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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、企業価値の持続的な増大・最大化を図るにはコーポレート・ガバナンスが有効に機能することが不可欠であるとの認識のもと、ガバナン

ス体制の強化、充実に努めております。

　まず、株主に対する説明責任を果たすべく、迅速かつ適切な情報開示の実施と経営の透明性の確保を重視しております。

具体的には、経営執行の公正性・透明性を図るため社外取締役の選任のほか、意思決定の迅速化と経営責任の明確化を図るため、執行役員制
度の導入を実施しております。

　更に、高い倫理観に基づくコンプライアンスの徹底を図り、株主、顧客をはじめとするステークホルダー（利害関係者）の信頼を得て、事業活動を

展開していく方針であります。

　今後とも、企業の成長に応じて、コーポレート・ガバナンス体制を強化・充実しつつ、企業価値の最大化を図ることを目標としてまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

コーポレートガバナンス・コードの各原則については全てを実施しております。

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DTS 1,080,000 50.02

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 375,000 17.36

テルウェル東日本株式会社 187,500 8.68

ＭＳＩＰ CLIENT SECURITIES 98,200 4.54

データリンクス社員持株会 88,200 4.08

株式会社ドコモCS 75,000 3.47

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 28,000 1.29

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 22,900 1.06

株式会社SBI証券 11,000 0.50

藤田孝之 7,400 0.34

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 株式会社DTS　（上場：東京）　（コード）　9682

補足説明

　親会社である株式会社DTS（以下、「DTS」）は、当社議決権の50.02％を所有し、平成29年3月期現在におけるDTSグループは当社を含み15社で
構成されており、情報サービス事業を主体に展開しております。

　なお、DTSグループ各社は、それぞれ個々の事業規模や市場基盤・得意分野が異なっており、当社はこれまでの商業エリアにおける実績から首
都圏を専門とした中堅企業やＮＴＴグループ及びそのエンドユーザー向け中小規模開発案件を担当し、Ｗｅｂアプリケーション開発やデータマイニン
グソリューション、基幹系システム開発を展開するとともに、コールセンターなどのBPOサービスの提供も行うなど、当社の強みを生かした事業活
動を行っております。

　また、当社は、DTSグループが受託した情報サービス事業の一部の委託を受けるとともに、当社からDTSグループへ人材派遣サービスの提供を
行っております。

　現時点では、DTSグループとの直接的な競合は発生していないものと認識しており、事業運営上の制約等も受けておりません。

　DTSからは、今後も当社の事業の独立性を尊重していく方針を示されておりますが、将来的にDTSの経営方針に変更が生じたり、DTSグループ
の事業戦略等が変更された場合は、当社の事業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。

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 サービス業

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

　株式会社DTS（以下、「DTS」）は、当社の総議決権数の50.02％を保有する親会社であり、当社株主総会決議事項に影響を及ぼす立場にありま

すが、DTSは当社の企業価値を最大化するために、当社の経営の独立性を最大限尊重し、考慮することが重要であることを認識しているとの確認
を得ております。また、DTSとの取引条件及び支払条件の決定方法は、提供するサービスの技術スキルおよび業界価格等を勘案し、国内の同業
他社取引先と同様の条件を基本として、交渉の上決定しております。

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 6 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
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

佐藤　直樹 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

佐藤　直樹 ○ ―――

経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有
し、当社の経営全般に助言を得るため、社外取
締役として選任しております。また、役員の属
性のいずれにも該当せず、社外取締役の役割
において一般株主との利益相反の生じるおそ
れがないと判断したため、独立役員に指定する
ものであります。

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

　当社は会計監査人として、新日本有限責任監査法人と監査契約を結んでおります。監査役と会計監査人とは、定期的に意見交換を行っており

ます。今後についても事業計画策定時、四半期決算、本決算時等タイミングを捉え、財務の適正や透明性等について適時意見交換を図っていく考
えであります。

　また、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを
監視し検証していく考えであります。

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

石井　妙子 弁護士

大野　孝雄 その他

※　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

石井　妙子 ○ 弁護士

弁護士としての専門的な知識・経験等の法的
知見を当社の監査に反映していただくため、社
外監査役に選任しております。また、役員の属
性のいずれにも該当せず、社外監査役の役割
において一般株主との利益相反の生じるおそ
れがないと判断したため、独立役員に指定して
おります。

大野　孝雄 ○ ―――

長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会
計に関する相当程度の知見を有し、当社の監
査においてその職務を適切に遂行していただく
ため、社外監査役に選任しております。また、
役員の属性のいずれにも該当せず、社外監査
役の役割において一般株主との利益相反の生
じるおそれがないと判断したため、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 3 名

その他独立役員に関する事項

　当社の顧問弁護士であり、毎月顧問料を支払っておりますが、その金額は軽微であるため、独立性は高く、一般株主との利益相反の生じるおそ

れがないものと判断しております。

【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

実施していない

該当項目に関する補足説明

　当社は、取締役へのインセンティブ付与より内部留保の充実や安定的な配当を優先しております。

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

　取締役の報酬については、有価証券報告書に全取締役の報酬総額を記載しております。また、社外役員に対する報酬があれば、その報酬額も
記載することとしております。なお、有価証券報告書は、当社ホームページで閲覧することができます。

　取締役に対する役員報酬（平成28年度）

　取締役の年間報酬総額　　41,630千円

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

　取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役職、業績等を勘案して決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役等に対して、取締役会の運営に関する事項並びに会計監査に関する事項について、コーポレートサービス統括部総務人事部が補佐
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．業務執行体制

　当社の取締役会は6名（取締役5名、社外取締役1名）で構成しており、毎月1回の定時開催に加え必要により臨時開催を行っております。取締役

会においては、経営方針など当社の重要事項の意思決定を行なうとともに、取締役の業務遂行の監督かつ管理を行っております。また、当社は
執行役員制度を導入し、取締役会が選任した4名の執行役員が業務執行を行い、取締役会がこれを監督・管理する経営体制としています。なお、
代表取締役を除く常勤取締役2名は執行役員を兼務しております。

２．監査体制

　監査役会は3名（うち社外監査役2名）で構成し、原則3ヶ月に1回定例の監査役会を開催するほか、必要に応じて随時監査役会を開催し、監査役

会で定めた監査方針及び監査計画に従い、監査状況の確認及び協議を行うほか、内部監査室や監査法人とも連携し、随時監査についての報告

を求めております。また、各監査役は、取締役会に出席するほか、常勤監査役は、経営上重要な会議にも出席するなど、取締役の業務執行を常

時監視する体制をとっております。



３．役員候補者の指名

　役員候補者の選定については、取締役、監査役、その他有職者等からの推薦、紹介等を基に、人格、知識、能力、経験、見識、将来性等を勘案

し、取締役会の中で行っております。

４．報酬決定等

　取締役及び監査役の報酬の決定については、株主総会で総枠の上限金額の承認を戴いております。各取締役の報酬の具体的な金額、支給方

法等については、職務内容と会社業績への貢献度を勘案し取締役会で決定しております。各監査役の報酬の具体的な金額、支給方法等につい

ては、職務内容を勘案し監査役会で決定しております。

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

　当社は、継続的な企業価値向上のため、取締役6名のうち社外取締役1名を選任するとともに、3名の監査役からなる監査役会設置会社であり

ます。当社は、取締役の任期を2年とし、取締役の経営責任を明確にするとともに、経営環境の変化へ迅速に対応できる体制としております。監

査役は、3名のうち2名が社外監査役であり、独立・公正な立場で取締役の職務執行に対する監査を行っております。

　従いまして、現在の体制により、経営監視機能が有効であること、内部規程に基づく各機関の運営が適正になされており、十分討論なされてい

ること、監査役や監査室によるモニタリングにより高い透明性を確保するなど実効性を有していることから、現在のコーポレート・ガバナンス体

制により企業価値を十分に高め、利害関係者の信頼を得ることができると判断しております。



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

集中日を回避した株主総会の設定
　より多くの株主がご出席ができますように、集中日を回避し適切な日を設定するととも
に、交通の便が良い会場を設定しております。

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

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

　当社は、IRの主な活動として決算時及び第2四半期決算時毎に決算説明会
を開催しております。

あり

IR資料のホームページ掲載

　投資家向け情報として、決算短信、決算情報以外の適時開示資料、有価証

券（四半期）報告書及び決算説明会資料等を当社ホームページのIR情報サイ

トに掲載をしております。

URL http://ir.datalinks.co.jp/

IRに関する部署（担当者）の設置 　コーポレートサービス統括部　経営企画部

その他
　積極的に取材に対応する等、株主や投資家の方々に当社の経営活動につ

いての説明責任を果たすよう努めております。

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

　企業倫理憲章を策定し、コンプライアンスガイドブックをもとに体制の確立を図るとともに、
全

社員に対し法令遵守等の啓発活動を図っております。代表取締役社長を委員長、執行役
員以

上の役員を構成員とする企業倫理委員会を定期的に開催し、法令遵守と企業倫理の徹底
に努

めております。

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

　当社は、各ステークホルダーに対し、透明性及び公平性を確保するため、ディスクロー
ジャー

を重視して適時情報開示を行っていくとともに、ホームページ上にＩＲ情報の開示やニュー
スリリ

ースを積極的に行っております。

その他
　個人情報保護体制の確立を証明する公的認証であるプライバシーマークを取得しており
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

１．取締役及び社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

（１）取締役会は、コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受け

る。

（２）社外取締役を継続して選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持向上を図る。

（３）適法・適正な事業活動のため、必要に応じて外部の専門家等によるリーガルチェック体制を構築し実施する。

（４）監査役は、独立した立場で内部統制システムの整備運用状況を含め、取締役の職務執行を監査する。

（５）「データリンクス社企業倫理憲章」および「データリンクス社行動規範」に基づき、役員および社員がそれぞれの立場でコンプライアンスを自ら

の問題として捉え業務運営にあたるよう研修等を継続的に行うことにより、役員および社員のコンプライアンス意識の醸成を図る。

（６）代表取締役社長は、監査室を直轄するものとし、監査室は内部統制システムが有効に機能していることを確認し、整備方針および計画の実

行状況を監視し、代表取締役社長はその監査結果について取締役会に報告する。

（７）法令上疑義のある行為等について当社の役員、社員、ほか当社に就業する従業員が相談および通報を行う手段として「内部通報制度」(企業

倫理ヘルプライン）を設ける。

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

（１）取締役の職務の執行に係る文書（電磁的記録を含む。以下同じ）その他の重要な情報の取扱いは「文書管理規程」およびこれに関する各管

理要領に従い、同規程等で定められた担当者が高いセキュリティをもって保存および管理し、必要な関係者が閲覧できる体制を整備する。

（２）情報の管理に関しては、責任部署を定め、情報セキュリティに関する体制を整備する。また、個人情報保護に関しては基本方針および個人情

報保護規程を定め対応する。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）代表取締役社長は、リスク管理を統括するとともにリスク管理が円滑かつ有効に機能するよう担当役員を定め、コーポレートサービス統括部

内の所管部署がリスクの体系化と問題点の把握を行い、責任部署と問題点に対する対応計画を定め、リスクの発生有無について継続的な監視を
行う。

（２）事業上のリスクについては、その発現の頻度および発現による影響を勘案して重点化の上取り組む。

（３）所管部署は定期的に責任部署ごとのリスクに対する体制整備の進捗状況をレビューするとともに、具体的な個別事案の検証を通じて全社的

体制の適切性に関するレビューを行う。

（４）監査室は、各部署における日常的なリスク管理の状況を監査する。

（５）代表取締役社長は、（３）のレビュー結果および（４）の監査結果で重要な事項を取締役会に報告する。

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

（１）取締役会は、職務分掌規程を定め、同規程に基づき、代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役等に業務の執行を行わせるととも

に、定期的に業務の執行状況等について報告を受ける。

（２）経営に関する重要事項等を議論し、適正な意思決定を行うために、代表取締役社長その他重要な組織の長によって構成される経営会議を設

置し、運営する。

（３）全社的な事業推進においては、実施すべき具体的な施策および効率的な業務遂行を、社内規則に基づく職務権限や意思決定ルールにより

行う。

（４）役員および社員が共有する全社的な目標を定め、浸透を図るとともに、この目標に基づく3事業年度を期間とする中期経営計画を策定する。

この中期経営計画に基づき短期計画として、事業年度ごとに各事業部門の事業目標と予算を設定する。

５．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

（１）当社の親会社とは相互の自主性・自立性を十分に尊重しつつ、連携を図る。

（２）親会社との間の取引等について法令に従い適切に行うこと等を基本方針とする。

６．監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項

　監査役は、監査の実施にあたり監査室等の社員に必要な事項を指揮命令することができる。

７．前号の社員の取締役からの独立性及び当該社員に対する監査役の指揮命令の実効性の確保に関する事項

（１）監査役の職務を補助すべき社員の人事異動・人事考課等については監査役の意見を尊重する。

（２）監査役より、監査の実施にあたり指揮命令を受けた社員は、その業務の遂行中は取締役等の指揮命令は受けない。

８．取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

（１）代表取締役社長その他業務執行を担当する取締役等は、取締役会等において随時その担当する業務の執行状況を監査役に対して報告す

る。

（２）取締役は、以下に定める事項について、発見次第速やかに監査役に報告する。

ア．会社に著しい損害または著しい信用の低下を及ぼす事項、またはそのおそれのある事項

イ．重大な法令・定款・社内規程違反、またはそのおそれのある事項

ウ．コンプライアンス上重要な事項

エ．その他ア～ウの準ずる事項

（３）社員は（２）に関する重大な事実を発見した際は、監査役に直接報告することができる。

９．監査役へ報告をし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ための体制

当社は、「ＤＡＴＡＬｉＮＫＳコンプライアンスガイド」において、監査役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いを行うこと
を禁止し、その旨を役職員に周知徹底する。

１０．監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い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

監査役が定める監査計画において見込まれる費用については予め予算化し、突発的に発生した事象に対応するために必要な費用については、
前払いまたは償還できることとする。



１１．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、取締役会の他、経営会議等重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握する。

（２）監査役は、重要な稟議書その他文書を閲覧し、必要に応じ取締役および社員の説明を受ける。

（３）監査役は、代表取締役社長、会計監査人のそれぞれと随時意見交換を開催する。

（４）取締役は、監査役の適切な職務執行のため、親会社の監査役等との意思疎通、情報交換が適切に行えるよう環境整備に協力する。

（５）監査役は、必要に応じ自らの判断で、弁護士および公認会計士等の外部専門家より、監査業務に関する助言を受けることができる。

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

　企業の倫理的使命として、「データリンクス社行動規範」を定め、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力との結びつきを断固とし

て排除し、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。反社会的勢力とのトラブルが

発生した場合には、これに対処する迅速な連絡体制のもと、警察・弁護士等と連携し、組織的な対応を図る。



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

　当社は、株式会社DTS及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データ、社員持株会など安定株主を一定割合以上確保しており、万が一、企業価値を毀

損する買収等がTOBを行なわれたとしても、株式会社DTS等の大口株主が賛成せず、重要な決議権比率を握ることが出来ない状況にあります。
このことは、買収防衛策として機能するものと考えており、現時点において買収防衛策の導入は検討しておりません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――


