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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
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、「経営理念」・「経営の基本方針」に基づき、意思決定の迅速化、経営責任の明確
化、コンプライアンス体制の充実・強化及び適時・適切な情報開示などを通して、株主・投資家の皆様等の信任を得ることであります。確固たるコ
ーポレート・ガバナンス体制は、適正な利益を確保し継続的な企業価値の増大を図る基盤であると考えております。

【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】
【原則４−１１．取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】及び【補充原則４−１１−１】
当社は、取締役会については業務執行の監督と重要な経営判断を行うために多様な経験や考え方を持った取締役で構成されるとともに、迅速
な意思決定等のため、機動性を確保することが必要と考えております。
当社の取締役会は、事業に精通した社内取締役４名と、国内外において企業経営やリスク管理等の経験が豊富な独立社外取締役２名で構成
し、多様な知識・経験・能力と適正規模を確保しております。
また、監査役についても取締役会等で適切な助言を受けるために、多様な経験と高い見識が必要と考えており、企業経営や財務の経験が豊富
な社内監査役１名と独立社外監査役２名を選任しております。
ただし、現在の取締役は男性のみであることを踏まえ、多様性向上の観点から、構成について検討してまいります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】
【原則１−４．政策保有株式】
当社は、投資先企業との関係強化を図る等の経営政策上、保有の合理性があると判断した場合を除き、原則として政策保有株式を保有しませ
ん。
政策保有株式については、取締役会において年１回以上、銘柄ごとに保有目的の適切性や、資本コスト等を踏まえた採算性について検証し、
継続して保有する合理性が認められなくなった株式の売却を進めるなど、政策保有株式の縮減に努めております。
政策保有株式の議決権については、原則として全ての銘柄の議決権を行使することとし、当社の中長期的な企業価値向上に資するものか、ま
た投資先の株主共同の利益に資するものであるか等を総合的に判断し適切に行使しております。

【原則１−７．関連当事者間の取引】
当社は、取締役・監査役・主要株主等の関連当事者間との取引については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会におい
て、その適切性を検証のうえ、取締役会での承認決議を必要とすることとしております。
【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、企業年金基金による年金給付等を確実に行うため、基金に資産運用委員会を設置し、中長期の視点から、年金資産の安定運用に努
めております。
資産運用委員会の構成員には、財務部門での経験等を通じ資産運用に知見を有する当社役職員が任命され、委員会は政策的資産構成割合
の策定や個別の組入資産の適切性を審議するとともに、各運用機関から報告される運用状況を検証し、運用の委託先の妥当性等を審議しており
ます。
【原則３−１．情報開示の充実】
（１）当社は、経営理念として「NSDグループは、社員・お客様・株主の皆様との共存共栄を企業活動の原点として、常に最先端のIT技術を探求
し、人や社会の役に立つソリューションの創造・提供を通じて、社会の健全な発展に積極的に貢献します。」を掲げ、また経営戦略・経営計画として
３ヵ年の中期経営計画を策定しております。これらについては、当社ウェブサイトや事業のご報告等で開示しております。
（２）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と基本方針については、当社ウェブサイトやコーポレートガバナンス報告書等で開示
しております。
（３）取締役の報酬については、基本報酬である月額報酬と業績に連動させた賞与とで成り立っており、株主総会で決議された報酬限度額の範
囲内で支給しております。賞与については、年度計画に対する達成率に定性的な指標を加味して評価しております。取締役の報酬制度や各年度
の賞与支給額については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会で審議し、取締役会で決定することとしております。
（４）取締役・監査役の選解任に当っては、当社の業績や企業価値向上に対する貢献度、経営に関する知識や経験、法令・企業倫理に対する見
識等に基づき、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会で審議し、取締役会で株主総会議案として決定することとしております。
（５）取締役・監査役の選解任については、その説明を株主総会招集通知の参考書類に記載します。
【補充原則４−１−１】
当社は、取締役会規定・経営会議規定・業務執行会議規定・ガバナンス委員会規定・職務権限規定・執行役員規定等により、取締役会の運営
や決議事項を規定するとともに取締役・執行役員の業務について明確にしております。これらの概要については、当社ウェブサイトやコーポレート

ガバナンス報告書等で開示しております。
【原則４−９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】
当社では、会社法上の要件を満たすことに加え、中立の客観的見地から当社経営陣に対する監視機能を果たすことが出来ること、当社の経営
課題について積極的な提言・提案が出来ること、及び企業経営や法務・会計等の専門分野での豊富な経験や高い見識を有していることを選任の
前提としております。また、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を独立社外取
締役に指定しています。なお、独立社外取締役の独立性や選定理由については、株主総会招集通知に記載するとともに、当社ウェブサイト及び株
式会社東京証券取引所ウェブサイトに掲載しています。
【補充原則４−１１−２】
当社の取締役・監査役が、他の上場会社の役員を兼務する状況は以下の通りですが、当社でのそれぞれの役割や責務を適切に果たすため
に、十分な時間と労力を充てて頂いております。また、その兼務状況は、株主総会招集通知や有価証券報告書その他で毎年開示しています。
（１）社外取締役 小川 昭一
フィデアホールディングス株式会社 社外取締役
（２）社外取締役 山下 公央
株式会社名村造船所 社外監査役
（３）社外監査役 小田 晉吾
株式会社インターネットイニシアティブ 社外取締役
【補充原則４−１１−３】
当社取締役会は、毎年、各取締役・各監査役による自己評価に基づき、取締役会の実効性について分析・評価を行い、取締役会の運営等の改
善に活用しております。2018年３月期につきましては、取締役会の構成・運営、事業運営への影響力行使等の観点から分析・評価を行い、取締役
会は適切に運営され、取締役会全体の実効性は確保されていることを確認しました。
【補充原則４−１４−２】
当社は、取締役・監査役を対象とした株式会社東京証券取引所が提供する研修プログラムを導入するとともに、金融機関や弁護士、監査法人
等が開催する外部セミナーに参加を推奨し、費用を負担することで取締役・監査役としての役割及び責務についての理解を深めるための支援を
積極的に行っております。
【原則５−１．株主との建設的な対話に関する方針】
当社は、経営管理・ＩＲ室をIR担当部署とし、社長をはじめ、同室担当取締役をIR担当取締役として株主との対話を推進しています。機関投資家
やアナリスト等に対しては、半期毎に決算説明会を開催するとともに、面談の申し出があった株主に対しては、出来る限り面談の機会を設け、理
解を深めていただくよう努めています。個人投資家に対しても、個人株主向けIRフェアへ参加する等、様々な機会を活用して株主や投資家と積極
的な対話を推進しています。また、欧米やアジアの投資家に対しては、原則として年２回以上海外IRを実施しています。

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（％）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

4,195,400

10.03

ＩＰＣ株式会社

3,124,000

7.46

野村信託銀行株式会社

2,256,060

5.39

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

2,105,900

5.03

有限会社ＫＤアソシエイツ

1,650,000

3.94

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

1,630,540

3.89

ＮＳＤ従業員持株会

1,269,270

3.03

橋 田

1,232,000

2.94

ＲＢＣ ＩＳＴ

1,084,030

2.59

第一生命保険株式会社

1,036,600

2.47

麗 子

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

情報・通信業

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
当社は、親会社及び上場子会社を有しておらず、特記すべき事項はございません。

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

1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

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

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f
g h

小川 昭一

他の会社の出身者

△

山下 公央

他の会社の出身者

○

i

j

k

※ 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

小川 昭一

独立
役員

○

適合項目に関する補足説明

選任の理由

小川昭一氏は、株式会社池田泉州ホー
ルディングスの取締役及び株式会社池田
泉州銀行の代表取締役副頭取を７年前に
退任しており、また、2018年３月期におい
て株式会社池田泉州ホールディングスへ
の当社企業集団の売上はございません。
現在、社外取締役でありますフィデア
ホールディングス株式会社と当社企業集
団との取引はございません。

金融機関の経営者としての豊富な経験や経
営に関する高い見識と監督能力を有しており、
当社の事業及び経営全般について、取締役会
などで客観的で広範かつ高度な視点からの助
言をいただくためであります。
当社と小川昭一氏との間には特別の利害関
係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断しております。また、株式会社東
京証券取引所の定める独立性に関する判断基
準に適合しております。

山下 公央

○

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

山下公央氏は、株式会社三菱ＵＦＪフィ
ナンシャル・グループの執行役員を13年
前に退任しております。
過去に社外取締役または社外監査役で
ありましたカブドットコム証券株式会社、Ｊ
Ｘオーシャン株式会社、日本証券金融株
式会社、三信株式会社、ならびに現在、社
外監査役であります株式会社名村造船所
と当社企業集団との取引はございませ
ん。
2017年６月に社外監査役を退任した株
式会社みどり会につきましては、2018年３
月期における同社の売上高に占める当社
企業集団の売上高は極めて僅少でありま
す。

金融機関のリスク管理及びコンプライアンス
を担当する執行役員や、製造業の社外監査役
などを通じた豊富な経験や経営に関する高い
見識と監督能力を有しており、当社の事業及び
経営全般について、取締役会などで客観的で
広範かつ高度な視点からの助言をいただくた
めであります。
当社と山下公央氏との間には特別の利害関
係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断しております。また、株式会社東
京証券取引所の定める独立性に関する判断基
準に適合しております。

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称

全委員（名）

常勤委員
（名）

社内取締役 社外取締役 社外有識者
委員長（議
その他（名）
（名）
（名）
（名）
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会

3

0

1

2

0

0

社内取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

ガバナンス委員会

3

0

1

2

0

0

社内取
締役

補足説明
当社は、取締役会における意思決定の公正性・透明性・客観性を確保すること等を目的に、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設
置しております。ガバナンス委員会は、取締役・監査役の選解任や、取締役報酬、関連当事者間の取引等に関する事項ついて審議し、取締役会
に対して助言・提言を行います。

【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
内部監査部門である監査室の監査結果は定期的に代表取締役社長、監査役に報告されております。また、監査役は、監査室からの内部監査
結果の報告、会計監査人から監査の実施状況の報告を受けるとともに、意見交換を行うなど、監査室、会計監査人との相互連携を図っておりま
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

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
小田 晉吾

属性
他の会社の出身者

a

b

c

d

会社との関係(※)
e f g h i j
○

k

l

m

川島 貴志

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

小田 晉吾

川島 貴志

独立
役員

○

○

適合項目に関する補足説明
小田晉吾氏は、日本ヒューレット・パッ
カード株式会社の代表取締役社長を約11
年前に退任しております。
2017年6月に社外取締役を退任したTIS
株式会社につきましては、2018年3月期に
おける同社の連結売上高に占める当社企
業集団の売上高は極めて僅少でありま
す。
現在、社外取締役であります株式会社イ
ンターネットイニシアティブにつきまして
は、2018年3月期における同社の連結売
上高に占める当社企業集団の売上高は
極めて僅少であります。

川島貴志氏は、2018年3月31日付で、第
一フロンティア生命保険株式会社の代表
取締役社長及び第一生命ホールディング
ス株式会社の取締役を退任しておりま
す。
2018年３月期における第一生命ホール
ディングス株式会社の連結売上高に占め
る当社企業集団の売上高は極めて僅少
であります。

【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
当社は独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

【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

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明
１．各事業年度の業績等を勘案し、取締役賞与を支給しております。
２．株式報酬型ストックオプションを2005年に付与いたしました。

選任の理由

IT企業の経営者としての豊富な経験や経営
に関する高い見識と監督能力を有しており、当
社の事業及び経営全般についての監査や取締
役会などで客観的で広範かつ高度な視点から
の助言をいただくためであります。
当社と小田晉吾氏との間には特別の利害関
係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断しております。また、株式会社東
京証券取引所の定める独立性に関する判断基
準に適合しております。

金融機関の経営者としての豊富な経験や経
営に関する高い見識と監督能力を有しており、
当社の事業及び経営全般についての監査や取
締役会などで客観的で広範かつ高度な視点か
らの助言をいただくためであります。
当社と川島貴志氏との間には特別の利害関
係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれ
がないと判断しております。また、株式会社東
京証券取引所の定める独立性に関する判断基
準に適合しております。

ストックオプションの付与対象者

社内取締役

該当項目に関する補足説明
社内取締役に対して、業績向上へのインセンティブを高めることを目的として、株式報酬型ストックオプションを付与いたしました。

【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
有価証券報告書及び事業報告において、取締役及び監査役の報酬を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
取締役の報酬については、基本報酬である月額報酬と業績に連動させた賞与とで成り立っており、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内
で支給しております。賞与については、年度計画に対する達成率に定性的な指標を加味して評価しております。取締役の報酬制度や各年度の賞
与支給額については、独立社外取締役を主要な構成員とするガバナンス委員会で審議し、取締役会で決定しております。
監査役の報酬については、経営から独立性を確保するために固定報酬である基本報酬のみとしております。監査役個々の基本報酬について
は、株主総会決議により決定された年額報酬限度額内で、監査役の協議により決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】
社外取締役・社外監査役のサポート体制につきましては、経営管理・IR室等による適時・適切な情報伝達を通じて、職務の遂行をサポートしてお
ります。

【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
―――

勤務形態・条件
(常勤・非常勤、報酬有無等)

業務内容
―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数

―――

社長等退任日
―――

任期
―――

0名

その他の事項
過去に代表取締役社長等であった者が、現在相談役・顧問等の何等かの役職に就いているという実態はございません。定款において、取締役会
決議により取締役相談役を置くことができる旨を定めております。

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）
当社は、監査役制度を採用しており、会社の機関としては、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会、会計監査人を置き、そ
の他、ガバナンス委員会、経営会議、業務執行会議及び各種委員会を設置しております。
当社は、社外取締役２名及び社外監査役２名の計４名の独立役員により、社外からの客観的・中立的な経営監視の機能を図る体制をとってお
ります。なお、賠償責任を法令が規定する額に限定する旨の「責任限定契約」を社外取締役２名、社外監査役２名と締結しております。
また、監査役の機能強化に係る取組状況に関し、監査役監査を支える人材・体制の確保につきましては、監査役（会）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は、当該使用人を監査室に属する使用人より兼務として選任しており、現在は、監査室に属する使用人２名が選任
され、監査役（会）の職務を補助しております。なお、監査役（会）からその職務執行にあたり、当該使用人に対し指示があった場合、その指示の実
効性を確保するため、当該使用人は、当該指示については監査役（会）の指揮命令に従うとともに、指示の有無・内容等につき監査役（会）に対し
守秘義務を負うものとしております。次に、財務・会計・法務に関する知見を有する監査役の選任につきましては、監査役３名全員が事業会社の役
員経験者であり財務・会計・法務に関する知見を有すると判断しております。最後に、独立性の高い社外監査役の選任につきましては、社外監査
役２名を独立役員に指定しております。
取締役会は、経営の重要な意思決定を行うため月１回以上開催しております。また、取締役会の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置し、
取締役・監査役の選解任や取締役報酬等に係る決定の公正性・透明性を確保しております。監査役会は、監査方針及び各監査役の職務分担を
決定し、取締役の職務執行状況や内部統制システムの整備・運用状況に対する各監査役の監査結果を協議するため、定例的に開催しておりま
す。経営会議は、重要な経営課題を審議するために原則として月２回開催しております。業務執行会議は、業務執行に係る重要事項を審議する

ために原則として月１回開催しております。また、「経営の意思決定及び監督機能」と「業務執行」を分離するため、執行役員制度を導入し、取締役
会の監督機能の強化と執行役員による、より機動的な業務執行を図っております。
各種委員会としては、リスク・マネジメント委員会、コンプライアンス委員会、情報セキュリティ委員会を設置しております。リスク・マネジメント委
員会は、委員長を代表取締役社長とし、委員は内部統制担当役員を含む関連役員・部室長で構成しております。同委員会は、全社的リスク管理
の遂行を目的としております。コンプライアンス委員会は、委員長を代表取締役社長とし、委員は関連役員・部室長で構成しております。同委員会
は、コンプライアンス違反への対応や未然防止策の審議を担当しております。情報セキュリティ委員会は、関連役員・部室長を中心に委員を構成
しております。同委員会は、全社的なセキュリティ対策を担当、情報セキュリティポリシー等の規定策定を担っております。なお、コンプライアンス啓
蒙・教育活動及び情報セキュリティ研修については、担当部署により実施しております。
会計監査人につきましては、有限責任あずさ監査法人を選任しております。当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、櫻井清幸氏及び貝
塚真聡氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名その他５名であります。監査日程は、期末に偏ることなく期中においても適時監
査が実施されております。また、通常の会計監査に加えて重要な会計的課題についても適宜、意見交換をしております。

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
現状のガバナンス体制を採用している理由につきましては、当社グループの事業領域が多岐にわたらないこと、事業の規模に相応の効率的ガ
バナンス機構を構築することの各観点から現状の体制を採用するものであり、監査役の機能と併せ社外取締役を複数登用するとともに、ガバナン
ス委員会を設置し、取締役会の機能の強化を通じ、経営に対する監督機能の充実を図ることが合理的であると判断し、現在の体制を採用しており
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

法定期日に対し１週間程度の早期発送に努めております。

集中日を回避した株主総会の設定

−

電磁的方法による議決権の行使

2015年６月24日開催の当社第46回定時株主総会より、インターネットによる議決権行
使を実施いたしております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームにつきましても、2015年６月24日開催の当社第46回定
時株主総会より実施いたしております。

招集通知（要約）の英文での提供

招集通知（要約）の英文での提供につきましても、2015年６月24日開催の当社第46回
定時株主総会より実施いたしております。

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

ディスクロージャーポリシーの作成・公表

公正な情報開示を適切に行うとともに、投資家の皆様をはじめとするステー
クホルダーとの信頼関係を構築することを基本方針として、ディスクロー
ジャー・ポリシーを当社ウェブサイトに公開しています。

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

本決算及び第２四半期決算発表直後に決算説明会を開催しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催

欧米を中心に年２〜３回の頻度で投資家向け説明を行っております。

あり

IR資料のホームページ掲載
IRに関する部署（担当者）の設置

当社公開ウェブサイトに、決算短信、決算説明会資料、有価証券報告書、株
主の皆様へ（事業のご報告）等を掲載しております。
ＩＲ担当部署として、経営管理・ＩＲ室（７名）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
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

社内規定等につきましては、 「ＮＳＤグループ行動基準」、「ＮＳＤグループ行動規範」を
制定し、企業倫理、行動規範等を定め、各ステークホルダーとの良好な関係構築をめざし
ております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

１．社会貢献
・東日本大震災により被災された方々への支援、及び被災地復興のため3,000万円のお見
舞金を拠出いたしました。
・当社の株主優待制度（保有株式数・保有期間に応じ株主の皆様にポイントを付与し、優
待カタログから希望商品と交換いただく制度）のひとつとして、寄付メニューを用意し、当社
が株主様の窓口となり寄付活動を行っております。2018年3月期における株主優待では株
主様からご寄付いただいた約163万円を、以下の３団体へ送金いたしました。
（1）熊本地震の被災地の復興支援活動を行っている熊本県
（2）東日本大震災の被災地への支援活動などを行っている特定非営利活動法人ジャパ
ン・プラットフォーム
（3）小中学生に「命」や「自然」の大切さを考えてもらうために、水や海をテーマにした作文
を公募するざぶん賞実行委員会
２．協賛
・未来を担う子供たちに早い段階からプログラミングに触れてもらうことに賛同し、PCNが主
催する「こどもプログラミングコンテスト」に協賛金を拠出いたしました。
・障がい者スポーツの振興をサポートするために、地元市民・企業の共生社会の実現を目
的に行われた障がい者ノルディックスキーの国際大会に協賛金を拠出いたしました。
３．障がい者支援
・山梨県の八ヶ岳南麓に水耕栽培施設を設置し、障がい者による農業事業を立ち上げ、地
域の障がい者の雇用機会を創出するとともに自立支援活動を行っております。
・本社及び支社において、シュレッダーや郵便物の配布、書類のPDF化等を障がい者の皆
さんが実施しております。

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

「ＮＳＤグループ行動基準」、「ＮＳＤグループ行動規範」において、積極的かつ公平・公正
な情報開示を行う旨を定めております。
１．健康経営及び働き方改革への取り組み
・従業員一人ひとりが健康で能力を最大限に発揮できるよう、長時間残業の低減、有給休
暇取得率の向上、オフピーク通勤制度や１時間単位で取得が可能な年休制度の導入等に
取り組んでおります。また、自社サービス「CAReNA」（遠隔での専門家による保健指導や
健康ポイント・インセンティブ指導等）を、従業員の健康増進に活用しております。
・従業員を対象とした各種交流イベント等を実施し、コミュニケーションの活性化を行ってい
ます。
・このような取り組みにより、2018年に健康経営優良法人（ホワイト500）に認定されました。

その他

２．女性の活躍方針への取り組み
・女性の活躍推進に向けて採用・配属・昇進等において男女の区別無く実力に応じた評価
を行っております。
・現在は女性の執行役員がおり、事業部長として活躍するなど、女性を登用しております。
・育児支援策として法令を上回る休暇制度を導入するとともに育児休業期間中の復職支
援・情報提供や出産・育児休暇マニュアルの整備、産休時・復職時の各種説明会を実施す
るなど女性の活躍しやすい職場づくりに積極的に取り組んでおります。
・このような取り組みにより、2008年より次世代育成支援対策推進法の「子育てサポート企
業」に認定されております。

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
当社及び当社の関係会社から成る企業集団の内部統制システムの主要な枠組みは、①ＮＳＤグループ行動基準、ＮＳＤグループ行動規範等の
行動規範を関係会社を含む全役職員へ周知徹底すること ②当社及び各関係会社において業務分掌、職務権限規定等により各取締役、執行役
員及び使用人の分掌と権限の明確化を図り、所管する各業務における内部統制を有効に機能させること ③代表取締役社長に直属する「監査
室」による関係会社を含む事業活動全般にわたる内部監査の実施 ④監査役による取締役の職務執行の監査であります。
また、内部統制の強化・補完を図るため、役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報・相談窓口」を社内
及び外部の法律事務所に設置しております。
当社のリスク管理体制は、リスク管理規定に従い、取締役会の下に設置したリスク・マネジメント委員会が、全社横断的にリスク管理を遂行し各
リスクの担当部署や委員会等を指導・監督する体制を採っております。
当社は常に様々なリスクを想定して事業活動を行っておりますが、リスク・マネジメント委員会は、それらのリスクの中から当社全体で優先的に
対処すべき重要なリスクを選定し、重点的にリスク管理を行っております。また、コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスクなど重要なリスクに
つきましては、リスク・マネジメント委員会の下に各々委員会を設置し、機動的な活動によりコンプライアンス及び情報セキュリティの強化を行って
おります。個人情報漏洩リスクにつきましては、担当部署が全社の個人情報の状況を統括しており、プライバシー・マークの維持、更新及び漏洩等
のリスクを抑止する体制としております。戦略的投資等の事業機会に関するリスクにつきましては、経営会議で審議され、その審議結果を踏まえ
取締役会で採否が決議される対応となっております。なお、重大な災害等の緊急事態が発生した場合は、「事業継続計画書」に従って対応し、代
表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を立ち上げ事態の収拾にあたります。
当社は、関係会社の業務の適正を確保するために関係会社管理規定を制定しております。同規定に基づき、関係会社の重要事項の決定のう
ち、一定の事項については当社の事前承認を条件としているほか、関係会社の経営内容を把握するために必要な情報や、当社が適時開示を義
務付けられる関係会社の事象、重大なクレーム・トラブル等営業上重要な情報が、当該関係会社から当社に直ちに報告される体制を整備しており
ます。また、関係会社の取締役又は監査役に当社執行役員を１名以上選任しており、各関係会社の業績ならびに業務執行状況を適宜当社取締
役会に報告しております。
当社の監査役は３名、うち社外監査役２名であります。当社の監査役監査は、取締役会への出席(常勤監査役は業務執行会議及び経営会議へ
も出席)、重要な決裁書類等の閲覧、さらに業務及び財産の調査等を通じて取締役の職務執行状況や内部統制機能の整備・運用状況を監査して
おります。また、内部監査の組織としては代表取締役社長の直属の監査室があり、７名の要員が担当し、年度監査計画と監査チェックリストに基
づき当社各部門及び関係会社を、「内部牽制機能の整備・運用状況ならびに法令・社内規定の遵守状況」を重点項目として監査しております。監
査役及び監査室の法令遵守の監査では、顧問弁護士の見解を参考にしながら行われております。

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、毅然とした態度で臨み、不法・不当な要求には一切応じない。」ことを基本方針としております。この方針を
「ＮＳＤグループ行動基準」ならびに「ＮＳＤグループ行動規範」に明記するとともに、具体的な対応の窓口やルールを定め、全員に周知しておりま
す。さらに、取引に関する規定において「反社会的勢力との取引は、一切禁止する。」旨を規定しております。

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
企業価値の最大化が、各ステークホルダーの利益に寄与する施策と考え、買収防衛策は実施しておりません。将来、環境の変化等で、買収防
衛策を導入する場合には、適時適切に情報開示いたします。

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
１．会社情報の適時開示に係る社内体制の整備状況
当社は、社会的に健全かつ公正な企業活動を行って行くために、役職員が遵守すべき行動規範として、１０項目の『ＮＳＤグループ行動基準』を
制定しておりますが、その中で企業情報の開示について、「私たちは、株主はもとより、社会とのコミュニケーションの重要性を認識し、迅速・適切
な情報の開示を行います」と定めております。
さらに、『ＮＳＤグループ行動基準』の具体的な行動指針を定めた『ＮＳＤグループ行動規範』において、情報の適時開示について次のとおり定
めております。「私たちは、株主、投資家、取引先をはじめ広く社会に対し、会社の情報を適時適切にかつ積極的に開示し透明性を高めるととも
に、社会の信頼を得るように努力します。私たちは情報の開示に当たって、定められたルールと方法によって行うとともに、外部から情報提供を求
められた場合は必ず経営管理・ＩＲ室に連絡しその指示に従います。」
また、『ＮＳＤグループ行動規範』では、「インサイダー取引」、「情報の管理と保全」等の規定を設け、情報全般の取扱についての役職員の行動
指針を定めております。『ＮＳＤグループ行動規範』については、代表取締役社長を委員長としたコンプライアンス委員会が、研修等による周知活
動を継続的に行うとともに、遵守状況をチェックし、実効性の維持を図っております。
２．会社情報の適時開示に係る会社の管理体制
当社におきましては、会社情報の適時開示に係る社内体制を以下のとおり構築し、運営しております。
当社は、情報開示の重要性に鑑み、情報取扱責任者に経営管理・ＩＲ室長を任命し、開示・広報・IR等は経営管理・ＩＲ室が担当するものと定めた
上で、各情報の適時開示に係る社内体制を以下のとおり構築し、運営しております。
（１）決定事実に関する情報
取締役会等における決定事実を情報取扱責任者に集約しております。情報取扱責任者は開示規則等に照らして、開示が必要な事項について
は、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を関係部署に行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知を図っております。
（２）発生事実に関する情報
業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、その他開示の必要な事項が発生した場合、その事項を管轄する部門の責任者（部室長等）
に情報を集約したうえで、担当役員、情報取扱責任者、代表取締役社長に報告しております。情報取扱責任者は開示規則等に照らして、開示が
必要な事項については、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を関係部署に行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知
を図っております。
（３）決算に関する情報（四半期を含む）
決算に関する情報（本決算、四半期決算）の開示については、迅速かつ正確を旨とし、経理部を中心として作成した資料を取締役会において決
議のうえ開示しております。決議後、情報取扱責任者はTDnetによる開示指示を行うとともに、当社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知を図
っております。
会計上の事案については、監査法人と常に緊密な連携を保ち、適切・正確な処理を行うとともに、有価証券報告書、四半期報告書、決算短信、
四半期決算短信等については、監査法人ならびに監査役の監査等必要な手続きを経た上で開示しております。
また、業績の予想については、必要に応じ各部門の期末までの予算の見直しを行ったうえ、取締役会の決議を経て、適切な開示を行うこととし
ています。なお、開示を行う際には、情報取扱責任者は、開示規則等に照らして、開示文書作成指示及びTDnetによる開示指示を行うとともに、当
社ウェブサイトに掲載し、当該情報の周知を図っております。
（４）適時開示のチェック体制
決定事実・発生事実・決算情報については、取締役会での決議後に、情報取扱責任者である経営管理・ＩＲ室長に集約しております。
経営管理・ＩＲ室長は、適時開示の要否の決定を行うと同時に、開示が適時行われたことを確認することによりチェック機能を果たしており、適時
適切な開示体制の確保に努めています。なお、重要事項につきましては、インサイダー取引等管理規定に従い、情報管理の徹底及びインサイ
ダー取引の防止を図っております。
また、各監査役は、取締役会等への出席の他、取締役からの聴取、計算書類等重要書類の閲覧などの方法により、上記チェック体制が適正
に機能しているかの監査を実施しております。
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