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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、日本の成長戦略の一環として策定されたコーポレートガバナンス・コードに賛同し、受託者責任をはじめ、多様なステークホルダー、すな
わち株主・投資家、顧客、従業員、取引先、地域社会など事業活動にかかわるすべての関係者に対する責務について、説明責任を果たすよう努
めています。

また、『お客さまに選ばれる会社になることを目指して』を経営理念として掲げ、住設環境機器事業、機能性セラミック商品事業、陶磁器事業、当社
グループの三本柱である各事業において、＜新しい技術、商品、顧客の創造＞をする企業となることを目指しています。

そして、経営の効率性を高め、迅速な意思決定を実践して企業価値を向上することで、多様なステークホルダーの利益を重視し、信頼を高めるこ
とを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としています。

なお、経営監視機能の強化、法令遵守を徹底して、経営の透明性、健全性の確保を図るため、監査役会設置会社形態を採用しています。

＜経営理念＞

お客さまに選ばれる会社になることを目指して

　挑戦

　信頼

　知恵

　私たちは、挑戦し続けます。

　常識や慣習にとらわれることなく、新しい技術、商品、顧客の創造をする企業となり、

　社会に貢献いたします。

　私たちは、信頼を大切にします。

　お客さまに対しても、社員同士でも、信頼関係が築けるように行動します。

　透明性の高い健全な経営を構築し、継続いたします。

　私たちは、知恵をふりしぼります。

　一人ひとりが考えて創意工夫をすることで、お客さまの満足度の高い商品を作り、提供いたします。

　環境も私たちのお客さまです。

【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】

■第１章　株主の権利・平等性の確保

【補充原則１－２－４】　議決権の電子行使を可能とするための環境作りや招集通知の英訳

当社は、現時点においては議決権の行使比率によって議案の採決における不都合が生じているとは思われず、また、外国人株主の株式保有比
率が相対的に低いため、議決権電子行使プラットフォームの利用および株主総会招集通知の英訳を行っていません。

今後も株主構成等を充分に考慮し、必要に応じた対応を検討します。

＜ご参考＞

・議決権行使比率（直前３事業年度平均）

　81.7％

・外国人株主の株式保有比率（直前３事業年度平均）

　0.02％

■第４章　取締役会等の責務

【補充原則４－２－１】　経営陣の報酬

当社の経営陣の報酬は、経営目標の達成度や個人ごとの目標達成度・会社への貢献度を考慮した報酬を支給しておりますが、ストックオプション
などの業績連動報酬や株式報酬は導入しておりません。

当社の創業の事業である陶磁器事業は、赤字脱却に向けた短期・長期のバランスを踏まえた施策が重要であり現時点では当社の持続的な成長
に向けた健全なインセンティブとして業績連動報酬等の導入が最適であるという確証を持っておりません。一方で、現報酬制度が常に最適である
という考えに陥ることなく、当社の企業価値を向上させるうえで、どのような報酬体系が適切かという点について引き続き検討を重ねてまいります。

【補充原則４－１０－１】　任意の仕組みの活用

当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役は３名で取締役会の過半数に達しておりません。

独立社外取締役は、自身の高度な組織運営経験や資本政策等の知見、コンサルティング経験を活かして取締役会や各取締役へ意見を述べると
ともに、必要に応じて助言を行っています。また、常勤監査役１名、社外監査役３名も含めて取締役会等で活発に議論しており、公正かつ透明性
の高い体制が整備されています。

従いまして、現段階では経営陣幹部・取締役の指名・報酬などに係わり独立した諮問委員会の設置の必要性はないものと考えております。

しかしながら、より透明性の高いガバナンス体制を目指して本課題について継続検討をしてまいります。

　



【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

■第１章　株主の権利・平等性の確保

【原則１－４】　政策保有株式

【政策保有株式の縮減に関する方針】

当社は、個々の政策保有株式の合理性については、保有目的が適切か、保有に伴う便益、会社の理念や経営方針に見合っているか等取締役会
で定期的、継続的に検証しています。

【政策保有株式の保有の適否の精査・検証】

当社は、毎年、取締役会で個別の政策保有株式について、保有目的が適切か、保有に伴う便益が見合っているか等を具体的に精査しており、検
証の結果、保有目的が適切であると確認しています。現時点における縮減対象の株式はありません。

【政策保有株式に係る議決権行使基準】

当社は政策保有株式に関する議決権行使については、当該企業の株主総会議案が、保有目的の実現を妨げるものでないか、当社との取引関係
に支障をきたす内容ではないか等の合理性を確認した上で賛否を判断しております。

【原則１－７】　関連当事者間の取引

当社は、取締役および主要株主等との関連当事者取引について、取締役会の審議事項として厳しく監視を行い、取引毎に取締役会による承認お
よび結果の報告を実施しています。

なお、利益相反防止の観点から、利害関係者となる取締役は当該取引の承認にかかる決議には参加しないこととしています。

■第２章　株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【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、企業年金制度を採用していないため、企業年金のアセットオーナーとしての機能を発揮する局面はございません。

■第３章　適切な情報開示と透明性の確保

【原則３－１】　情報開示の充実

（1） 会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公正性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現するとの
観点から、コーポレートガバナンス・コードの各原則において開示を求めている事項のほか、経営理念や経営戦略、経営計画の概要を、当社ホー
ムページや決算短信などの決算資料にて開示し、主体的な情報発信を行っています。

内容は、当社のホームページをご参照ください。

（https://www.nikko-company.co.jp/）

（2） 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、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

本報告書の「１．１．基本的な考え方」に記載しています。

（3） 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

（方針）

取締役の報酬額は、業績連動給（賞与）、固定給（月額報酬）、退職慰労金で構成されています。

具体的な金額は、次のとおり決定しています。

　（1） 業績連動給…会社業績に応じて、当該取締役の役位や職務責任等を考慮して決定しています。

　（2） 固定給………当該取締役の役位や職務責任等に基づき決定しています。

　（3） 退職慰労金…「役員退職慰労金内規」の定めに従い、決定しています。

（手続）

業績連動給や固定給は、年間報酬の上限額を株主総会にて決議しています。取締役の個別の報酬額の決定は、取締役会決議によって代表取締
役社長に一任し、代表取締役社長が、上記の方針に従い、個別の報酬額を決定しています。

退職慰労金は、「役員退職慰労金内規」に掲げた所定の基準に従い、その相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しています。取締
役の個別の額の決定は、取締役会決議によって代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が、上記の方針に従い、個別の報酬額を決定してい
ます。

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

当社は、経営陣幹部の選解任については、取締役会において十分に審議したうえで決定することとしています。また、取締役候補者および監査役
候補者の選定にあたっては、代表取締役社長が独立社外取締役を含む他の取締役および監査役会の意見を聴取したうえで、次に掲げる方針に
基づき指名し、取締役会において提案・説明を行ない、その決議により決定いたします。

なお、監査役候補者の指名にあたっては、財務・会計に関する適切な知見を有する監査役を１名以上確保するよう考慮し、事前に監査役会の同
意を得ることとしています。

　（1） 社内取締役および社内監査役の候補者

　　　　当社グループにおける勤務経歴、実務経験、人事考課等を基にその人格、知見、実績等を踏まえ、総合的に勘案して指名する。

　（2） 社外取締役および社外監査役の候補者

　　　　株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準を満たし、かつ、経営者としての豊富な経験、学者、技術者としての見識、会計や

　　　　法律に関する専門的な知識等を有する者の中から総合的に勘案して指名する。

（5） 取締役会が上記（4）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

当社は、取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の説明については、株主総会の参考書類に必要事項を記載しております。

また、代表取締役の異動については、別途適時開示を行うとともに、必要な場合は臨時報告書を提出しております。

また、経営陣幹部の選解任については、その重要性に応じて、適時開示を行なうこととします。

■第４章　取締役会等の責務

【補充原則４－１－１】　取締役会等が意思決定すべき事項の範囲

当社は、意思決定すべき事項について、重要性の度合いに応じて、詳細かつ具体的な付議・報告基準を「組織意思決定規程」に規定し、取締役
会、経営会議または稟議による決裁によって決定しています。

また、執行役員の職務権限、職務分掌等についても、「組織および職務権限規程」「業務分掌規程」等の社内規程により明確化しています。

なお、当社の各会議体における権限等の概要は、次のとおりです。

　（1） 取締役会は、法令および定款に定められた事項、当社および当社グループの重要事項等を決定しています。



　（2） 経営会議は、代表取締役社長が議長となり、常勤取締役、取締役会が指名した執行役員、経営幹部ならびに常勤監査役で構成されて、取

締役会で決定された方針の具体化や各事業の課題の対処等を協議しています。

　（3） 事業分野ごとの会議体は、各事業の事業部長(取締役または執行役員)が議長となり、事業分野内の部門長等で構成され、事業分野内の経

営課題や業務執行に関して協議を行っています。事業部長(取締役または執行役員)は、各事業分野の責任者として配置され、取締役会や経営会
議で決定された事項に基づき、業務執行の責任を負っています。

【原則４－９】　独立社外取締役の独立性判断基準および資質

当社は、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断
基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。

・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。

　 a． 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者

　 b． 当社の主要な取引先またはその業務執行者

　 c． 当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

　 d． 過去において、a からc のいずれかに該当していた者

　 e. 次のイからロまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族

　　　イ. a からd に掲げる者

　　　ロ. 当社の子会社の業務執行者

　　　ハ. 当社の子会社の業務執行者でない取締役

【補充原則４－11－１】　適切な業務遂行に向けた取締役等の状況確保

当社は、企業規模や経営の効率性等を勘案し、定款において取締役の員数を15名以内と定めています。

本報告書開示時点における取締役会は、取締役10名（内、社外取締役３名）で構成しています。

取締役の選任に関する方針および手続は、【原則３－１（4）】における開示のとおりです。また、当該能力のほか、知識、経験、能力等の多様な出
自を有する人材を候補者に選任しています。

なお、社外取締役については、異業種の経営責任者、ベンチャーキャピタリスト、政府機関における専門委員等の経験者、経済学者等、多様な専
門性を有する人材を選任し、経営の監督を担うとともに、事業の競争力を伸ばしながら、健全で持続可能な成長を図ることができるよう、知識、経
験等のバランスに十分配慮しています。

【補充原則４－11－２】　取締役等の状況確保の開示

当社は、取締役および監査役の他社での兼任状況について、株主総会招集通知や有価証券報告書にて、毎年開示しています。

なお、いずれの兼任状況についても、合理的な範囲内であり、当社の取締役および監査役の役割・責務を果たすことに影響を及ぼすことはないと
認識しています。

【補充原則４－11－３】　取締役等の自己評価

当社は、取締役会における発言、質疑応答、議論の状況および自己評価の内容を総合的に分析した結果、取締役会全体の実効性が確保されて
いると判断しています。

その結果の概要は以下のとおりです。

１．評価方法

　各取締役・各監査役による自己評価（アンケート調査方式）

　アンケートは取締役会の実効性に関する設問14項目（５段階評価＋自由回答欄）と今後の改善点・課題に関する設問１項目で構成。

２．分析および評価結果

　取締役会は、多様な知見・経験のバランスが保たれ、有効な討議ができる構成となっています。また、開催頻度、時間、議事は適切であり、

　資料の配布や説明等、経営判断を行うにあたっての情報の質・量は相当であることが確認できました。

　以上の内容を総合的に分析した結果、取締役会は、全体として、実効性が確保されていると判断しました。

３．今後の課題および対応

　自由回答や今後の改善点・課題の設問において、報酬決定方法の検討のほか、CEO（最高経営責任者）、CFO（最高財務責任者）などの業務執
行責任を担う人材の後継者育成については、具体的な育成計画の策定および計画の提示を求める意見があること、役員と部長クラスのコミュニ
ケーションが取れる機会があると良いという意見があることを確認しました。

　これらの意見を今後の課題として真摯に取り組み、より一層の実効性の確保に努めます。

【補充原則４－14－２】　取締役等のトレーニング

当社は、役員候補者に対して集合研修等を実施し、【原則３－１（4）】にて開示した能力を持つ者の育成を行っています。

役員就任後については、それぞれの職務に関して主体的に自己研鑽に努めるとともに、必要に応じて法令上の権限や義務等に関する情報を提
供するほか、外部専門機関が行う研修等に参加し、誠実で透明性の高い経営を実現する能力を習得しています。

また、取締役会等において、社外取締役や社外監査役からそれぞれの専門分野に関する情報を得ることで、広く各業界の動向を学ぶ機会を提供
しています。

社外取締役および社外監査役については、その機能を十分果たすことを可能とするため、その就任の際、また、就任後も継続的に、当社グループ
の事業・財務・組織等に関する必要な知識を習得できるよう、各役員に応じた機会を提供しています。

さらに、取締役会の業務執行状況の報告の際に、当社が属する業界、当社の歴史、事業概要、戦略等について広く報告することで、理解を深める
機会を提供しています。

■第５章　株主との対話

【原則５－１】　株主との建設的な対話に関する方針

当社は、財務担当取締役をＩＲ担当取締役に選任しています。また、サービス本部経理部をＩＲ担当部署としています。

ＩＲ担当取締役は、経営理念をはじめとした当社グループの情報について、適時情報開示や対話を通じて株主に伝えています。

また、ＩＲ担当部署等で受けた株主からの意見・要望については、取締役および経営幹部へフィードバックすることで課題認識を共有しています。

このほか、株主や投資家との建設的な対話の体制整備や取り組みについては、本報告書「３．株主その他の利害関係者に関する施策の実施状
況」に記載しています。

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（％）

三谷充 4,829,500 20.72

三谷産業株式会社 2,936,190 12.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行再信託分・ＴＤＫ株式会社退職給
付信託口）

2,500,000 10.73

公益財団法人三谷育英会 1,123,205 4.82

三谷美智子 828,000 3.55

株式会社北陸銀行 809,500 3.47

株式会社北國銀行 809,200 3.47

三谷株式会社 594,736 2.55

三井住友海上火災保険株式会社 400,000 1.72

株式会社みずほ銀行 240,000 1.03

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、2019年９月30日現在の状況です。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 名古屋 第二部

決算期 3 月

業種 ガラス・土石製品

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

主要株主である三谷産業株式会社は、「その他の関係会社」です。

同社とは、主に住設環境機器および機能性セラミック商品に関わる当社の商品を販売するほか、同社から住設環境機器商品および機能性セラ
ミック商品の原材料を仕入等、経常的に取引を行い、その取引条件は、一般的な取引条件と同様に決定しています。

また、当社グループの経営の透明性、健全性の確保および取締役の職務執行の監督、監査体制の充実を図ることを目的として、当社役員のうち
取締役２名および社外監査役１名が、同社の役員を兼務しています。

当社は、同社からの事業上の制約はありません。

当社は、独自の企業活動と経営方針に基づいて企業運営を行い、事業運営上の独立性を確保しています。



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 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 10 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 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 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

岩田　隆次 他の会社の出身者

原　 　丈人 他の会社の出身者

武山　政直 学者

※　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

岩田　隆次 ○

ロックフィールド・インターナショナル株式
会社代表取締役

国立大学法人東京大学政策ビジョン研究
センター シニア・リサーチャー

中華人民共和国福州大学客員教授

中華人民共和国浙江工商大学客員教授

経営者および大学特任教授として豊富な経験
と高い見識を有し、当社経営意思決定の健全
性・透明性の向上に資することを期待するとと
もに必要な監督機能を期待できるため、社外取
締役に選任しています。

また、「独立役員の独立性に関する事項」にお
ける独立性に関する判断基準に掲げられてい
る事由に該当がなく、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないことから独立役員として指
定しています。



原　 　丈人 ○

アライアンス・フォーラム財団代表理事

デフタ・パートナーズグループ会長

内閣府本府参与

江崎グリコ株式会社社外取締役

経営者および政府機関参与として豊富な経験
と高い見識を有し、当社経営意思決定の健全
性・透明性の向上に資することを期待するとと
もに必要な監督機能を期待できるため、社外取
締役に選任しています。

また、「独立役員の独立性に関する事項」にお
ける独立性に関する判断基準に掲げられてい
る事由に該当がなく、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないことから独立役員として指
定しています。

武山　政直 ○

慶應義塾大学経済学部教授

慶應義塾大学大学院経済学研究科委員

慶應義塾大学グローバルリサーチインス
ティテュート上席所員

大学教授および政府機関専門委員として豊富
な経験と高い見識を有し、当社経営意思決定
の健全性・透明性の向上に資することを期待す
るとともに必要な監督機能を期待できるため、
社外取締役に選任しています。

また、「独立役員の独立性に関する事項」にお
ける独立性に関する判断基準に掲げられてい
る事由に該当がなく、一般株主と利益相反が
生じるおそれがないことから独立役員として指
定しています。

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 5 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、直前事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）中に会計監査人からの監査報告および会計監査の状況に関して定期的に面
談の機会を設けて、意見交換および情報交換を行うことにより、効率的な監査を実施しています。

また、必要に応じて会計監査人に対し監査役会への出席を要請し、監査の充実を図っています。

内部統制システム確立のため社長直属の監査室（４名）を設置し、当社およびグループ各社の業務の適正性と効率性についての検証、評価を通
じて内部監査の強化を図っています。

監査室が事業年度ごとの監査計画に基づき、業務監査および会計監査を実施し、その結果を社長に報告するほか、監査状況に関して、随時監査
役との情報共有と意見交換を行っています。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査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 l m

澤　　 滋 他の会社の出身者 ○ ○

松田　均 他の会社の出身者

村瀬　孝子 弁護士

※　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

澤　　 滋 　

三谷産業株式会社取締役

三谷産業イー・シー株式会社取締役会長

なお、三谷産業株式会社は、当社のその
他の関係会社、かつ、主要株主であり、三
谷産業イー・シー株式会社は、三谷産業
株式会社の連結子会社です。

役員として経営に関与し、豊富な経験と高い見
識に基づき、客観的かつ中立的な見地から有
益な意見や率直な指摘をいただき、当社経営
の健全性・適正性に対して助言をいただくととも
に、必要な監督機能を期待できるため、社外監
査役に選任しています。

松田　均 　 VALUENEX株式会社常勤監査役

役員として経営に関与し、豊富な経験と高い見
識に基づき、客観的かつ中立的な見地から有
益な意見や率直な指摘をいただき、当社経営
の健全性・適正性に対して助言をいただくととも
に、必要な監督機能を期待できるため、社外監
査役に選任しています。

村瀬　孝子 　
鳥飼総合法律事務所パートナー弁護士

株式会社モスフードサービス社外監査役

弁護士としての豊富な経験と高い見識に基づ
き、客観的かつ中立的な見地から有益な意見
や率直な指摘をいただき、当社経営の健全性・
適正性に対して助言をいただくとともに、必要な
監督機能を期待できるため、社外監査役に選
任しています。

【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

独立役員の資格を満たす社外役員６名のうち、３名（社外取締役３名）を独立役員に指定しています。

【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

その他

該当項目に関する補足説明

当社は、株主総会の決議に基づき、取締役会において相応な報酬等を決定しています。

また、利益配分については、株主のみなさまへの利益還元を経営の最重要施策として位置付けて、継続的な配当を目指すとともに、将来の事業
展開に備えた内部留保を確保することを基本方針としています。

当社は、事業再構築の観点から収益力の向上と財務体質の強化を図り、健全な利益体質を体現するための体制を構築中であり、現時点におい
て誠に遺憾ながら無配を継続しています。

従って、役員賞与を含む取締役へのインセンティブ付与については、業績回復と健全な利益体質実現の進捗度、株主のみなさまへの配当および
必要な内部留保を総合的に勘案した上で決定しています。

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

社内取締役および社外取締役の別に各々の総額を開示しています。

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（社外監査役）の補佐は、サービス本部等が対応しています。

取締役会の招集通知および重要な事項等は、サービス本部より、社外取締役（社外監査役）へ伝達しています。

なお、取締役会の招集通知は、議題記載の上、送付しています。

【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 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

当社は業務の必要に応じて、会社役員経験者もしくはこれに準ずる者を取締役会に諮り、相談役および顧問として委嘱できる旨の規程を設けてい
ます。

本報告書提出日現在において、元代表取締役社長等である相談役・顧問等について、該当事項はありません。

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）

当社は、社外取締役および執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化、経営の透明性を確保するとともに、監査役会設置会社として
社外監査役を含めた監査役による監査体制を経営監視機能とし、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。

経営体制は、社内取締役７名（うち女性１名）、社外取締役３名に執行役員２名で構成しています。

当社の企業統治に係わる体制は以下のとおりです。

【取締役会】

取締役会は、原則として毎月１回定例の取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催します。月次の営業報告に加え、法令、定
款および取締役会規程等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案ならびに意見交換することにより、取締役の業務執行
状況を監視し、監督しています。

【監査役会】

監査役会は、社外監査役３名（うち女性１名）を含む監査役４名(うち常勤監査役は１名)により構成し、会計監査および取締役の業務執行を監査
し、経営の健全性、順法性を監督しています。また、企業集団における業務の適正を確保するため、子会社各社の内部統制の構築・運用を監視
し、子会社各社より報告を受けています。取締役は、グループ会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場
合には、常勤監査役に報告しています。子会社が当社からの経営管理や経営指導内容について法令に違反し、その他、コンプライアンス上問題
があると認められた場合には、子会社は監査室に報告し、監査室は直ちに常勤監査役に報告を行うとともに意見を述べ、常勤監査役は改善策の
策定を取締役に求めています。

【経営戦略会議(ＭＳ会)】

ＭＳ会は、原則として毎月２回開催し、当社グループの経営方針および経営戦略に関わる重要事項について、審議もしくは施策決定しています。

【経営会議】

経営会議は、原則として毎月１回開催し、役員および幹部社員の出席により、月次決算や利益計画の進捗状況、経営課題について討議し、施策
決定しています。

【監査室】

社長直属の監査室（４名）を設置し内部監査を行い、決算・財務報告や業務の適正性と効率性についての検証、評価を通じて内部統制の強化を
図っています。

監査室は、事業年度ごとの監査計画に基づき、業務監査および会計監査を実施し、その結果を社長に報告するほか、監査役との情報共有と意見
交換を行い、連携強化を図っています。



【会計監査の状況】

会社法に基づく会計監査および金融商品取引法に基づく会計監査についての契約は、有限責任 あずさ監査法人と締結しています。

同監査法人およ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との間には、特別な利害関係はありません。

第94期(2019年３月期)において業務を執行した公認会計士は、佐々木雅広氏、安藤眞弘氏であり、継続監査年数は共に７年を超えていません。

また、当社の会計監査業務にかかる補助者の構成は、公認会計士７名、その他４名です。

【コンプライアンス体制】

コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定めています。

代表取締役社長を委員長とするリスクマネジメント委員会を設置し、グループ全体のコンプライアンスやリスク管理、情報管理や業務の効率性を
統括しています。リスクマネジメント委員会の統制活動を支えるために、社内規程を整備するとともに、取締役や使用人への教育を実施していま
す。

監査役の機能強化に向けた取り組み状況は、本報告書「２．経営上の意思決定、執行及び監査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」の【監査役関係】の項に記載のとおりです。

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、社外取締役および執行役員制度を導入することにより、意思決定の迅速化、経営の透明性を確保するとともに、監査役会設置会社として
社外監査役を含めた監査役による監査体制を経営監視機能とし、コーポレート・ガバナンスの強化を図っています。



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

その他

当社は、名古屋証券取引所および当社ホームページにおいて招集通知の発送日前開示
を行っています。

第94期（2019年３月期）においては、監査役および会計監査人による実効性のある監査
のための十分な監査期間を確保するとともに印刷会社との校正作業等にかかる納期等を
合理的に考慮した結果、発送日２日前の開示を行いました。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、株主・投資家に対して、透明性、公平性、継続性を基本に迅速な情報
提供に努めます。

金融商品取引法および名古屋証券取引所の定める適時開示規則に準拠した
情報の開示に努めるほか、当社の判断により、当社を理解するために有効と
思われる情報についても、タイムリーかつ積極的な情報開示に努めます。

なお、適時開示規則に該当する情報の開示は、同規則に従い、名古屋証券取
引所の提供する適時開示情報伝達システム（TDnet）にて公開しています。

公開した情報は、原則として当社IRサイト上に速やかに掲載することとしていま
す。

IR資料のホームページ掲載
決算情報、決算情報以外の適時開示情報を掲載しています。

（https://www.nikko-company.co.jp）

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲ担当部署はサービス本部が担当しています。

その他

株主優待制度を開設しています。

なお、2020年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主から株主
優待制度が変更となります。概要は次のとおりです。

１．対象株主

毎年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された1,000株以上継続して
かつ半年以上保有の株主

２．優待内容

所有株式数に応じて、それぞれ２コースのうち、いずれか１コースを選択

(1)　1,000株以上5,000株未満

Ａコース・・・10,000円相当の当社陶磁器商品

Ｂコース・・・当社オンラインショップ専用株主優待クーポン10,000円分

　　　　　　　 株主優待クーポン利用の場合、さらに次の２つの特典を贈呈。

　　　　　　　　　[1]会員さま特別ポイント…

　　　　　　　 　　　 商品購入前に会員登録または過去に登録した会員でログイ

　　　　　　　　　　 ンし、株主優待クーポンにて商品を購入した場合、1,000ポイ

　　　　　　　　　　 ントをプレゼント。（１ポイント＝１円）

　　　　　　　　　[2]クーポン利用特別ポイント…

　　　　　　　 　　　 株主優待クーポンにて商品を購入後、購入金額の10％相当

　　　　　　　　　　 の特別ポイント（通常は５％相当）をプレゼント。

(2)　5,000株以上

　Ｃコース…20,000円相当の当社陶磁器商品

　Ｄコース…当社オンラインショップ専用株主優待クーポン20,000円分

　　　　　　　 株主優待クーポン利用の場合の特典は、Ｂコースと同じ。

～長期保有株主への特別優待(通常の株主優待に加えて実施)～

　1,000株以上継続してかつ３年以上保有の株主

　　当社オンラインショップ専用株主優待クーポン2,000円分

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

当社は、役員・従業員一人ひとりが地域社会を構成する社会人としての社会的責任を自覚
し、全ての法令を遵守するとともに、お客さま、株主・投資家、取引先、地域社会のみなさま
からの信頼をいただけるよう努めることを規定した「ニッコーグループ企業倫理憲章」を策
定しています。

その内容は、当社ホームページに掲載しています。

（http://www.nikko-company.co.jp/company/news/nikko.php）

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．環境対応商品（水処理機器等）の開発・製造・販売

　　（http://www.nikko-company.co.jp/house/wastewater/index.html）

２．自然災害等被災地域への復興支援活動

３．環境活動指針の策定

その他

【ワーク・ライフ・バランスの推進】

当社は、各自の異なった経験・技能・属性を生かした能力を発揮できるよう性別・年齢を問
わず、様々な人材が活躍できる職場づくりに取り組んでいます。

この取組みは、会社の持続的な成長を確保する上での強みとなり、社内における女性の
活躍促進を含んだ多様性の確保をめざしています。

女性のキャリア形成支援や仕事と家庭の両立支援についても積極的に取組んでいます。　

（女性の活躍推進策）

　・女性管理職登用の推進

　・管理職研修を実施し女性管理職の育成をはかる

　・女性従業員の職域拡大および積極的な採用

（多様な働き方を支援する制度）

　・育児、介護支援制度

　・配偶者の有給育児休暇制度

　・本人療養や家族介護時の積立有給休暇制度

　・健康相談室や公共機関との連携による育児相談

　・半日/時間単位の取得を可能とする年次有給休暇制度

　（受賞歴）

　・2013年度　いしかわ男女共同参画推進宣言企業の認定を受ける。

　・2015年度　健康づくり優良企業石川県知事賞を受ける。

　・2018年度　女性活躍推進法に基づく認定制度において最高位(「えるぼし/段階３」)の

　　認定を受ける。

　・2018年度　石川県白山市より「仕事と生活の調和と従業員がいきいきと働き続けられ

　　る雇用環境の整備に積極的に取り組む事業所」として表彰を受ける。

＜女性比率＞2019年９月末日現在

１．役員の女性比率………14％ （ ２名）

２．管理職の女性比率……10％ （ 11名）

３．従業員の女性比率……42％ （275名）



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

当社は経営の効率性を高め、迅速な意思決定を実践して企業価値を向上させ、ステークホルダー（利害関係者）の信頼を高めることをコーポレー
ト・ガバナンスの基本方針としています。また、経営監視機能の強化、法令遵守を徹底して、経営の透明性、健全性の確保を図っています。

なお、当社は、取締役会において内部統制システム構築の基本方針を決議し、次の項目について整備しています。

(1)　取締役・使用人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

(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

(3)　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(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

(5)　当該株式会社ならびにその親会社およ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

(6)　取締役および使用人が監査役に報告をするための体制ならびに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

(7)　監査役がその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および監査役の職務を補助すべき使用人の取締
役からの独立性に関する事項

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

当社の反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方として、反社会的勢力とは取引関係その他一切の関係を持たないこととし、反社会的勢力によ
る不当要求に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応を取るとともに、総務部を窓口として外部専門機関との連携を通じ、反社会勢力を
排除する社内体制を構築しています。

また、当社および当社グループの従業員には、反社会的勢力排除にかかるコンプライアンス教育を行うとともに、取引先が反社会的勢力でないこ
とを確認し、また取引先が反社会的勢力であったと判明した場合には直ちに契約を解除できるよう、「反社会的勢力排除に関する覚書」の締結を
推進しています。



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

会社の機関と内部統制システムの関係および適時開示体制は次のとおりです。




