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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

当社グループは、「健康で豊かな食生活を創造するために安全・安心な商品を提供し、社会と食文化の発展に貢献していく」という基本的な考えの
もと、透明性の高い誠実な経営を実践し、変化に対応した意思決定を適切かつ機動的に実行するために、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んでおります。

(1)株主の権利を尊重し、株主が権利を適切に行使することができる環境の整備と株主の実質的な平等性の確保に取り組みます。

(2)当社グループのすべての役員・従業員が共有し、あらゆる活動の拠り所となる経営の基本原則である経営理念、行動規範、食品安全方針、環
境方針、経営計画基本方針等を定め開示します。

(3)商品を提供する使命や社会的責任の重要性を認識し、お客様、お取引先様、従業員、及び地域社会等のステークホルダーとの適切な協働に
努め、高い自己規律に基づき、健全に業務を運営する企業文化・風土を醸成する。また、ステークホルダーとの建設的な対話を行う基盤を構築す
るために、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めます。

(4)当社グループの効果的・効率的な経営の実現と業務執行責任機能を果たすため、取締役会による業務執行の監督機能の実効性確保に努め
ます。

(5)日本版スチュワードシップ・コードの理念を尊重し、機関投資家をはじめとする株主との対話（面談）に前向きに取り組みます。

【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）．株主総会における権利行使】

当社は、2016年6月開催の株主総会の招集通知より、英訳を実施しております。議決権の電子行使を可能とするための環境作りについては、引き
続き対応を検討してまいります。

【補充原則4-2(1)．取締役会の役割・責務（２）】

当社は、自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入しておりませんが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含
む新たな制度については、今後検討を行ってまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4．いわゆる政策保有株式】 ）

当社は、発行会社との良好な取引関係の維持発展、ひいては当社事業の発展など政策的な目的により株式を保有することとしております。定期
的、継続的に保有の意義を検証し、その意義が乏しいと判断される銘柄については売却致します。

議決権行使については、発行会社が適切なガバナンス体制を構築し、中長期的な企業価値向上につながる適切な意思決定を行っているか否か
の観点など、総合的に判断し行使致します。また、必要に応じて発行会社との対話を行います。会社議案に賛成できないと判断する際は、売却の
要否について検討を行うことがあります。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、当社役員や主要株主等との取引（関連当事者間の取引）を行う場合は、一定以上の取引額となる重要な取引を取締役会に報告し、関係
法令に従って有価証券報告書、計算書類注記表において開示しております。また、取締役及び執行役員の利益相反取引は取締役会の承認が必
要となっております。取締役・監査役に対しては毎年関連当事者間の取引の有無に関する調査を実施しており、関連当事者間の取引について管
理する体制を構築しております。 主要株主等と原材料調達等の取引を行う場合は、他社から見積もりを入手する等、市場の実勢価格を勘案して

取引を決定しております。

【原則3-1．情報開示の充実】

当社は、コーポレートガバナンスコードの目的を理解し、ステークホルダーから信頼される企業になるため、法令や当社の基本方針に従い、以下
の項目について積極的に情報開示に努めております。

(1)当社は、「正直で基本に忠実」「商品と品質はプリマの命」「絶えざる革新でお客様に貢献」の経営理念のもと、経営方針である、総合的な営業
力・開発力の強化により、収益の基盤となる売上拡大を具現化し、お客様に必要とされる「なくてはならない会社」を目指しております。また、中期
経営計画については毎年３ヵ年のローリングプランを策定し、開示しております。

(2)当社は、透明性の高い誠実な経営を行い、また、変化に対応した意思決定が適切かつ機動的になされるようコーポレートガバナンスの強化を
図っております。なお、株主、取引先、お客様など様々なステークホルダーの方々に対して、「コーポレートガバナンス基本方針」を策定し、開示し
ております。

(3)取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別の金額については、取締役
会で決議された一定の基準に従って決定しており、透明性を確保しております。

(4)経営幹部と取締役・監査役候補の指名方針については、必要な知識・経験、適切なリスク管理、業務執行の監視及び会社の各機能と各事業部
門をカバーできるバランス・能力等を総合的に考慮しております。手続については、社長が提案し、取締役会で決議しております。

(5)取締役候補・監査役候補の選任・指名については、資質及び指名手続に関する方針を「コーポレートガバナンス基本方針」に制定しており、個
人別の経歴については株主総会招集通知に記載しております。

【補充原則4-1(1)．取締役会の役割・責務（１）】

当社は、取締役会が自ら決議する事項を取締役会規定において次の通り定めております。（1）経営の基本方針に関する事項



（2）株主総会に関する事項

（3）前各号のほか、法令、定款又は株主総会の決議により取締役会が決議すべき事項、その他取締役会が必要と認めた事項

上記以外の事項については「業務分掌・責任規定」及び「職務権限・責任規定」に基づき経営陣及び業務運営組織の長へ委任されております。

【原則4-8．独立社外取締役の有効な活用】

当社は、取締役9名のうち独立社外取締役を２名選任しております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、「社外役員の独立性に関する基準」を制定し、ホームページに開示しております。

【補充原則4-11(1)．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会は、「事業運営及び経営管理に関する豊富な知識・経験を有し、社会的な責任・使命を十分に理解し、高い自己規律に基づいて公正・的
確に業務を遂行し得るもの」を取締役指名方針とし、多様な人材を候補者として決定しております。

【補充原則4-11(2)．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

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に必要となる時間・労力を取締役及び監査役業務に振り分けできるよう、兼務につき
ましては合理的範囲内に留めております。兼任状況につきましては、「定時株主総会招集ご通知」、「年次報告書」、「コーポレートガバナンス報告
書」等に記載しております。

【補充原則4-11(3)．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

全ての取締役、監査役にアンケートを実施し、取締役会の実効性評価を実施しました。結果、当社の取締役会の実効性は概ね確保されていると
判断いたしました。詳細は2017年7月10日付『2016年度「当社取締役会の実効性評価」分析結果の概要と今後の対応について』をご覧ください。

【補充原則4-14(2)．取締役・監査役のトレーニング】

社外取締役、社外監査役は、各部門から事業・業務内容・課題等について説明を受け、当社グループについての理解を深めてまいります。 取締

役・執行役員は、外部機関の研修等を活用し、より高いリーダーシップ力の発揮と戦略的視野の養成を図ってまいります。

監査役は、各種セミナーや他業種との意見交換会に積極的に参加することで、業務及び会計に関する監査スキルの向上を図ってまいります。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資するよう、「株主との建設的な対話を促進するための体制整備・取組みに関する方
針」を策定しております。同基本方針において以下の４項目を掲げております。

（1）持続的な成長と企業価値向上のため、社長及び経営陣 幹部が中心となって株主との建設的な対話を積極的に推進する。

（2）日本版スチュワードシップ・コードの理念を尊重し、機関投資家をはじめとする株主からの対話（面談）要請に前向きに取り組む。

（3）対話から得た意見については、経営会議や取締役会の場で社長並びに経営陣幹部で共有し、必要に応じてその対応について議論する。

（4）対話促進を統轄する役員は総務・広報部担当役員とする。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

伊藤忠商事株式会社 100,241,000 39.68

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 14,638,000 5.79

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 8,044,000 3.18

J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A .380578 4,922,000 1.95

学校法人竹岸学園 4,541,000 1.80

株式会社サンショク 4,000,901 1.58

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 3,854,450 1.53

株式会社みずほ銀行 3,832,000 1.52

農林中央金庫 3,565,577 1.41

MSCO　CUSTOMER SECURITIES 3,101,173 1.23

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 第一部

決算期 3 月



業種 食料品

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 1000億円以上1兆円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50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 20 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 9 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

山下　丈 弁護士

野尻　恭 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

山下　丈 ○ ―――

大学教授としての経験や弁護士としての高度
な専門知識を有し、会社法務に精通しておりま
す。こうした経験と見識を踏まえ、更なる企業価
値の向上を担う社外取締役としての任に相応し
い人物と判断したため。

野尻　恭 ○ ―――

他社で経営企画部門を歴任する等、海外経験
も豊富であり、高度な専門知識を有しておりま
す。こうした経験や幅広い見識を踏まえ、社外
取締役として、取締役会の執行を監督し、当社
経営に対して有益な意見や指摘をいただける
社外取締役としての任に相応しい人物と判断し
たため。



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 4 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監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時立会い、計算書類等の監査を実施しております。

監査役は監査部６名が実施した工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査結果について報告を受け、指摘事項について意見交換を

行っております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 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

奥平　博之 他の会社の出身者 △

佐藤　功一 他の会社の出身者 △

京田　誠 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

奥平　博之 　 ―――
金融機関における長年の経験を当社の監査に

活かしていただくため。

佐藤　功一 　 ―――
金融機関における豊富な経験を当社の監査に
活かしていただくため。

京田　誠 　

・伊藤忠商事株式会社食料カンパニーＣＦ

Ｏ

・伊藤忠食糧株式会社他 ２社の監査役

・伊藤忠商事株式会社は当社の「その他
の関係会社」であります。

他社での社外監査役としての豊富な実績を当

社の経営の監視機能の向上に活かしていただ

くため。



【独立役員関係】

独立役員の人数 2 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

現状として必要がない為

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

前事業年度(平成２８年度)に取締役へ支払った報酬の内容　(取締役１１名　２５２百万円)

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

　取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きについては、株主総会にて年間総額を決議し、具体的な個別金額については、取締役会で
決議された一定の基準に従って決定しており、透明性を確保しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役に対しては、総合企画室が担当部署となり、必要な情報を適宜・適確に提供しております。取締役会資料は、会日前
に十分先立って配布されており、審議の活性化を図るべく情報提供についても必要に応じ行っております。また、取締役会は原則として月１回の
頻度で開催し、事業年度の開始前に年間スケジュールと予定される審議事項については取締役・監査役に通知しております。

また当社は、社外取締役・社外監査役を含む取締役・監査役が就任する際には、会社の事業・財務・組織等に関する必要な知識を取得し、取締
役・監査役に求められる役割と責務（法的責任を含む）を十分に理解する機会を確保しております。就任後においても、必要に応じ、これらを継続
的に更新する機会を確保しております。総合企画室が担当部署となり、必要な情報を適宜・適確に提供しております。

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）

　取締役会は9名の取締役（内社外取締役2名）で構成し、平成２８年度は１７回開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定す
るとともに、業務執行状況を適正に監督しております。

業務執行につきましては、取締役会の決定に基づき取締役が担当業務を執行し、また、業務執行の効率化を図るため執行役員 制度を採用し、執

行役員は取締役会の決定および代表取締役の指揮のもと担当職務を遂行しております。取締役会および取締役社長による適確かつ迅速な意思
決定がなされるよう、経営会議ならびに社内委員会を設置し、重要な経営事項等につきましては事前に経営会議または社内委員会において十分
な審議を行い、上記機関決定に反映させております。内部監査につきましては監査部（6名）にて担当し、監査役および会計監査人との連携を密に
して、工場・営業所を含む各組織およびグループ会社の監査を実施しております。監査役は常勤監査役２名および非常勤監査役１名（いずれも社
外監査役）の３名体制により、監査役会が定めた監査の方針に従い、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するほか、取締役等から事
業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査し、必要に応じて子会社から事
業の報告を求め、取締役等の職務執行を監視しております。また、会計監査人より監査に関する計画および結果の説明を受け、その監査に随時
立会い、かつ計算書類等の監査を実施しております。会計監査につきましては、新日本有限責任法人と契約を締結し、会社法監査および金融商
品取引法監査を受けております。業務を執行した公認会計士（指定有限責任社員）は２名で、会計監査業務に係る補助者の構成につきましては、
公認会計士14名、その他30名で構成されております。



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

取締役会は業界の動向、事業内容に精通した取締役及び弁護士としての専門的見識を有する社外取締役をもって構成し、適正な監督体制なら
びに、迅速かつ適切な意思決定および権限責任の明確化による業務執行体制を構築しています。また、社外監査役を中心とする経営監視を徹底
させることにより監査機能の充実を図っております。取締役会はこれらの実践により、会社の目指す具体的な経営方針や経営戦略の達成に向け
て、取締役会全体の実効性の向上に努めております。



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 早期発送、早期開示を実施。

招集通知（要約）の英文での提供 招集通知および参考書類を英訳し、ホームページに掲載。

その他
株主総会会場における事業報告のビジュアル化。株主総会招集通知のホームページへ
の掲

載。

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 ホームページに掲載しております。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

定期的（年２回）に決算説明会（社長出席）を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
ホームページ内【株主・投資家の皆さまへ】の中に、経営計画、有価証券報告

書、決算短信、決算ハイライト、ファクトブック、決算説明会資料などを掲載して
おります。

IRに関する部署（担当者）の設置 総務・広報部

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

経営理念、行動規範、環境方針、コンプライアンスプログラム等で規定しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．.環境保全活動

　　社会環境報告書の発行、植林活動、事業所におけるＣＯ２削減、廃棄物の発生抑制

２．ＣＳＲ活動

　　東北３県「こども育英基金」、国連世界食糧計画ＷＦＰ協会などへの支援、食育活動（小
学　　　校での食育授業）の実施

その他 アナリスト、機関投資家向け個別ＩＲミーティングを実施しております。



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

　当社は、平成１８年５月８日開催の取締役会において、取締役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その他の
業務の適正を確保するための体制の構築の基本方針について決議しております。

この基本方針は、内容を適宜見直したうえで修正決議しており（最終決定：平成２７年４月２７日）、現在の内容は以下の通りであります。

１ 取締役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

会社の業務執行が全体として適正かつ健全に行われるため、取締役会は企業統治を一層強化する観点から、実効性ある内部統制システム の維

持・向上とコンプライアンス体制の充実に努める。

２ 取締役の職務の執行に係る情報の保全及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報は「文書管理規定」に従い、文書または電磁情報により保存・管理し、取締役及び監査役はこれらの文書等を閲覧
することができる。

３ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

リスク管理体制の基礎として、「リスク管理規定」を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規定に従ったリスク管理体制の充実に
努める。

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

取締役会を定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。経営基本方針その他の重要事項については原則として、事前に社長の諮問機
関である経営会議において審議の上、「取締役会規定」及び「取締役会運営規則」に従い、取締役会において適切な意思決定を行う。

取締役会の決定に基づく業務執行については、「業務分掌・責任規定」、「職務権限・責任規定」、「グループ会社管理規定」等において、それぞれ
の責任者およびその責任範囲、執行手続の詳細について定める。

５ 使用人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

「プリマハム コンプライアンス・プログラム」を定め、コンプライアンスに関する規範体系を明確にし、グループ内のコンプライアンス体制の充実 に

努める。また、一定の重要な意思決定を行う事項については、職務権限・責任規定に定められた審査権限者が事前に適法性等を検証し、且つ適
切な業務運営を確保すべく、監査部による内部監査を実施する。

６ 当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

当社及び子会社における統一的な管理体制を確立するため、「グループ会社管理規定」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経

営管理を行うとともに、各子会社においても、リスク管理規定、取締役会規定、職務権限・責任規定並びにコンプライアンスプログラム等を制定し
運用することを通して、当社グループにおける情報の共有と業務執行の適正を確保する。

７ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の

確保に関する事項

監査役の職務を補助すべき使用人については、必要に応じて監査役会の職務を補助する専属の使用人を任用する。監査役補助者の人事異動・
人事評価・懲戒処分は監査役会の同意を得なければならないものとし、監査役より、監査業務に必要な命令を受けた補助者は、その命令に関し
て、取締役等の指揮命令を受けない。

８ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び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体制

取締役及び使用人は、職務の執行に関して重大な法令・定款違反、不正の行為の事実、もしくは会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を
知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。事業・組織に重大な影響を及ぼす決定、内部監査の実施結果を遅滞なく監査役に報告する。また、子
会社取締役及び使用人から上記報告を受けた者は遅滞なく監査役へ報告する。上記監査役への報告を理由として、当該本人に対する不利益な
処遇は一切行わない。

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、及び監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

取締役は、監査役と会合をもち、定例業務報告とは別に会社運営に関する意見交換を実施し、意思の疎通を図る。また、業務の適正を確保する
上で重要な業務執行の会議（経営会議、コンプライアンス委員会、商品品質会議等）への監査役の出席を確保する。監査役がその職務の執行に
ついて、当社に対し、費用（公認会計士・弁護士等への相談費用を含む。）の前払いまたは償還の請求をしたときは、速やかに当該費用または債
務を処理する。

【業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要】

当社は、取締役会において決議された取締役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その他業務の適正を確 保

するための体制構築の基本方針に基づき、当社および子会社の内部統制システムを整備・運用しております。内部統制システムの運用上見出さ
れた問題点などの是正・改善状況ならびに必要に応じて講じられた再発防止策への取り組み状況を取締役会へ報告することにより、適切な内部
統制システムを整備・運用しております。

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毅然とした態度で接し、社会的な秩序を維持・尊重します。そして、必要な場合には法的な措置をとることを前提と

して、暴力団やブラックジャーナリズム等の反社会的勢力との関係を断固として遮断します。また、その旨を当社の行動規範に定め、当社取締

役及び監査役、執行役員、従業員全員に周知しております。

そして、社内に対応統轄部署を設け、平素より管轄警察署等の専門関係機関との密接な情報交換を行い、不当要求が行われた場合には、躊躇
することなく連絡・相談ができるような関係構築を図ると共に、「特殊暴力防止対策連合会」に加盟し情報の収集、及び反社会的勢力による不当要
求等への適切な対応についての啓発を図っております。



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

【適時開示体制の概要】

当社は投資者への適時適切な会社情報の開示が健全な金融商品市場の根幹をなすものであることを十分に認識するとともに、常に投資者の視
点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を適切に行えるよう社内体制の充実に努めるなど、投資資者への会社情報の適時適切な提供
に努めております。

１．決定事実に関する情報の適時開示に係る社内体制

　決定事実に係る取締役が取締役会に提案し、取締役会で決定した後、決定事実を広報責任者（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所

へ情報を開示する。

２．発生事実に関する情報の適時開示に係る社内体制

　発生事実に係る部門長（執行役員等）が情報を経営者に報告し、広報担当（総務・広報部）が発信された情報を収集して発生事実を広報責任者

（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所へ情報開示する。

３．決算に関する情報の適時開示に係る社内体制

　決算に係る取締役が取締役会に提案し、取締役会で決定した後、決算内容を広報責任者（総務・広報部長）より株式会社東京証券取引所へ情

報を開示する。
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