

含む年金資産運用委員会を設置する。 

   ２ 年金資産運用委員会による運用受託機関の選定にあたっては、運用成績の評価のほか、

スチュワードシップ・コードへの取組状況も踏まえて判断する。 

 

第５章 適切な情報開示と透明性の確保 

（情報開示方針） 

第 11条  当社は、会社法および金融商品取引法その他関係法令ならびに東京証券取引所規則に

従い、透明性、公平性、継続性の原則に基づき適時・適切な情報開示を行う。また、諸

法令や適時開示規則に該当しない場合でも、経営方針、経営戦略、経営計画その他の情

報についても、その策定の意図や機密性等を踏まえ、投資家が適切な投資意思を形成す

る上で有益な範囲において可能な限り開示する。 

   ２ 個人情報、顧客情報および第三者の権利を侵害することになる情報は開示しない。 

   ３ 機密性のある情報は厳重に管理し、適切かつ公正な開示が行われるまで第三者に漏洩

しない。 

   ４ 選択的開示は、一定の守秘義務契約により情報の秘匿性が担保されている場合を除き

禁止する。 

 

（外部会計監査人） 

第 12条 当社の情報開示において、外部会計監査人が重要な責務を担っていることに鑑み、監

査役会は次に掲げる基準に従い、外部会計監査人の信頼性、独立性、専門性を評価・確

認する。 

     （１）高度な職業倫理を有していること。 

（２）独立性が適切に保持されるための方針および手続きが整備され、かつ確実に運用さ

れていること。 

（３）監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任に関する方針および手続きが整備さ

れ、かつ確実に運用されていること。 

     （４）監査手続きの遂行、監督および査閲の方法、監査調書としての記録および保存の方

法に関する適切な規程が整備され、かつ遵守されていること。 

     （５）その他監査の品質管理に関するシステムが適切に整備され、かつ確実に運用されて

いること。 

    （６）内部統制を含む当社自身および当社の環境に内在するリスクを踏まえ適切な監査計
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画を策定していること。 

    （７）監査計画に沿った監査要員と監査時間が確保され、適正な監査手続きが確実に実施

されていること。 

    （８）その他監査の実施および報告に関する方針、手続きが適切に整備され、かつ確実に

遵守されていること。 

 

第６章 取締役会等の責務 

（機関構成） 

第 13条 当社は、会社法が定める監査役会設置会社を採用するが、経営の意思決定の迅速化と

業務運営責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入する。 

 

（取締役会の責務） 

第 14条 取締役会は、当社の持続的成長と企業価値の向上を図り、もって株主の負託に応える

べく次の職務を行う。 

    （１）事業戦略等経営全般に関わる事項の決定およびその進捗の監督、ならびに決定事項

と実績との差異分析。 

    （２）重要な財産の処分および譲受け、多額の借財、決算の承認その他会社法その他関連

法令により取締役会の責務とされている事項の決定または承認。 

    （３）業務の適正を確保するために必要な体制の整備およびその運用状況の監督。 

    （４）代表取締役の選定および解職、ならびに取締役の職務執行の監督。 

    （５）その他当社の持続的成長と企業価値の向上に関し重要な事項の決定等。 

 

（取締役等への委任） 

第 15条 取締役会は、前条各号に該当しない事項の決定について、原則として代表取締役、業

務執行取締役、執行役員等に委任する。その具体的範囲については、稟議規則または職

務分掌その他の規定により定める。 

 

（諮問委員会） 

第 16条 取締役会は、諮問機関として、指名諮問委員会、報酬諮問委員会を設置し、経営の客

観性・透明性を高める。 

  ２ 指名諮問委員会は、取締役の資質・選解任等について、取締役会の諮問を受け審議し、

取締役会に答申する。代表取締役社長の後継者計画についても審議する。 

   ３ 指名諮問委員会は、取締役会の決議により選任された 3名以上の取締役を委員として

構成し、その半数以上は独立社外取締役とする。委員長は、委員の互選により独立社外

取締役の中から選任する。 

   ４ 報酬諮問委員会は、役員等の報酬体系、水準、算定方法等について、取締役会の諮問

を受け審議し、取締役会に答申する。 

   ５ 報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された 3名以上の取締役を委員として
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構成し、その半数以上は独立社外取締役とする。委員長は、委員の互選により独立社外

取締役の中から選任する。 

 

（説明責任） 

第 17条 取締役会は、第 14条第１号の決定を行い、かつ投資家が適切な投資意思を形成する上

で有益な情報として開示した場合において、決定事項と実績との間に乖離を生じたときは、

株主に対しその原因につき必要かつ十分な説明を行う。 

 

（後継者育成） 

第 18 条 当社は、当社の経営方針と長期的経営戦略を承継し得る人材を責任ある地位に任じ、

その職務経験を通じ将来の経営を担う最高経営責任者等の後継者を育成するものとし、

取締役会はその状況を監督する。 

 

（取締役の報酬） 

第 19条 取締役の報酬は、株主総会にて決議された年額の範囲内で、委嘱された職務の内容お

よび当社業績に対する寄与を勘案し、報酬諮問委員会の答申結果をもとに、取締役会の

決議により決定する。 

   ２ 前項の取締役会は、原則として独立社外取締役が出席していなければならず、独立社

外取締役が当該取締役会に出席できない場合は、事後速やかに賛成または反対の意見を

表明しなければならない。 

 

（取締役および執行役員の資格ならびに取締役の選解任および執行役員の選任等） 

第 20条 取締役候補者は、優れた人格および高い倫理観とともに、当社の経営を的確、公正か

つ効率的に遂行できる見識、能力および経験を有する者とする。候補者の選定にあたっ

ては、指名諮問委員会の答申結果をもとに、定款に定める員数を上限に取締役会による

審議を経て選定する。 

２ 前項の取締役候補者は、取締役選任議案として定時株主総会に付議する。 

３ 当社は、取締役会を構成する者の多様性に配慮する。 

４ 本条第１項の取締役会は、原則として独立社外取締役が出席していなければならず、

独立社外取締役が当該取締役会に出席できない場合は、事後速やかに賛成または反対の

意見を表明しなければならない。 

５ 取締役が本条第 1項に掲げる基準に照らして明らかに適性を欠いたり、法令・定款に

違反するなど、職務遂行に著しい支障が生じた場合には、指名諮問委員会からの答申に

基づき、取締役会で審議の上、当該代表取締役・役付取締役を解職し、当該取締役の解

任株主総会付議案を決議するものとする。 

６ 執行役員は、本条第１項の基準に基づき、指名諮問委員会の答申結果をもとに、取締 

役会による審議を経て選任する。 
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（独立社外取締役） 

第 21条 当社取締役のうち 2名以上は、独立社外取締役でなければならない。 

   ２ 独立社外取締役の独立性の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を

参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じる恐れのない者

とする。 

 

（監査役の資格および指名） 

第 22条 監査役候補者は、優れた人格および高い倫理観とともに、取締役の職務の執行を的確、

公正かつ効率的に監査することができる見識、能力および豊富な経験を有する者の中か

ら、定款に定める員数を上限に取締役会の決議を経て選定する。 

   ２ 前項の決定は、監査役会の同意を得なければならない。 

   ３ 本条第１項の監査役候補者は、監査役選任議案として定時株主総会に付議する。 

   ４ 当社の監査役のうち少なくとも１名は、財務・会計に関する適切な知見を有している

者でなければならない。 

   ５ 当社は、監査役会を構成する者の多様性に配慮する。 

   ６ 前各項の規定は、補欠監査役候補者の選定に準用する。 

 

（独立社外監査役） 

第 23条 当社監査役の半数以上は社外監査役でなければならず、社外監査役は原則として独立

社外監査役でなければならない。 

   ２ 第 21条第２項の基準は、独立社外監査役の独立性につき準用する。 

 

（兼任制限） 

第 24条 取締役および監査役は、その役割・責務を適切に果たすため必要となる時間・労力を

確保するため、当社以外に４社を超えて他の上場会社の役員を兼任しないことが望まし

い。また、その重要な兼職の状況については、事業報告または株主総会参考書類におい

て開示する。 

 

（取締役会の実効性評価） 

第 25 条 社外取締役および社外監査役は、各取締役および監査役の自己評価等も参考にして、

次の基準に照らして取締役会の実効性を評価する。 

   （１）取締役会構成員の能力、経験、知見、多様性のバランスは適当か。 

（２）業務執行者に対し、経営方針、経営戦略等を通じ明確な方向付けをすることができ

ているか。 

   （３）行動基準、コンプライアンスに関する指針の提示等により、職業倫理と公正な企業

活動を尊重する企業風土を涵養することができているか。 

 （４）短期的・投機的手法によらず当社が持続的に企業価値を高めるために必要な規範を

提示し、かつ社内に浸透することができているか。 
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     （５）必要かつ十分な情報に基づく適正かつ明確な意思決定ができているか。 

（６）業務の適正を確保する体制を明確に決定し、かつその整備と運用を適切に監督して

いるか。 

     （７）取締役会を支援する体制は必要かつ十分な程度に機能しているか。 

     （８）株主総会、IR 活動その他を通じ株主および投資家に対し十分な説明責任を果たし

ているか。 

    ２ 社外取締役および社外監査役は、評価結果を年に１回以上取締役会に報告し、取締役

会はこれを総括する。 

３ 前項の評価結果については、その要旨を開示する。 

 

（情報入手と支援体制） 

第 26条 社外取締役および社外監査役を含む取締役および監査役は、その職務の遂行に必要あ

るときは、会社に対して情報提供を求めることができる。 

   ２ 社外取締役が前項の情報提供を求める場合においては、経営企画部に支援を要請する

ことができる。 

   ３ 社外監査役が本条第１項の情報提供を求める場合においては、内部統制システムの構

築に関する基本方針規程による。 

 

（取締役・監査役の研鑚および研修） 

第 27条 取締役および監査役は、その役割を果たすために、当社の財務状態、法令遵守、コー

ポレートガバナンスその他の事項に関して、常に能動的に情報を収集し、研鑚を積まな

ければならない。 

   ２ 当社は、前項に定める取締役および監査役の研鑚に必要な機会を提供するとともに、

新任の社外取締役および社外監査役に対しては、当社が属する業界、当社の沿革・事業

環境等について研修を行い、内部昇格による新任取締役および監査役に対しては、法令

上の権限および義務等に関する研修を行う。 

   ３ 前項の研修を行うに当たっては、必要に応じ外部機関を活用する。 

 

第７章 株主との対話 

（株主との対話） 

第 28条 当社は、株主からの真摯な意見を当社の持続的な成長と中長期的な企業価値に活かす

ため、株主との建設的な対話を促進する。 

   ２ 株主との対話に係る体制は次に掲げるものとする。 

（１）代表取締役社長   全体を統括する。 

（２）管理本部管掌取締役 代表取締役社長を補佐し、全体を統括する。 

（３） 経営企画部     株主との対話を主管し、株主への情報提供、投資家ミーティ

ング等の企画・実施、株主からの意見の社内展開および株主

からの意見を踏まえた施策の企画・立案等を行う。 
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（４） 経理部       財務報告に係る情報を整理・分析し、経営企画部に提供する。 

（５）各本部企画部門    市場情報等当社の事業環境、事業機会、市場における地位そ

の他株主に有益な情報の提供につき経営企画部を補佐する。 

   ３ 株主への情報の提供に当っては、インサイダー情報管理規則に従い、未公表の重要事

実が漏えいすることのないよう十分に留意するものとする。 

 

 

2015年 10月 30日制定 

2018年 12月 25日改定 


