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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、環境の変化に素早く的確に対応することが株主の皆様をはじめとする社会全体からの信頼を獲得する鍵であると認識し、経営判断に

おける意思決定の迅速化と透明性を確保すべく、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めます。

1．株主の権利を尊重し、株主の実質的な平等性の確保に努めます。

2．ステークホルダーとの適切な協働を図ります。

3．会社情報を適切に開示し透明性を確保します。

4．取締役会による実効性のある経営および業務執行の監督を行います。

5．株主との間で建設的な対話を行います。

【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】・・・（議決権電子行使の環境作りおよび招集通知の英訳）

　当社は、議決権行使の電子化や招集通知の英訳については、今後、機関投資家および海外投資家の当社株式保有比率等を勘案しながら導入

　を検討する。

【原則　1-4】・・・政策保有株式

　当社は、取引関係の維持・強化等を目的として、必要と判断する上場株式（以下「政策保有株式」という）を保有している。今後は、事業戦略上の

　重要性および取引先との関係性、評価損益、投資リターン等経済合理性等を総合的に勘案し縮減を図っていく。

　なお、保有継続の可否および保有株式数の見直しを毎年取締役会にて実施し、売却する銘柄を決定している。

　政策保有株式の議決権については、発行会社の株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で行使している。

【補充原則　4-1-3】・・・（最高経営責任者等の後継者の計画）

　指名会議で知識、経験、能力、業績、人格等を総合的に勘案した上で候補者を選任し、取締役会へ上程し役員への登用を図り、経営としての実

　務を積ませ、その中から最適な者を最高経営責任者として選定している。

【原則　4-2】・・・取締役会の役割・責務（2）

　重要案件については、取締役会にて決議している。

　取締役会では、質疑応答を活発に行うなど十分に検討を行っている。

　経営陣の報酬については、内規に基づく月例報酬の他、株主総会で決議された総額の範囲内で業績に応じて賞与を支給している。

【補充原則　4-2-1】・・・（経営陣の報酬）

　当社は、固定の月例報酬と前年度業績に応じたインセンティブの賞与により、持続的な企業価値向上への動機付けを図っている。

【補充原則　4-8-1】・・・（独立社外取締役の有効な活用）

　当社の独立社外取締役および社外監査役は、それぞれに企業経営に関する豊富な経験、幅広い知識および高い見識を有している。独立社外

　取締役および社外監査役は、取締役会で積極的に議論に参加し、活発な意見交換を通じて、その責務を十分果たしている。

【補充原則　4-10-1】・・・（重要な事項に関する独立社外取締役の適切な関与・助言）

　当社は、取締役および監査役候補者の選定については、指名会議での協議を経て、取締役会で審議の上決定している。また、報酬の決定につ

　いては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、報酬基準に則して、報酬会議での協議を経て、取締役会の決議ならびに監査役の

　協議により決定し実施する。

【補充原則　4-12-1】・・・（会議運営に関する取扱い）

（1）取締役会資料の配付

　　 当社は、取締役会の上程議題については原則として、常勤の取締役および監査役で構成された経営会議で事前に審議されることから、常勤

　　 取締役および常勤監査役はその内容を理解している。

　　 また、上記以外の取締役および監査役には、重要と思われる議題については事前説明を実施する他、決算関係資料については原則2営業

　　 日前に配付している。

【原則　5-2】・・・経営戦略や経営計画の策定・公表

　2019年4月から2024年3月までの5ヵ年の中期経営計画2023「確かな技術で未来をひらく　変革と挑戦」を策定し、ホームページにて公表してい

　る。同計画では、「新製品・新事業への挑戦」「既存事業の競争力強化」「海外事業の拡大展開」「経営基盤の強化」を基本方針とし、2023年度

　の数値目標等（売上高・経常利益・ROA、連結配当性向)とその実現に向けた事業別戦略、基盤強化戦略などを示している。

【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

　当社は、取引関係の維持・強化等を目的として、必要と判断する上場株式（以下「政策保有株式」という）を保有している。今後は、事業戦略上の

　重要性および取引先との関係性、評価損益、投資リターン等経済合理性等を総合的に勘案し縮減を図っていく。

　なお、保有継続の可否および保有株式数の見直しを毎年取締役会にて実施し、売却する銘柄を決定している。

　政策保有株式の議決権については、発行会社の株主価値の向上に資するものか否かを判断した上で行使している。

【原則　1-7】・・・関連当事者間の取引

　当社と取締役等との間の競業取引および利益相反取引については、取締役会決議によって定められた「取締役会規程」において取締役会の決

　議事項と明示しており、取締役会において実際の個別取引に関する決議または報告を通じて監視を行っている。

【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、企業年金制度を導入していない。

【原則　3-1】・・・情報開示の充実

（ⅰ）経営理念等や経営戦略、経営計画

　　　中期経営計画について、ホームページおよび株主向け報告書等に掲載している。

（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

　　　「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページへ開示している。

（ⅲ）取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　　当社内規に従い、月例報酬と賞与とで構成している。月例報酬は役職等に応じた規定金額を、賞与は会社業績、業績への貢献度、目標の

　　　達成度合い等を総合的に勘案した金額を算定し、報酬会議での協議を経て、取締役会がこれを決定する。

（ⅳ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たっての方針と手続

　　　指名会議で、これまでの業績・実績、見識、人格等を総合的に勘案し、経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行い、取締役

　　　会がこれを決定する。

（ⅴ）経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名についての説明

　　　経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行う際は、取締役会で個々のこれまでの業績・実績、見識、人格等の説明を行って

　　　いる。

【補充原則　4-1-1】・・・（経営陣に対する委任の範囲の概要）

　各取締役に対しては、取締役会において担当職務を決議しており、委任の範囲を明確に定めている。

【原則　4-8】・・・独立社外取締役の有効な活用

　当社は、会社経営の資質や専門性を備えた独立性を有する社外取締役2名を選任している。

　なお、独立社外取締役の選任については、当社が定めた社外役員の独立性に関する判断基準に基づき実施している。

【原則　4-9】・・・独立社外取締役の独立性判断基準および資質

　「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページへ開示している。

　コーポレート・ガバナンス基本方針で、社外役員に関する独立性基準を制定している。また、取締役会における率直・活発で建設的な検討への

　貢献が期待できる人物を独立社外取締役の候補者として選定している。

【補充原則　4-11-1】・・・（取締役会のバランス・多様性および規模に関する考え方）

　取締役の選任については、指名会議で経営者としての資質や能力および設計、製造、品質保証、営業、管理等当社業務に必要な知識・経験な

　らびに多様性等を考慮し、実施している。なお、当社は、社外取締役を含め取締役12名を選任しており、適確かつ迅速な意思決定のために適切

　な規模と考えている。取締役選任の方針・手続きは、原則3-1（ⅳ）に記載している。

【補充原則　4-11-2】・・・（取締役・監査役の兼務状況）

　取締役および監査役の重要な兼職状況を事業報告や有価証券報告書にて開示している。

　監査役は、監査役選任議案に同意する際には、他の上場会社の役員の兼任状況を確認している。

　なお、取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合には、当社を含め5社までとする。

【補充原則　4-11-3】・・・（取締役会全体の実効性評価）

　「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページへ開示している。

　コーポレート・ガバナンス基本方針の中で、各取締役の自己評価などを参考にして、取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、その結

　果の概要を開示することを定めている。

　毎年6月に、全役員に対し、前年度の取締役会の実効性に関する評価を実施し、同年8月開催の取締役会で、「取締役会の実効性に関する評価

　結果について」報告している。

【補充原則　4-14-2】・・・（取締役・監査役のトレーニング方針）

　「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページへ開示している。

　コーポレート・ガバナンス基本方針の中で、取締役および監査役のトレーニング方針を明記している。

【原則　5-1】・・・株主との建設的な対話に関する方針

　「コーポレート・ガバナンス基本方針」を制定し、当社ホームページへ開示している。

　コーポレート・ガバナンス基本方針の中で、株主との建設的な対話を促進するための方針を明記している。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%以上20%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）



中部電力株式会社 2,326,579 24.49

ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 1,000,000 10.52

古河電気工業株式会社 807,840 8.50

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 446,633 4.70

ビービーエイチ　フオー　フイデリテイ　ロー　プライスド　ストツク　フアンド（プリンシパル　オール

　セクター　サブポートフオリオ）
323,900 3.40

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 303,000 3.18

株式会社川口興産 200,000 2.10

ノーザン　トラスト　カンパニー　エイブイエフシー　リ　フィデリティ　ファンズ 192,500 2.02

株式会社光通信 186,600 1.96

明治安田生命保険相互会社 175,769 1.85

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 名古屋 第一部

決算期 3 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

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 19 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 12 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 2 名

社外取締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

天野　望 他の会社の出身者

瀬尾　英重 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

天野　望 ○
古河電気工業株式会社

監査役

天野望氏は、古河電気工業（株）の取締役、監
査役として同社の経営に携わり、経営者として
の豊富な経験や幅広い知見を有しており、客
観的な立場から当社の経営に活かしていただく
ため、社外取締役として選任している。

証券取引所が定める「独立性に関する判断基

準」および当社が定める「社外役員の独立性に
関する判断基準」に抵触せず、一般株主と利益
相反が生じる恐れはないため、独立役員として
指定している。



瀬尾　英重 ○

中央可鍛工業株式会社

社外取締役

ＪＢＣＣホールディングス株式会社

補欠監査等委員取締役

瀬尾英重氏は、マスプロ電工（株）代表取締役
社長として同社の経営に携わり、経営者として
の豊富な経験や知見を有しており、客観的な立
場から当社の経営に活かしていただくため、新
たに社外取締役として選任している。

証券取引所が定める「独立性に関する判断基

準」および当社が定める「社外役員の独立性に
関する判断基準」に抵触せず、一般株主と利益
相反が生じる恐れはないため、独立役員として
指定している。

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 5 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、会計監査人より定期的に監査結果の報告を受け、必要に応じ意見・情報交換を行うなど会計監査人と緊密な連携を保っている。

　内部監査については、社長直属の組織である内部監査室（4名）が担当している。内部監査室では、当社およびグループ会社の業務執行状況、

法令・規定の遵守状況等に関する監査ならびに財務報告に係る内部統制の運用状況の検証を行い、必要に応じ関係部門に対する改善指示を行

っている。また、監査役とは定期的に連絡会を開催し、これらの活動等に関する意見・情報交換を行っている。　

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

松原　和弘 他の会社の出身者 △ △

堀　雅寿 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

松原　和弘 ○
中部電力株式会社出身

中部電力株式会社　常勤監査役

松原和弘氏は、中部電力（株）の代表取締役、
常任監査役として同社の経営に携わり、経営
者としての豊富な経験や幅広い知見を有して
おり、客観的な立場から当社の監査をしていた
だくため、社外監査役として選任している。

証券取引所が定める「独立性に関する判断基

準」および当社が定める「社外役員の独立性に
関する判断基準」に抵触せず、一般株主と利益
相反が生じる恐れはないため、独立役員として
指定している。

堀　雅寿 ○ ―――

堀雅寿氏は、ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
（株）代表取締役社長として同社の経営に携わ
り、経営者としての豊富な経験と幅広い知見を
有しており、客観的な立場から当社の監査をし
ていただくため、社外監査役として選任してい
る。

証券取引所が定める「独立性に関する判断基

準」および当社が定める「社外役員の独立性に
関する判断基準」に抵触せず、一般株主と利益
相反が生じる恐れはないため、独立役員として
指定している。

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 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

　取締役の報酬等の額については、株主総会決議に基づく報酬限度額の範囲内で、支給総額を取締役会で決議し、報酬会議で配分を決議し支
給している。

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

　2018年度における当社の取締役に支払った報酬等の額は、125百万円（うち社外取締役9百万円）である。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

なし

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

―――



【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役のサポート体制は、管理本部より取締役会関係資料などの配付を行っている。

　社外監査役のサポート体制は、管理本部より取締役会関係資料などの配付を行うほか、監査役職務の補佐を目的として設置した監査役グル

ープより、監査役会関係資料などの配布を行っている。

　また、取締役会の重要議案については、必要に応じ、個別に説明または報告を行っている。

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．会社の機関の基本説明

　　当社は、監査役制度を採用しており、取締役会、常務会、監査役会等を通じて取締役の業務執行に対する監視機能の充実をはかっている。

2．会社の機関の内容

　（1）取締役会

　　　 取締役会は、原則として毎月1回開催している。12名の取締役（うち社外取締役2名）で構成され、取締役の業務執行を監督するとともに法

　　令・定款に定める事項および経営上の重要事項を審議、決定している。

　（2）常務会（経営会議）

　　　 常務会は、原則として毎月2回開催している。業務に精通した常勤取締役で構成され、業務執行に関する重要事項について多面的に審議

　　 し、速やかな対応をはかる体制をとっている。

　（3）監査役会

　　　 監査役会は、原則として毎月1回開催している。3名の監査役（うち社外監査役2名）で構成され、各監査役は、本社および各支社ならびに

　　子会社に対する監査を行っている。

3．監査役監査の状況

　　監査役の監査については、監査役が取締役会および常務会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要書類の閲覧や業務執行状況の

　ヒアリング等により、取締役の業務執行を監査している。監査役には、財務および会計に関する相当程度の知見を有する者が含まれている。

　なお、監査役は、他社における取締役および監査役経験者として豊富な経験、高い見識および幅広い知識等を当社の監査に反映している。

4．会計監査の状況

　　会計監査については、名古屋監査法人と監査契約を締結し、会社法および金融商品取引法についての法定監査を受けている。監査業務を執

　行した公認会計士は、今井清博氏、市川泰孝氏であり、監査業務に係る補助者は、公認会計士5名と公認会計士試験合格者1名である。 なお、

　当社と同監査法人または業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

5．社外取締役および社外監査役による監督および監査と内部監査、監査役監査、会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

　　社外監査役を含む各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役および内部監査部

　門その他の使用人等と意思疎通をはかり、情報の収集および監査の環境の整備に努めている。

　　また、社外監査役を含めた各監査役と会計監査人は、定期的に意見・情報交換を行っている。

　　社外取締役は、原則として毎月1回開催される取締役会へ出席し、取締役の業務執行を監督するとともに、適宜発言を行っている。

6．リスク管理体制の整備の状況

　　経営に重大な影響を与えるリスクについては、経営計画の策定および重要な意思決定にあたり各部門が把握・評価し、常務会において審議ま

　たは報告を行っております。

　　具体的には、リスク管理規程に従い各部門は、年2回定期的にリスクの把握・評価を実施し、リスク対策の状況を管理部門に報告するととも

　に、リスク対策を反映した業務計画を策定し、業務を遂行しております。

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

　社外取締役2名および社外監査役2名を含む取締役および監査役で構成される取締役会において、社外取締役および社外監査役による経営の

監視機能を整備し、業務に精通した常勤取締役で構成される常務会において、重要な業務執行に速やかな対応をはかる体制を整備しており、

現状において最適と考えているためである。



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
株主総会招集通知については、従来、株主総会日の21日前までに株主へ発送し、早期発
送に努めている。

第110期定時株主総会招集ご通知は、2019年6月6日に発送した。

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

IR資料のホームページ掲載
決算短信、有価証券報告書およびその他適時開示資料等をホームページへ
掲載している。

IRに関する部署（担当者）の設置
管理部門を担当する取締役を指定し、総務担当が対話窓口となり、経営企画
担当、経理担当と連係して対応している。

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

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 環境マネジメントシステム（ISO14001)の認証を取得し、環境保全活動を展開している。



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、株主、顧客、取引先をはじめとする社会全体からの信頼を得るため、会社法および会社法施行規則に基づき、「業務の適正を確保するた
めの体制」を以下のとおり定める。

　

1．取締役および使用人（以下「取締役等」という）の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

　（1）取締役会を原則として毎月１回開催し、法令・定款に定める事項および経営上の重要事項を審議、決定するとともに取締役の業務執行を監

　　督する。

　（2）コンプライアンス全体を統括する組織として、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置するとともに、中電グループコンプライア

　　ンス推進協議会に参加する。

　（3）コンプライアンスの推進については、社員行動規範である「コンプライアンス10箇条」を定め、法令、社内規定および企業倫理の遵守に対す

　　る取締役等の意識を高め、良識と責任のある行動をとるよう取り組む。

　（4）コンプライアンス違反事象の未然防止・早期改善をはかるため、内部通報窓口である 「ヘルプライン」を設置する。

　（5）社長直属の内部を監査する部門を設置し、各部門の業務執行状況等を監査し、その結果を常務会に報告する。

2．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

　　取締役等の職務執行に係る文書等の保存・管理については、法令および社内規定に基づき適切にこれを行うとともに、電子情報セキュリティ

　ポリシーを定め管理する。

3．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　（1）事業運営に関する様々なリスクに対して的確に対応するため、リスク管理規程を定める。

　（2）経営に重大な影響を与えるリスクについては、経営計画の策定および重要な意思決定にあたり各部門が把握・評価し、取締役会および常務

　　会において審議または報告を行う。

　（3）災害による損失の軽減をはかるため災害対策規程を定め、経営に与える影響を最小限にする。

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）常務会を原則として毎月2回開催し、業務執行に関する重要事項について多面的に審議する。

　（2）業務執行にあたっては、中期経営計画および年度経営方針を策定する。

　（3）社内規定に各部門および各部署の業務分掌、権限を定め、取締役等の職務執行の適正および効率性を確保する。

　（4）決裁にあたっては、審査部門等による審査を行う。

5．反社会的勢力排除に向けた体制

　　反社会的勢力に対しては、「「コンプライアンス10箇条」の具体的内容」において、毅然として対決することを定めるとともに、関連する外部専門

　機関と連携して対応する。

6．グループ会社の業務の適正を確保するための体制

　（1）グループ会社の取締役を兼任している取締役等は、当該会社の業務執行状況等を把握し、グループ会社との連携をはかり、経営課題の解

　　決に努める。

　（2）グループ会社の統括部門を当社内に設置し、グループ会社から経営状況等に関する月次報告および重要事項の報告を受ける。また、当社

　　の社長、取締役等およびグループ会社の社長とで構成する「関係会社社長会」を開催し、緊密な連携をはかる。

　（3）グループ全体のリスクを把握、管理するため、リスク管理に関する規程を整備する。

　（4）グループ会社の統括部門は、グループ会社に対し、コンプライアンスに関する教育、助言等を行う。また、主要なグループ会社に対しては非

　　常勤役員を派遣し、コンプライアンスや経営全般に関する監視を行う。

　（5）グループ会社の業務運営が適正かつ効率的に実施されていることの内部監査を行い、その結果を社長および監査役に報告する。

7．監査役がそ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体制、当該使用人の取締役からの独立性および

　 監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

　（1）監査役職務の補佐を目的に、各部門から独立した組織として監査役直属の監査役グループを設置し、監査役制度が十分機能する体制をと

　　る。

　（2）監査役グループに必要な使用人を配置し、監査役からの指示の実効性を確保する。

　（3）監査役グループに所属する使用人は取締役の指揮・命令を受けず、その異動・評定にあたっては監査役の意向を尊重する。

　（4）取締役等は、監査役の指示に基づき職務を遂行したことを理由として、監査役グループに所属する使用人に不利益を及ぼさない。

8．監査役への報告に関する体制

　（1）各部門に係る事業の概況を監査役に報告するほか、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書等について監査役の閲覧に供す

　　る。

　（2）当社監査役、子会社監査役および内部監査を担当する部門長は、定期的に監査連絡会を開催し、情報連絡を行う。監査連絡会では、子会

　　社監査役および内部監査を担当する部門長から当社監査役に対し、子会社取締役会での審議事項、子会社監査の実施状況等を報告する。

　（3）監査役に報告を行ったことを理由として、当該報告者に対し、人事上その他の不利益な取扱いは行わない。

9．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）監査役の職務の執行に関する費用については、監査役グループが予算を計上し、監査役の請求に従い当社が負担する。

　（2）内部監査を担当する部門および会計監査人は、監査計画の策定・実施に当たって監査役と協議するとともに、実施結果を監査役に報告す

　　る。

　（3）社長は、監査役と代表取締役が経営全般に関して意見交換する機会を設ける。

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、社員行動規範である「コンプライアンス10箇条」を定め、その具体的内容において「社会の平穏や秩序に脅威を与える反社会的勢力と

は毅然として対決する」ことと定め、関連する外部専門機関と連携して対応している。



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

＜適時開示体制の概要＞

　当社は、企業倫理への認識を深め、良識と責任ある行動をとるよう社員行動規範として「コンプライアンス10箇条」を定めている。この中で、「厳

正な情報管理および積極的かつ公正な情報開示」を規範の一つに掲げており、重要な会社情報を厳正に管理し、適時適切に開示するよう努めて

いる。

　また、当社は、当社および子会社における決定事実、発生事実ならびに決算に関する会社情報の適時適切な開示を実施するため、管理本部総
務部長が情報取扱責任者の監督の下、当該会社情報を確実に把握・開示できるよう、下記のとおり情報連絡・開示体制を整えている。

1．会社情報の連絡体制

　　当社において適時開示すべき会社情報が発生した場合は、当該情報に関する業務主管部門の長が管理本部総務部長へ連絡することとして

　いる。

　　なお、子会社において適時開示すべき会社情報が発生した場合は、当該子会社の社長から当社管理本部経営企画室長を経由し、管理本部

　総務部長に連絡することとしている。

2．会社情報の開示体制

　　上記1の連絡を受けた管理本部総務部長は、情報取扱責任者と協議の上、当該情報について適時開示の要否を判断し、必要な場合は、名古

　屋証券取引所のＴＤｎｅｔを通じて開示している。

　　なお、ＴＤｎｅｔへの手続など適時開示に必要な事務については、情報取扱責任者の監督の下、決算に関する情報は管理本部経理グループ

　が担当し、決算に関する情報以外の情報は管理本部総務部総務グループが担当している。



 

 
 

 
 
 

会社情報の適時開示に係る社内体制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 当社に係る情報 子会社に係る情報 

取締役会、常務会 

各業務主管部門の長 

（連 絡） 

当該子会社の社長 

（報 告） 

管理本部経営企画室長（当社） 

（連 絡） 

管理本部総務部長 
情報取扱責任者と協議のうえ、適時開示の要否を判断 

名古屋証券取引所ＴＤｎｅｔにより適時開示 
 
・決算に関する情報（管理本部経理グループ） 
・決算に関する情報以外の情報 

（管理本部総務部総務グループ） 

プレス発表等 



 

コーポレート・ガバナンス体制 模式図 

 

 

常 務 会 

業務執行部門 

顧 

問 

弁 

護 

士 

会
計
監
査
人
（
監
査
法
人
） 

コンプライアンス 
委 員 会 

株 主 総 会 

選任・解任 報告 

監査役会 
（監査役） 

選任・解任 

監査 

報告 取締役会 
（取締役） 

報告 

選任・ 
解任 

協議 

代表取締役 
（ 社 長 ） 

選任・解任・監督 報告 

指示 報告 
助言 

内部監査室 

指示 

報告 

報告 

監査 

監査 

監査 

報告 


