
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE Allied Architects,Inc.

最終更新日：2020年3月27日
アライドアーキテクツ株式会社

代表取締役ＣＥＯ 中村　壮秀

問合せ先：経営企画室長　大野　聡子

証券コード：6081

https://www.aainc.co.jp/

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

当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、株主の皆様をはじめとする各ステークホルダーに対する経営の透明性を高め、経営

の健全性・効率性を確保し迅速な意思決定を図ることで、経営環境の変化に対応し、継続的に企業価値を高めていくことであります。

【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】

当社はコーポレートガバナンス・コードの基本原則をいずれも遵守しております。

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（％）

中村　壮秀 5,151,500 36.75

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 982,700 7.01

GOLDMAN SACHS INTERNAIONAL 619,211 4.42

楽天証券株式会社 248,800 1.77

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCT E PSMPJ 234,339 1.67

GMOクリック証券株式会社 161,500 1.15

上場株1号ファンド投資事業組合 150,000 1.07

株式会社SBI証券 148,300 1.06

BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE 130,738 0.93

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505325 114,400 0.82

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 東京 マザーズ

決算期 12 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

―――

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 12 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 8 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
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

太田彩子 他の会社の出身者

小副川俊朗 他の会社の出身者

大村健 他の会社の出身者

市川祐子 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
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

太田彩子 　 ○

東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じる恐れがあるとされる事項に
該当しておらず、独立性を有していると判
断したことから、独立役員に指定しており
ます。

大手企業での営業経験を経て起業し、女性を
支援する人材育成事業を展開する中で培った
豊富な知識と経験を有しております。これらの
ことから、当社のコーポレートガバナンスの体
制強化と多様性を生かす人材・組織開発の見
地から適切な助言を受けるため、社外取締役
に選任しております。

当社との間に記載すべき利害関係はありませ
ん。



小副川俊朗 ○ ○

東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じる恐れがあるとされる事項に
該当しておらず、独立性を有していると判
断したことから、独立役員に指定しており
ます。

経営者および役員としての豊富な経験と幅広
い見識を有しており、当社の監査体制の一層
の強化とコーポレートガバナンスの向上に関す
る助言を受けるため、社外取締役（監査等委
員）に選任しております。

当社との間に記載すべき利害関係はありませ
ん。

大村健 ○ ○

東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じる恐れがあるとされる事項に
該当しておらず、独立性を有していると判
断したことから、独立役員に指定しており
ます。

弁護士の資格を有しており、法務に関する高い
知見から、当社経営に対して中立的な立場か
らの助言を受けるとともに、偏りのない経営の
監督・監視を行うため、社外取締役（監査等委
員）に選任しております。

当社との間に記載すべき利害関係はありませ
ん。

市川祐子 ○ ○

東京証券取引所が定める一般株主と利益
相反の生じる恐れがあるとされる事項に
該当しておらず、独立性を有していると判
断したことから、独立役員に指定しており
ます。

大手IT企業のIR責任者として、IRチームの立ち
上げや、資金調達及び東証第一部上場準備、
また政府の企業報告に関する委員を経験する
など、IR及び財務活動等に関する豊富な知識と
経験を有しております。これらのことから当社の
コーポレートガバナンス体制強化とIR及び財務
活動等の見地から適切な助言を受けるため、
社外取締役（監査等委員）に選任しておりま
す。

当社との間に記載すべき利害関係はありませ
ん。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 1 0 3 社外取締役

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
あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会に対するサポートは経営企画室が実施しており、各種資料の作成・配布・補足説明や定期的な意見・情報交換等を行っております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

当社は、社外取締役が、独立した立場から経営への監督と監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査担当者との連携の
もと、必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制を取っております。また、その体制をスムーズに進行させるため、常勤
の監査等委員が内部監査担当者と密に連携することで社内各部門からの十分な情報収集を行っております。

また、監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、その職務執行状況等についても適宜報告を受けております。

【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 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

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

経営参画意識の高揚と、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、従業員、子会社の取締役、子会社の従業員、その他

該当項目に関する補足説明

当社グループの業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として導入しております。

【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

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

取締役及び監査役の報酬等は、それぞれ総額で開示しております。

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

当社は、監査等委員ではない取締役の報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、代表取締役への一任により決定しており
ます。なお、2020年12月期中に、取締役等の報酬等に関する評価・決定プロセスについて透明性及び客観性を確保し、企業価値の向上及びコー
ポレート・ガバナンスを強化することを目的に、社外取締役を中心としたワーキンググループを立ち上げる予定です。ワーキンググループでは、取
締役会の諮問機関としての報酬諮問委員会の設置や、業績連動報酬の導入などを検討していく予定であります。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役に対するサポートは経営企画室が実施しており、会議資料の配布・補足説明や定期的な意見・情報交換等を行っております。

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）

イ．取締役会

当社の取締役会は、会社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な財産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定機関として取
締役（監査等委員会である取締役を除く。）５名及び監査等委員会である取締役３名で構成しており、月１回の定例取締役会の開催に加え、重要
案件が生じたときに臨時取締役会を都度開催しております。

ロ．監査等委員会

当社の監査等委員会は常勤の監査等委員１名（社外取締役）と非常勤の監査等委員２名（いずれも社外取締役）で組成し、毎月１回の監査等委
員会を開催、取締役の法令・定款遵守状況を把握し、業務監査及び会計監査が有効に実施されるよう努めております。

監査等委員は取締役会その他重要な会議に出席するほか、監査計画に基づき重要書類の閲覧、役職員への質問等の監査手続きを通して、経営
に対する適正な監視を行っております。また、内部監査担当者及び監査法人と連携して適正な監査の実施に努めております。

ハ．内部監査

当社は独立した内部監査室は設けておりませんが、代表取締役の命を受けた内部監査担当者２名が、自己の属する部門を除く当社全体をカバー
するよう業務監査を実施し、代表取締役に対して監査結果を報告しております。代表取締役は、監査結果の報告に基づき、被監査部門に対して改
善を指示し、その結果を報告させることで内部統制の維持改善を図っております。また、内部監査担当者と監査等委員会、監査法人が監査を有効
かつ効率的に進めるため、適宜情報交換を行っており、効率的な監査に努めております。

ニ．会計監査人

当社は、PwC京都監査法人と監査契約を締結し、会計監査及び内部統制監査を受けており、適切な監査が実施されております。

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

当社は監査等委員会設置会社であり、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員会を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督
機能を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図っております。また、経営の意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定の一部を取
締役に委任することのできる体制としております。



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

株主総会招集通知の早期発送
株主総会の招集通知については、早期発送（開催日の約3週間前）に向けて努めてまいり
ま

す。

集中日を回避した株主総会の設定 株主総会の開催にあたっては、集中日を回避した日程を設定するよう努めてまいります。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

当社は、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対

し、当社の経営方針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、公

平・迅速・正確に提供することによって、株主価値の向上に資することを基本

方針とするディスクロージャーポリシーを作成し、公表しております。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 積極的に開催していくことを検討しております。 あり

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

第2四半期決算及び年度決算終了後の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
当社のホームページ内にＩＲ専門サイトを開設し、当社の情報を速やかに発信

できる体制を構築しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営企画室に担当者を設置しております。

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

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、株主・投資家の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーに対し、当社の経
営方

針、事業戦略、財務の状況などに関する正確な情報を、公平・迅速・正確に提供することに
よっ

て、株主価値の向上に資することを基本方針として、積極的な情報提供を行ってまいりま
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

当社は内部統制の基本方針を定め、取締役会その他主要会議により職務の執行が効率的に行われ、法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制作りに努めております。その他取締役及び従業員の職務遂行に対し、監査等委員会及び内部監査担当者がその業務遂行状況を監

視し、随時必要な監査手続を実施しております。

また、取締役及び従業員のコンプライアンス体制としては、「コンプライアンス規程」を制定し、企業の社会的責任を深く自覚し、社会の利益及び法

令を遵守しながら、収益性をもって事業活動を行っております。具体的には「内部通報規程」、「機密情報管理規程」、「個人情報管理規程」、「文書

取扱規程」を制定し、職務執行上取得した情報の取り扱いに十分な注意を払い、社会及び当社の利益毀損を防止する体制を整備し、また、「安全

衛生管理規程」、「ハラスメント防止規程」を制定し、従業員の安全確保、健康の保持促進と快適な労働環境の確立を図っております。

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

当社は反社会的勢力に対しては、「反社会的勢力対応規程」に基づき、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基

本姿勢としております。

反社会的勢力の排除に向けた具体的な体制・対応策につきましては、当社の反社会的勢力対応規程及び取引先に対する反社会的勢力調査マ

ニュアルに基づき、全取引先との取引前におけるインターネット検索、新聞・雑誌記事等検索ツールによる記事検索による調査を実施しておりま

す。また、取引基本契約書等には反社会的勢力との関係が判明した場合の解除条項を入れております。

さらに、特防連への加入を機に従業員への啓蒙活動の実施及び警察や顧問弁護士などの外部専門機関との連携を行っております。



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

当社では、ディスクロージャーへの積極的な取り組みをコーポレート・ガバナンスの一環として位置付けております。当社において収集された情報

は、情報取扱責任者に集められ、所用の検討・手続きを経たうえで公表すべき情報は適時に公表いたします。また、社員に対する周知・啓蒙につ

いては、機密情報や個人情報の管理とともに、随時教育を行っております。




