
①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

（注）提出日現在の発行数には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行

された株式数は、含まれておりません。 

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  200,000,000

計  200,000,000

種類 
事業年度末現在発行数(株) 

（平成25年３月31日） 

提出日現在発行数(株) 

（平成25年６月26日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容 

普通株式  48,172,160  48,172,160
東京証券取引所 
（市場第一部） 

単元株式数 
100株 

計  48,172,160  48,172,160 － － 



平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであ

ります。 

株主総会の特別決議（平成17年６月29日） 

（注）１．新株予約権１個当たりの株式数は、200株であります。 

２．平成19年１月30日開催の取締役会決議により、平成19年４月１日付で１株を２株とする株式分割を行ってお

ります。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」が調整されております。また、新株予約権１個に

つき目的となる株式数は、200株に調整されております。 

  

（２）【新株予約権等の状況】

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成25年５月31日） 

新株予約権の数（個)（注１,２)  24  24

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個)  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株)（注１,２)  4,800  4,800

新株予約権の行使時の払込金額（円)  1 同左 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月２日から 
平成37年６月29日まで 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  1

資本組入額  1
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)当社の取締役及び執行役

員のいずれの地位も喪失

した日の翌日 (以下、

「権利行使開始日」とい

う。)から新株予約権を

行使できる。 

(2)前記(1)にかかわらず、

平成36年６月30日に至る

まで新株予約権者が権利

行使開始日を迎えなかっ

た場合には、平成36年７

月１日から平成37年６月

29日までに限り新株予約

権を行使できる。 

(3)各新株予約権１個当たり

の一部行使はできない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を

要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － － 



会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づくストック・オプションの内容は次のとおりであります。 

定時株主総会決議（平成23年６月28日）及び取締役会決議（平成23年７月15日） 

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。 

ただし、新株予約権の割当後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合を行

う場合は、次の算式により調整されるものとする。かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権

の付与株式数について行われ、調整の結果生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとす

る。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。 

  
事業年度末現在 

（平成25年３月31日） 
提出日の前月末現在 
（平成25年５月31日） 

新株予約権の数（個）（注１）  650  650

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）  －  －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１）  65,000  65,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２）  727 同左 

新株予約権の行使期間 
平成26年８月２日から 

平成33年３月31日まで 
同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  727

資本組入額  364
同左 

新株予約権の行使の条件 

(1)新株予約権の割当てを受
けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、権
利行使時において当社ま
たは当社子会社の取締
役、監査役、執行役員ま
たは従業員のいずれかの
地位を有していることを
要する。ただし、任期満
了による退任、定年また
は転籍出向等会社都合に
よる退職、その他、取締
役会が正当な理由がある
と認めた場合はこの限り
ではない。 

(2)新株予約権の相続はこれ

を認めない。 

(3)１個の新株予約権につ

き、一部行使はできない

ものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

譲渡による新株予約権の取

得については、当社取締役

会の承認を要する。 

同左 

代用払込みに関する事項 － － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注３） （注３） 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率



２．新株予約権の割当後、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

  
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

  
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

３．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権

の目的となる株式の数」に準じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２③に従って定める調整

後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資

本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画

承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当

社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合）は、

取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。 

  

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

調 整 後
行使価額

＝ 
調 整 前
行使価額

× 
既 発行
株 式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（注）１．平成19年４月１日の増加は、１株を２株とする株式分割によるものであります。 

２．平成24年３月26日の減少は、自己株式の消却によるものであります。 

  

（注）１．自己株式5,666,301株は「個人その他」に56,663単元、「単元未満株式の状況」に1株含まれております。 

２．「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式がそれぞれ３単元及

び80株含まれております。 

  

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

資本金増減額 
（千円） 

資本金残高 
（千円） 

資本準備金増
減額（千円） 

資本準備金残
高（千円） 

平成19年４月１日  25,586  51,172  －  7,205,864  －  6,892,184

平成24年３月26日  △3,000  48,172  －  7,205,864  －  6,892,184

（６）【所有者別状況】

  平成25年３月31日現在

区分 

株式の状況（１単元の株式数100株） 
単元未満株
式の状況 

（株） 政府及び地
方公共団体 金融機関 金融商品取

引業者 
その他の法
人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） －  33  30 106 148 4  11,712  12,033 － 

所有株式数 

（単元） 
－  111,938  7,273 57,149 124,508 13  180,014  480,895  82,660

所有株式数の

割合（％） 
－  23.28  1.51 11.88 25.89 0.00  37.43  100.00 － 



（注）１．野村信託銀行株式会社（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口）2,119千株は、株式会社三菱東京UFJ銀行が保有

する当社株式を退職給付信託に拠出したものであり、その議決権は株式会社三菱東京UFJ銀行が実質的に保

有しております。 

２．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数内訳は、投資信託設定株数615千株、

年金信託設定株数280千株、その他信託株数579千株です。 

３．日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数内訳は、投資信託設定株数970千株、年金

信託設定株数345千株、その他信託株数88千株です。 

４．当社は、自己株式5,666千株（11.76％）を保有しておりますが、上記大株主から除いております。 

５．以下に記載した大量保有報告書の変更報告書の写しを受領しておりますが、株主名簿の記載内容が確認でき

ないため、当社として期末時点における実質所有株式数の確認ができません。なお、大量保有報告書の変更

報告書の写しの内容は以下のとおりであります。 

  

  

（７）【大株主の状況】

  平成25年３月31日現在

氏名又は名称 住所 
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

IPC株式会社 
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番 

12号201 
 2,840  5.89

野村信託銀行株式会社 

（退職給付信託三菱東京UFJ銀行口） 
東京都千代田区大手町２丁目２番２号  2,119  4.40

有限会社KDアソシエイツ 
大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番 

12号201 
 1,601  3.32

ＮＳＤ従業員持株会 東京都新宿区西新宿２丁目７番１号  1,534  3.18

ノーザン トラスト カンパニー エイブ

イエフシー リ ノーザン トラスト ガ

ンジー アイリツシユ クライアンツ 

（常任代理人 香港上海銀行東京支店） 

東京都中央区日本橋３丁目11番１号  1,500  3.11

日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８番11号  1,475  3.06

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社(信託口) 
東京都港区浜松町２丁目11番３号  1,403  2.91

RBC IST LONDON-CLIENTS ACCOUNT  

（常任代理人 シティバンク銀行株式会社） 
東京都品川区東品川２丁目３番14号  1,153  2.39

橋田 麗子 兵庫県西宮市  1,120  2.32

第一生命保険株式会社 

（常任代理人 資産管理サービス信託銀行 

株式会社） 

東京都中央区晴海１丁目８番12号 

晴海アイランドトリトンスクエアオフ

ィスタワーＺ棟 

 941  1.95

計 －  15,688  32.57

報告義務発生日 平成24年11月15日 

提出日 平成24年11月22日 

提出形態 連名 

大量保有者 フィデリティ投信株式会社、及びエフエムアール エルエルシー 

住所 
東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 城山トラストタワー、及び米国 02109 マサチュ

ーセッツ州ボストン、デヴォンシャー・ストリート82 

保有株券等の数 株式 2,224,700株 

株券等保有割合 4.62％ 



①【発行済株式】 

（注）１．「完全議決権株式（その他）」及び「単元未満株式」の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が

それぞれ300株（議決権３個）及び80株含まれております。 

２．「単元未満株式」には当社所有の自己株式１株が含まれております。 

②【自己株式等】 

（注）上記自己保有株式には、単元未満株式１株は含まれておりません。 

  

（８）【議決権の状況】

  平成25年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

－ － 
普通株式  5,666,300

完全議決権株式（その他） 普通株式  42,423,200  424,232 － 

単元未満株式 普通株式  82,660 － － 

発行済株式総数  48,172,160 － － 

総株主の議決権 －  424,232 － 

  平成25年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有
株式数（株） 

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％) 

（自己保有株式）           

株式会社ＮＳＤ 
東京都新宿区西新宿
２丁目７番１号 

 5,666,300 －  5,666,300  11.76

計 －  5,666,300 －  5,666,300  11.76



（平成17年６月29日定時株主総会決議）  

当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

当該制度は、平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成17年６月29日第36回定時

株主総会終結時に在任する当社の取締役及び執行役員に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行するこ

とを平成17年６月29日の定時株主総会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

（注）１．当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただ

し、かかる調整は本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使または消却していない新株予約権の目的たる

株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

２．① 新株予約権者は、当社の取締役及び執行役員いずれの地位も喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始

日」という。）から新株予約権を行使できるものとする。 

② 前記①にかかわらず、平成36年６月30日に至るまで新株予約権者が権利行使開始日を迎えなかった場合

には、平成36年７月１日から平成37年６月29日までに限り新株予約権を行使できる。 

③ 各新株予約権１個当たりの一部行使はできないものとする。 

３．新株予約権の消却事由及び条件 

① 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会

社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転の議案につき当社株主総会で承認された場合は、

当社は新株予約権を無償にて消却することができる。 

② 当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を、無償にて消却することができる。 

  

（９）【ストック・オプション制度の内容】

決議年月日 平成17年６月29日 

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役及び執行役員 18名 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 28,500株（注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 １円 

新株予約権の行使期間 
平成17年７月２日から 
平成37年６月29日まで 

新株予約権の行使の条件 （注)２ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を
要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割（または併合）の比率



（平成23年６月28日定時株主総会決議及び平成23年７月15日取締役会決議） 

当社は新株予約権方式によるストック・オプション制度を採用しております。 

当該制度は、会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の取締役（社外取締役を除く。）、

常勤監査役及び執行役員並びに当社子会社の取締役に対して新株予約権を発行することを平成23年６月28日の定

時株主総会及び平成23年７月15日の取締役会において決議されたものであります。 

当該制度の内容は次のとおりであります。 

（注）１．付与株式数は、新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。）後、当社が株式分割（当社普通株式

の無償割当てを含む。以下同じ。）または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。

ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果

生じる１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとす

る。 

新株予約権の行使により交付する株式の数に１株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものと

する。 

２．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる

株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。 

なお、割当日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。 

① 当社が株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１

円未満の端数は切り上げるものとする。 

  
② 当社が時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合（新株予約権の行使による場

合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は切り上げるも

のとする。 

  
上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数

を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式

数」と読み替えるものとする。 

③ 当社が合併または会社分割を行う等、行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、

合併または会社分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。 

決議年月日 平成23年６月28日及び平成23年７月15日 

付与対象者の区分及び人数 
当社の取締役（社外取締役を除く。）、常勤
監査役及び執行役員並びに当社子会社の取締
役 

25名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

株式の数 67,000株（注)１ 

新株予約権の行使時の払込金額 727円（注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成26年８月２日から 

平成33年３月31日まで 

新株予約権の行使の条件 （注)３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役
会の承認を要する。 

代用払込みに関する事項 － 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 （注)４ 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割または併合の比率

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１ 

分割または併合の比率

調 整 後
行使価額

＝
調 整 前
行使価額

× 
既 発行
株 式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額 

１株当たりの時価 

既発行株式数＋新規発行株式数 



３．① 新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社または

当社子会社の取締役、監査役、執行役員または従業員のいずれかの地位を有していることを要する。た

だし、任期満了による退任、定年または転籍出向等会社都合による退職、その他、取締役会が正当な理

由があると認めた場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の相続はこれを認めない。 

③ １個の新株予約権につき、一部行使はできないものとする。 

４．当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分

割会社となる場合に限る。）、または株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に

限る。）（以上を総称して以下「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力

発生日（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の

日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株

式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい

う。以下同じ。）の直前において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）を保有する新株

予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号のイからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編成対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、

残存新株予約権は消滅し、再編成対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号

に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設

分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めることを条件とする。 

① 交付する再編成対象会社の新株予約権の数 

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 

② 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の種類 

再編成対象会社の普通株式とする。 

③ 新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数 

組織再編成行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び（注）１に準

じて決定する。 

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記（注）２③に従って定める調整

後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編成対象会社の株式の数を

乗じて得られる金額とする。 

⑤ 新株予約権を行使することができる期間 

上記「新株予約権の行使期間」の開始日または組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日か

ら、上記「新株予約権の行使期間」の満了日までとする。 

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 

イ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条

第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の

端数は、これを切り上げるものとする。 

ロ．新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記イ記載の資

本金等増加限度額から上記イに定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 

譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の承認を要する。 

⑧ 新株予約権の取得の事由及び条件 

当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約もしくは新設分割計画

承認の議案、または、当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案につき当

社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は当社の取締役会決議がなされた場合）は、

取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。 

  



１．ESOP信託導入の目的 

当社の業績向上に対するグループ従業員（以下「従業員」といいます。）の労働意欲の向上や従業員の経営

参画を促すとともに、株式価値の向上を目指した経営を一層推進することにより中長期的な企業価値を高める

ことを目的とし、従業員へのインセンティブ・プランとしてESOP信託を導入することといたしました。 

  

２．ESOP信託の概要 

ESOP信託とは、米国のESOP（Employee Stock Ownership Plan）制度を参考に、従業員持株会の仕組みを応

用した信託型の従業員インセンティブ・プランであり、当社株式を活用した従業員の財産形成を促進する貯蓄

制度の拡充（福利厚生制度の拡充）を図る目的を有するものをいいます。 

当社が「ＮＳＤ従業員持株会」（以下「当社持株会」といいます。）に加入する従業員のうち一定の要件を

充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は３年間にわたり当社持株会が取得すると見込まれる数の

当社株式を、予め定める取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当社持株会に

売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合に応じ

て金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸借

契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。 

  

３．ESOP信託の仕組み 

 
  

(10)【従業員株式所有制度の内容】

①当社は受益者要件を充足する従業員を受益者とするESOP信託を設定します。 

②ESOP信託は銀行から当社株式の取得に必要な資金を借入れます。当該借入にあたっては、当社がESOP信託の借

入について保証を行います。 

③ESOP信託は上記②の借入金をもって、信託期間内に当社持株会が取得すると見込まれる数の当社株式を、株式

市場から予め定める取得期間中に取得します。 



※当社持株会への売却により信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間の満了前に信託収益を受益者に

分配し、残余財産を委託者に返還することによって、信託期間が満了する前に信託が終了します。 

  

４．信託契約の内容 

  

④ESOP信託は信託期間を通じ、毎月一定日までに当社持株会に拠出された金銭をもって譲渡可能な数の当社株式

を、時価で当社持株会に譲渡します。 

⑤ESOP信託は当社の株主として、分配された配当金を受領します。 

⑥ESOP信託は当社持株会への当社株式の売却による売却代金及び保有株式に対する配当金を原資として、銀行か

らの借入金の元本・利息を返済します。 

⑦信託期間を通じ、信託管理人が議決権行使等の株主としての権利の行使に対する指図を行い、ESOP信託はこれ

に従って株主としての権利を行使します。 

⑧信託終了時に、株価の上昇により信託内に残余の当社株式がある場合には、換価処分の上、受益者に対し信託

期間内の拠出割合に応じて信託収益が金銭により分配されます。 

⑨信託終了時に、株価の下落により信託内に借入金が残る場合には、上記②の保証に基づき、当社が銀行に対し

て一括して弁済します。 

①信託の種類 特定単独運用の金銭信託（他益信託） 

②信託の目的 
当社持株会に対する当社株式の安定的・継続的な供給及び受益者要件を充足する従業員

に対する福利厚生制度の拡充 

③委託者 当社 

④受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社 

⑤受益者 当社持株会加入員のうち受益者要件を充足する者 

⑥信託管理人 当社と利害関係のない第三者 

⑦信託契約日 平成23年２月３日 

⑧信託の期間 平成23年２月３日～平成26年４月18日 

⑨議決権行使 
受託者は、当社持株会の議決権行使状況を反映した信託管理人の指図に従い、当社株式

の議決権を行使します。 

⑩取得株式の種類 当社普通株式 

⑪取得株式の総額 10億円 

⑫株式の取得期間 平成23年２月９日～平成23年４月28日 

⑬株式の取得方法 取引所市場より取得 



【株式の種類等】 会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の
取得 

（１）【株主総会決議による取得の状況】 

該当事項はありません。 

  

（２）【取締役会決議による取得の状況】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの取締役会決議により
取得した株式は含まれておりません。 

  

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

（注）当期間における取得自己株式には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取
りによる株式は含まれておりません。 

  

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

（注）１．当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使によるものであります。 

２．当期間の内訳は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。 

３．当期間における株式数及び処分価額の総額には、平成25年６月１日からこの有価証券報告書提出日までに取

得または処分した株式は含まれておりません。 

２【自己株式の取得等の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

取締役会（平成25年５月９日）での決議状況 

（取得期間：平成25年５月10日～平成25年６月21日） 
 1,000,000  1,000,000,000

当事業年度前における取得自己株式  －  －

当事業年度における取得自己株式  －  －

残存決議株式の総数及び価額の総額 － － 

当事業年度の末日現在の未行使割合（％） － － 

当期間における取得自己株式  451,100  504,408,700

提出日現在の未行使割合（％） 54.9 49.6 

区分 株式数（株） 価額の総額（円） 

当事業年度における取得自己株式  240  196,800

当期間における取得自己株式（注）  40  47,040

区分 
当事業年度 当期間 

株式数（株）
処分価額の総額 

（円） 
株式数（株） 

処分価額の総額 
（円） 

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － － 

消却の処分を行った取得自己株式 － － － － 

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った
取得自己株式 

－ － － － 

その他（注１、２）  6,800  6,800  60  71,160

保有自己株式数（注３）  5,666,301 －  6,117,381 － 



当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題と位置づけており、安定的な配当を継続するとともに業

績や株価動向などを総合的に判断し機動的に利益還元を実施することを基本方針としております。 

また、成長力を強化し企業価値の増大を図るために、利益の一部を留保し、コアビジネスの一層の強化や新規事業

を含めた将来の成長分野への投資、積極的な海外展開や国内外でのM&A・アライアンスなどへの投資に充当してまい

ります。 

当期の剰余金の配当につきましては、当連結会計年度の当社グループの連結業績が、業績予想を上回る利益水準と

なったことから、株主様の日頃のご支援にお応えすべく、取締役会決議により１株当たり配当金として、平成25年３

月14日公表どおり、１株当たり２円増配し年間27円とさせていただきました。 

当社は「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」

旨及び「毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めておりますが、配当の回数

につきましては、現在、年１回期末に行うことを方針としております。 

  

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

（注）配当金の総額には従業員持株ESOP信託に対する配当金 千円を含めておりません。 

  

（１）【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

（２）【 近６月間の月別 高・ 低株価】 

（注） 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３【配当政策】

決議年月日 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当額 
（円） 

平成25年５月９日 
取締役会決議 

 1,140,017  27.00

7,641

４【株価の推移】

回次 第40期 第41期 第42期 第43期 第44期 

決算年月 平成21年３月 平成22年３月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 

高（円）  1,571  1,133  1,178  850  1,102

低（円）  554  637  660  561  621

月別 平成24年10月 11月 12月 平成25年１月 ２月 ３月 

高（円）  793  795  776  884  1,009  1,102

低（円）  725  741  731  764  859  986



５【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（百株） 

代表取締役 
社長 

－ 今 城 義 和 昭和36年10月13日生 

昭和59年４月 当社入社 

(注)３ 503

平成13年４月 当社東京システム営業４部

長 
平成15年１月 当社第４システム営業本部

長兼第１部長 

平成17年４月 当社執行役員 
第１システム本部長 

平成18年４月 当社執行役員 
営業統括本部副本部長 

平成18年６月 当社取締役執行役員 
営業統括本部副本部長 

平成19年６月 当社常務取締役執行役員 
営業統括本部副本部長 

平成19年８月 (株)シェアホルダーズ・リ

レーションサービス 
代表取締役社長 

平成20年４月 当社専務取締役 
営業統括本部長 

平成21年４月 当社代表取締役社長 
営業統括本部長 

平成23年４月 
平成24年10月 

当社代表取締役社長(現在) 
北京仁本新動科技有限公司

執行董事(現在) 

常務取締役 
ビジネス開発

本部統括長 
戸 村 敦 雄 昭和36年３月10日生 

昭和59年４月 当社入社 

(注)３ 198

平成13年４月 当社東京システム営業７部

長 
平成17年４月 当社第１システム本部 

副本部長兼第７部長 

平成18年４月 当社執行役員 
第２システム本部長 

平成20年４月 当社執行役員営業統括本部

副本部長兼新規事業開発部

長 

平成20年６月 当社取締役執行役員 
営業統括本部副本部長兼 
新規事業開発部長 

平成21年10月 当社取締役執行役員 
営業統括本部副本部長 

平成24年４月 当社常務取締役 
金融事業本部長兼ソリュー

ションビジネス本部統括長

兼ビジネス開発本部統括長 
NSD AMERICA INC. 
President&COO 

平成24年５月 NSD International,Inc. 

President 

平成25年４月 当社常務取締役 
ビジネス開発本部統括長、金

融事業本部管掌 
  
(株)NSDビジネスイノベーシ

ョン代表取締役社長 
（現在） 

平成25年６月 当社常務取締役 
ビジネス開発本部統括長 
（現在） 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（百株） 

取締役 

上席執行役員 
社長室長兼 
人事部担当、 
総務部担当 

近 藤  潔 昭和29年９月19日生 

昭和52年４月 東洋信託銀行(株)(現三菱

UFJ信託銀行(株))入社 

(注)３ 125

平成18年４月 当社入社 
執行役員広報室長 

平成19年８月 (株)シェアホルダーズ・リ

レーションサービス取締役 

平成20年６月 同社代表取締役社長 
当社取締役 

平成23年４月 当社取締役執行役員 
社長室長 

平成24年４月 当社取締役執行役員 
経営企画本部統括長兼社長

室長 
平成25年４月 当社取締役上席執行役員 

社長室長兼人事部担当、総

務部担当、経営企画本部管

掌、経理部管掌 
  
(株)NSDリアルエステートサ

ービス代表取締役社長 
（現在） 

平成25年６月 当社取締役上席執行役員 
社長室長兼人事部担当、総

務部担当(現在) 

取締役 

上席執行役員 
金融事業本部

長兼金融第二

事業部長 

新 野 章 生 昭和39年７月４日生 

昭和62年４月 当社入社 

(注)３ 69

平成15年10月 当社第３システム 
営業本部第２部長 

平成17年４月 当社第２システム 
本部１部長 

平成18年４月 当社第４システム 
本部１部長 

平成19年４月 当社第３システム 
本部４部長 

平成20年４月 当社金融システム 
第二本部２部長 

平成21年４月 当社執行役員 
金融システム第二本部長 

平成24年４月 当社執行役員 
金融事業本部金融第二事業

部長 
平成25年４月 当社上席執行役員 

金融事業本部長兼金融第二

事業部長 
平成25年６月 当社取締役上席執行役員 

金融事業本部長兼金融第二

事業部長（現在） 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（百株） 

取締役 

上席執行役員 
公共・通信事

業本部長兼IT

サービス本部

統括長、産業

事業本部管掌 

前 川 秀 志 昭和37年２月16日生 

昭和57年４月 当社入社 

(注)３ 197

平成12年４月 当社東京システム営業６部

長 
平成16年６月 当社社長室長 

平成18年４月 当社執行役員管理本部長 

平成18年６月 当社取締役執行役員 
管理本部長 

平成19年８月 当社取締役執行役員 
社長室長 

平成20年４月 NSD AMERICA INC. 
President&COO 

平成22年４月 当社取締役執行役員 
経営企画本部長兼社長室長 

平成23年４月 当社取締役執行役員 
管理本部長兼総務部長 
(株)NSDリアルエステート 
サービス代表取締役社長 

平成23年７月 当社取締役執行役員 
管理本部長 

平成25年４月 当社取締役上席執行役員 
公共・通信事業本部長兼IT

サービス本部統括長、産業

事業本部管掌（現在） 

取締役 

上席執行役員 

経営企画本部

統括長兼経営

企画本部長、

経理部担当 

松 井  孝 昭和32年３月２日生 

昭和54年４月 (株)三和銀行(現(株)三菱東

京UFJ銀行)入行 

(注)３ 41

平成22年３月 当社入社 

平成22年４月 当社経営企画室長 

平成23年４月 当社執行役員 
経営企画本部長 
兼経営企画室長 

平成24年４月 当社執行役員 
経営企画本部長 

平成25年４月 当社上席執行役員 
経営企画本部統括長兼経営

企画本部長、経理部担当 
  
NSD International, Inc. 

President（現在） 
平成25年６月 当社取締役上席執行役員 

経営企画本部統括長兼経営

企画本部長、経理部担当 
（現在） 



役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（百株） 

取締役 － 鴇 田 和 彦 昭和22年10月26日生 

昭和47年４月 (株)三和銀行(現(株)三菱東

京UFJ銀行)入行 

(注)１ 
(注)３ 

－

平成２年10月 同行飯田橋支店長 

平成４年５月 同行店舗開発部長 

平成６年６月 同行秘書室秘書役 

平成９年２月 同行ネットワーク開発部長 

平成10年４月 同行個人統括部長 

平成11年２月 同行リテール統括部長 

平成11年５月 同行日比谷支店長 

平成12年５月 同行執行役員日比谷支店長 

平成12年６月 同行執行役員リテールカン

パニー長補佐 
平成13年４月 同行執行役員 

コンプライアンス統括部長 
平成14年１月 同行取締役執行役員 

コンプライアンス統括部長

兼知的財産室長 
平成14年６月 (株)モビット代表取締役社

長 

平成17年６月 (株)UFJキャピタル代表取締

役社長 

平成17年10月 三菱UFJキャピタル(株)代表

取締役社長 

平成19年７月 一般社団法人日本ベンチャ

ーキャピタル協会会長 

平成20年６月 三菱UFJキャピタル(株)代表

取締役会長 

平成21年６月 双日(株)常勤監査役 
平成25年６月 当社取締役(現在) 

監査役 常勤 増 田 宏 韶 昭和21年７月19日生 

昭和44年７月 当社入社 

(注)４ 299

平成10年６月 当社取締役 

平成14年３月 当社常務取締役 

平成18年６月 当社専務取締役 

平成19年６月 当社特別顧問 

平成20年６月 当社常勤監査役(現在) 

監査役 常勤 宮 田 浩 史 昭和30年11月21日生 

昭和54年４月 当社入社 

(注)４ 124

平成13年４月 当社横浜支店システム 
営業２部長 

平成17年４月 当社第３システム本部 
副本部長 

平成18年４月 当社執行役員生産管理部長 

平成19年４月 当社執行役員第５システム

本部長 
平成19年９月 当社執行役員第９システム

本部長 

平成20年４月 当社執行役員開発管理部長 

平成24年４月 当社顧問 

平成24年６月 当社常勤監査役(現在) 



（注）１．取締役 鴇田和彦氏は社外取締役であります。 

２．監査役 佐々木仁、森内康浩の２氏は社外監査役であります。 

３．平成25年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。 

４．平成24年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

５．平成23年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

６．平成22年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。 

７．所有株式数は平成25年３月31日現在の株式数を記載しております。 

８．当社は平成17年４月１日より執行役員制度を導入しております。 

 なお、取締役以外の執行役員は次のとおりです。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期 所有株式数
（百株） 

監査役 常勤 佐々木  仁 昭和21年７月２日生 

昭和44年４月 第一生命保険相互会社(現第

一生命保険(株))入社 

(注)２ 
(注)５ 

22

平成３年４月 同社投資開発室長 

平成６年４月 同社商品開発部長 
平成９年４月 Dai-ichi Life 

International

(U.S.A.),Inc. Chairman 
平成12年４月 第一生命保険相互会社 

情報システム部長 
平成13年４月 同社IT企画部長 

平成14年４月 同社支配人IT企画部長 

平成16年４月 同社リスク管理・IT本部長

兼IT企画部長 
平成16年７月 同社執行役員リスク管理 

・IT本部長兼IT企画部長 
平成17年４月 同社常務執行役員 

平成17年６月 本多通信工業(株) 

社外監査役 
平成19年４月 第一生命保険相互会社 

非常勤顧問 

  第一生命情報システム(株) 
代表取締役社長 

平成23年６月 当社監査役(現在) 

監査役 － 森 内 康 浩 昭和20年10月26日生 

昭和45年９月 (株)日立製作所入社 

(注)２ 
(注)６ 

20

平成６年８月 同社情報システム事業部 
公共システム本部長 

平成11年５月 同社情報・通信グループ 
公共情報事業部長 

平成13年４月 同社システムソリューショ

ングループCOO 

平成14年４月 同社情報・通信グループCOO 

平成15年６月 (株)日立情報システムズ 
執行役常務 

平成18年３月 日立公共システムエンジニ

アリング(株)代表取締役 
平成21年７月 公益財団法人グルー・バン

クロフト基金理事(現在) 
平成22年６月 当社監査役(現在) 

        計   1,598

氏名 職名 

山本  徹 上席執行役員 産業事業本部長 

穴井 明彦 執行役員 産業事業本部 産業第二事業部長 

井辻  豊 執行役員 金融事業本部 金融第一事業部長 

川内 達夫 執行役員 開発管理部長 

操﨑  淳 執行役員 開発技術部担当、品質管理部担当 

小松 昭隆 執行役員 ビジネス開発本部長 



  

氏名 職名 

佐々木 基好 執行役員 産業事業本部 産業第一事業部長 

品川  肇 執行役員 ＩＴサービス本部長 

矢本  理 執行役員 公共・通信事業本部 公共・通信事業部長 



コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

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。 

  

①企業統治の体制 

(イ)企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 

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、経営会議及び各種委員会を設置しております。 

現状の企業統治の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、委員会設置会社、社外取締役を中心とした取締役会等のコーポレート・ガバナンス体制より適切であると

考えております。 

  

(ロ)企業統治の体制図 

 
  

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】



(ハ)その他企業統治に関する事項 

取締役会は、経営の重要な意思決定を行うため月１回以上開催されております。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、定例的に開催されております。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。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。 

なお、当社の定款上、取締役は、10名以内とし、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行うと定めております。また、

剰余金の配当等については法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によ

り定める旨を定めております。これは、剰余金の配当等を機動的に行うことを目的とするものであります。会

社法第309条第２項に定める特別決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定めております。これは、株主総会の円滑な運

営を行うことを目的とするものであります。 

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、リスクマネジメント強化を図るために、平成25年4月1日付で

新設した委員会であります。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。 

当社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、職員・外部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

明記し、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。 

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まいり

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。 

  

(ニ)責任限定契約の内容の概要 

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項及び当社の定款第24条、第31条の規定に基づ

き、損害賠償責任を限定する契約を社外取締役鴇田和彦氏、社外監査役２名のうち非常勤の社外監査役、森内

康浩氏と締結しております。当該契約は、当該社外取締役または当該社外監査役がその職務を行うにあたり善

意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める 低責任限度額を損害賠償責任の限度と

し、 低責任限度額を超える額については、損害賠償責任を免除するものであります。 

  



②内部監査及び監査役監査の状況 

当社の内部監査は、内部監査の組織として代表取締役社長に直属する監査室をおき、５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、当社の監査役監査は、監査役４名（うち社外監査役２名）が取締役会への出席(常勤監査役は経営会議へ

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、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。

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。 

また、監査役の機能強化のため、監査役（会）の職務を補助すべき使用人として監査室に属する使用人より１名

以上を兼務として選任し、監査役の指示がある場合は、その指示に従うこととしております。 

  

③会計監査の状況 

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、三浦洋輔氏及び柳沼聖一氏であり、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他4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。 

なお、筆頭業務執行社員の三浦洋輔氏につきましては、当期が 終年度となります。  

  

④社外取締役及び社外監査役 

当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。 

当社は、一般株主との利益相反のおそれがなく、社外の広範な事業活動を通じた経営判断力を有する社外取締役

の選任は、取締役会等への出席を通じて、取締役の職務執行に対する監督機能向上に資すると考えております。 

社外取締役鴇田和彦氏は、平成25年６月の定時株主総会において新たに選任されました。同定時株主総会終了時

点で兼職はございません。なお、当社は平成25年３月期におきまして、同氏が過去に業務執行に従事しておりまし

た株式会社モビット及び三菱ＵＦＪキャピタル株式会社などからソフトウエア開発等の受託をしておりません。ま

た、同氏は、当社取引先 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行を退職後約11年経過しておりますので、東京証券取引所の

定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役であることから、独立

役員に指定しております。 

当社は、社外監査役について、職務経験などから監査業務を行うに相応しい見識・能力を有し、一般株主との利

益相反のおそれのないと考えられる候補者を選任しております。社外監査役は、社外経験を活かした客観的な見地

からの監査に資すると考えております。 

社外監査役佐々木仁氏は、兼職はございません。同氏は、当社取引先 第一生命保険株式会社に平成23年６月ま

で、及び第一生命情報システム株式会社に平成19年４月から平成23年６月まで業務執行に従事しており、当該両取

引先とは、平成25年３月期におきまして1,025百万円（単体売上高の3.2％）のソフトウエア開発等を受託しており

ます。東京証券取引所の定める独立性に関する基準に適合し、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外監査

役であることから、独立役員に指定しております。 

社外監査役森内康浩氏は、公益財団法人グルー・バンクロフト基金理事を兼職しておりますが、当社との間には

取引関係はございません。同氏は、当社取引先 株式会社日立製作所に平成15年３月まで、株式会社日立情報シス

テムズに平成15年４月から平成17年３月まで、及び日立公共システムエンジニアリング株式会社に平成18年４月か

ら平成22年４月まで業務執行に従事しており、当該３取引先とは、平成25年３月期におきまして直接または他社を

経由して3,487百万円（単体売上高の10.7％）のソフトウエア開発等を受託しております。なお、同氏と当社との

間には利害関係はございません。 

当社は、当社独自の「社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準又は方針」は制定しておりませんが、東

京証券取引所の「独立役員の基準」を参考にしております。 



なお、東京証券取引所の「独立役員の基準」は、以下のａからｅまでのいずれにも、原則 該当しないことを要

件としております。 

ａ．当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者等（業務執行者又は過去に業務執行者であった者をいう。以下

同じ。） 

ｂ．当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務

執行者等 

ｃ．当該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、会計専門家又は法律専門

家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に過去

に所属していた者をいう。） 

ｄ．当該会社の主要株主 

ｅ．次の(ａ)又は(ｂ)に掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者 

(ａ) ａから前ｄまでに掲げる者 

(ｂ) 当該会社又はその子会社の業務執行者等（社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業

務執行者でない取締役若しくは業務執行者でない取締役であった者又は会計参与若しくは会計参与であった

者を含む。） 

社外取締役は、必要に応じて、内部監査、監査役監査、会計監査の情報を入手するとともに、内部統制部門と情

報・意見交換等を行うことにより、監督機能の向上を図っております。 

社外監査役は、内部監査結果の報告を受ける等により、内部監査部門より必要な情報の提供を受けております。

また、会計監査人及び他の監査役ならびに内部統制部門と情報交換等を行うことにより、連携を図っております。

  

⑤役員報酬等 

(イ)役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数 

（注）１．取締役分には、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額（賞与を含む）を含んでおりません。 

２．報酬等の総額及び報酬等の種類別の総額の賞与には、役員賞与引当金繰入額を含んでおります。 

  

(ロ)役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法 

取締役の報酬等は、固定報酬である基本報酬と業績によって変動する業績連動報酬である取締役賞与で構成

しております。取締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月額報酬限度額内で、取締

役会の決議により決定しております。また、取締役賞与については、株主総会の決議により決定しておりま

す。 

監査役の報酬等は、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月額報酬限度額内で、監査役の協議により決定し

ております。 

  

役員区分 
報酬等の総額 
（千円） 

報酬等の種類別の総額（千円） 対象となる 
役員の員数 
（人） 基本報酬 

ストック 
オプション 

賞与 退職慰労金 

取締役 

（社外取締役を除く。） 
 203,764  150,000  1,364  52,400  －  6

監査役 

（社外監査役を除く。） 
 31,388  31,200  188  －  －  3

社外役員  37,294  37,200  94  －  －  4



⑥株式の保有状況 

(イ)投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額 

  

(ロ)保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

前事業年度 

特定投資株式 

  

銘柄 17 千円 2,630,825

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
保有目的 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ  2,513,120  1,035,405
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱T&Dホールディングス  720,600  691,055
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

第一生命保険㈱  4,315  493,204
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱池田泉州ホールディングス  3,362,898  386,733
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱千趣会  330,344  193,251
業務上の関係を有する企業で、 

今後の取引拡大のため 

ショーボンドホールディングス㈱  46,000  94,208
共同で合弁会社設立の経緯があ

り、政策投資として保有 

㈱みずほフィナンシャルグループ  678,540  91,602
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

常磐興産㈱  591,000  57,918
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

全日本空輸㈱  225,000  56,250
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

富士急行㈱  112,000  56,224
福利厚生の充実及び業務上の関

係構築のため 

新日鉄ソリューションズ㈱  31,600  50,370
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

NKSJホールディングス㈱  23,152  42,831
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

ITホールディングス㈱  30,000  29,040
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱十六銀行  48,950  13,950

業務上の関係を有する企業のグ

ループ会社で、株式交換により

保有 

㈱三井住友フィナンシャルグループ  1,172  3,191
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 



当事業年度 

特定投資株式 

  

(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並びに

当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額 

  

銘柄 株式数（株） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
保有目的 

第一生命保険㈱  4,315  545,847
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱T&Dホールディングス  368,700  418,843
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱池田泉州ホールディングス  672,579  356,466
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

㈱千趣会  330,344  254,034
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

ショーボンドホールディングス㈱  46,000  156,860
共同で合弁会社設立の経緯があ

り、政策投資として保有 

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ  213,120  118,920
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

常磐興産㈱  591,000  111,108
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

富士急行㈱  112,000  83,328
福利厚生の充実及び業務上の関

係構築のため 

新日鉄住金ソリューションズ㈱  31,600  56,595
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

全日本空輸㈱  225,000  43,200
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

ITホールディングス㈱  14,400  17,899
業務上の関係を有する企業で、

今後の取引拡大のため 

  

前事業年度 
（千円） 

当事業年度（千円） 

貸借対照表計 
上額の合計額 

貸借対照表計 
上額の合計額 

受取配当金 
の合計額 

売却損益 
の合計額 

評価損益 
の合計額 

非上場株式  －  －  －  －  －

上記以外の株式  －  －  －  －  －



①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】 

②【その他重要な報酬の内容】 

（前連結会計年度） 

該当事項はありません。 

  

（当連結会計年度） 

該当事項はありません。 

  

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】 

（前連結会計年度） 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、IFRS（国際財務報告基

準）対応への潜在的な影響度を特定するためのアドバイザリー業務であります。 

  

（当連結会計年度） 

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、IFRS（国際財務報告基

準）対応への潜在的な影響度を特定するためのアドバイザリー業務などであります。 

  

④【監査報酬の決定方針】 

特に記載する事項はありません。 

  

（２）【監査報酬の内容等】

区分 

前連結会計年度 当連結会計年度 

監査証明業務に基づく

報酬（千円） 

非監査業務に基づく報

酬（千円） 

監査証明業務に基づく

報酬（千円） 

非監査業務に基づく報

酬（千円） 

提出会社  47,000  2,000  46,500  11,000

連結子会社  －  －  －  －

計  47,000  2,000  46,500  11,000




