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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 200,000,000

計 200,000,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末

現在発行数(株)
(2018年３月31日)

提出日
現在発行数(株)

(2018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 47,172,160 47,172,160
東京証券取引所
(市場第一部)

単元株式数100株

計 47,172,160 47,172,160 ― ―

(注) 提出日現在の発行数には、2018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。
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(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2005年６月29日

付与対象者の区分及び人数(名) 当社の取締役及び執行役員 18

新株予約権の数（個） ※ 10 (注)１

新株予約権の目的となる株式の種類、
内容及び数（株） ※

普通株式 2,200 (注)１

新株予約権の行使時の払込金額（円）
※

1

新株予約権の行使期間 ※
2005年７月２日から
2025年６月29日まで

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

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、2024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、2024年７月１日から2025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。

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。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項 ※

－

※ 当事業年度の末日（2018年３月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2018年５月31

日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) １．新株予約権１個につき目的となる株式数は、220株であります。

2007年１月30日開催の取締役会決議により、2007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。また、2015年３月１日付で普通株式１株につき0.1株の割合で株式無償割当てを行っております。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、新株予約権１個につき目的となる株式数は、220

株に調整されております。

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。

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 ×分割（または併合）の比率

２．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。

　

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③ 【その他の新株予約権等の状況】

　 該当事項はありません。

　

(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】

該当事項はありません。
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(4) 【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)

2017年７月18日 △1,000 47,172 ― 7,205,864 ― 6,892,184

(注) 2017年７月18日の減少は、自己株式の消却によるものであります。

　

(5) 【所有者別状況】

2018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) ― 39 30 118 187 17 19,664 20,055 ―

所有株式数
(単元)

― 118,623 4,628 56,169 101,281 47 188,141 468,889 283,260

所有株式数
の割合(％)

― 25.30 0.99 11.98 21.60 0.01 40.12 100.00 ―

(注) １．自己株式4,936,443株は「個人その他」に49,364単元、「単元未満株式の状況」に43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４単元及

び18株含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

2018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
(自己株式を除
く。)の総数に対
する所有株式数
の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海１丁目８-11 4,329 10.25

ＩＰＣ株式会社 大阪府大阪市西区京町堀１丁目10番12号201 3,124 7.39

野村信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町２丁目２-２ 2,189 5.18

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町２丁目11番３号 2,171 5.14

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ Ｂ
ＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ
ＣＯＭＰＡＮＹ(常任代理人 株
式会社みずほ銀行)

Ｐ．Ｏ．ＢＯＸ ３５１ ＢＯＳＴＯＮ ＭＡ
ＳＳＡＣＨＵＳＥＴＴＳ ０２１０１ Ｕ．
Ｓ．Ａ．
(東京都港区港南２丁目15－１ 品川インター
シティＡ棟)

1,667 3.94

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 1,650 3.90

ＮＳＤ従業員持株会 東京都千代田区神田淡路町２丁目101番地 1,255 2.97

橋田 麗子 兵庫県西宮市 1,232 2.91

ＲＢＣ ＩＳＴ (常任代理人
シティバンク、エヌ・エイ東京
支店)

７ＴＨ ＦＬＯＯＲ， １５５ ＷＥＬＬＩＮ
ＧＴＯＮ ＳＴＲＥＥＴ ＷＥＳＴ ＴＯＲＯ
ＮＴＯ， ＯＮＴＡＲＩＯ， ＣＡＮＡＤＡ，
Ｍ５Ｖ ３Ｌ３ (東京都新宿区新宿６丁目27番
30号)

1,084 2.56

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）

東京都千代田区有楽町１丁目１３－１（東京都
中央区晴海１丁目８－１２ 晴海アイランドト
リトンスクエアオフィスタワーＺ棟）

1,036 2.45

計 ― 19,740 46.73

(注) １．千株未満及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は小数点以下３桁目を切り捨

てて表示しております。

２．当社は、自己株式4,936千株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2018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 4,936,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

419,525 ―
41,952,500

単元未満株式
普通株式

― ―
283,260

発行済株式総数 47,172,160 ― ―

総株主の議決権 ― 419,525 ―

(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400株(議決権４個)及び18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43株が含まれております。

② 【自己株式等】

2018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
東京都千代田区神田淡路町
２丁目101番地

4,936,400 ― 4,936,400 10.46

計 ― 4,936,400 ― 4,936,400 10.46

(注) 上記自己保有株式には、単元未満株式43株は含まれておりません。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

【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】

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2017年４月27日)での決議状況
(取得期間：2017年５月８日～2017年６月16日)

620,000 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 511,900 999,984,400

残存決議株式の総数及び価額の総額 108,100 15,600

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 17.4 0.0

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 17.4 0.0

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2017年７月27日)での決議状況
(取得日：2017年７月28日)

167,000 362,056,000

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 167,000 362,056,000

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 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) ― ―

区分 株式数(株) 価額の総額(円)

取締役会(2018年５月10日)での決議状況
(取得期間：2018年５月11日～2018年６月22日)

460,000 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 220,600 519,463,500

提出日現在の未行使割合(％) 52.0 48.1

(注) 当期間における取得自己株式には、2018年６月１日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含ま

れておりません。
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(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】

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 1,889 3,949,009

当期間における取得自己株式(注) 310 714,560

(注) 当期間における取得自己株式には、2018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】

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 1,000,000 1,384,930,000 ― ―

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) ― ― ― ―

保有自己株式数(注２) 4,936,443 ― 5,157,353 ―

(注) １．当事業年度の内訳は、単元未満株式の買増請求による売渡であります。

２．当期間における株式数及び処分価額の総額には、2018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。
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３ 【配当政策】

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、連結配当性向40％以上の配当を継続

するとともに業績や株価動向などを総合的に判断し、積極的な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、既存事業の一層の強化や新規事業・新

技術領域等での新たな成長機会追求のための投資、M&A・アライアンス構築の資金などへ充当してまいります。

当事業年度の配当につきましては、業績など総合的に検討いたしました結果、株主の皆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、2017年10月30日公表の50円から１株当たり２円増配（前期末

配当金の44円から８円増配）し、年間52円とさせていただきました。

次事業年度の配当につきましては、基本方針ならびに次事業年度連結業績予想を勘案し、期末配当金を１株当たり

２円増配した年間54円を予定しております。

　

当事業年度に係る配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)

2018年５月10日
2,196,257 52.00

取締役会決議

なお、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。

４ 【株価の推移】

(1) 【 近５年間の事業年度別 高・ 低株価】

回次 第45期 第46期 第47期 第48期 第49期

決算年月 2014年３月 2015年３月 2016年３月 2017年３月 2018年３月

高(円) 1,420 1,889 1,809 1,897 2,470

低(円) 920 1,167 1,350 1,461 1,565

(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】

月別 2017年10月 11月 12月 2018年１月 ２月 ３月

高(円) 2,277 2,423 2,442 2,470 2,435 2,291

低(円) 1,974 2,199 2,245 2,302 2,059 2,060

(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。
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５ 【役員の状況】

男性９名 女性 ０名 (役員のうち女性の比率０％)

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 1961年10月13日生

1984年４月 当社入社

2001年４月 当社東京システム営業４部長

2005年４月 当社執行役員

第１システム本部長

2006年６月 当社取締役執行役員

営業統括本部副本部長

2007年６月 当社常務取締役執行役員

営業統括本部副本部長

2008年４月 当社専務取締役

営業統括本部長

2009年４月 当社代表取締役社長

営業統括本部長

2011年４月 当社代表取締役社長(現在)

(注)３ 1,018

取締役

専務執行

役員

管理本部長 前 川 秀 志 1962年２月16日生

1982年４月 当社入社

2000年４月 当社東京システム営業６部長

2006年４月 当社執行役員

管理本部長

2006年６月 当社取締役執行役員

管理本部長

2013年４月 当社取締役上席執行役員

公共・通信事業本部長

ITサービス本部統括長

産業事業本部管掌

2014年４月 当社常務取締役

ITサービス事業本部長

産業事業本部管掌

公共・通信事業本部管掌

2016年４月 当社専務取締役

産業事業本部長

2017年６月 当社取締役専務執行役員

経営管理・IR室担当

人事部担当 総務部担当

経営企画本部管掌

経理部管掌

2018年４月 当社取締役専務執行役員

管理本部長 経営企画本部管掌

2018年６月 当社取締役専務執行役員

管理本部長(現在)

(注)３ 377
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役

専務執行

役員

営業統括

本部長

ビジネス開

発本部管掌

先端技術推

進本部管掌

海外事業本

部管掌

開発マネジ

メント本部

管掌

矢 本 理 1963年２月20日生

1987年４月 当社入社

2004年２月 当社第５システム営業本部第１部長

2007年９月 当社執行役員

第５システム本部長

2014年４月 当社上席執行役員

公共・通信事業本部長

2014年６月 当社取締役上席執行役員

公共・通信事業本部長

2016年６月 当社常務取締役

公共・通信事業本部長

ビジネス営業本部統括長

2017年６月 当社取締役常務執行役員

公共・通信事業本部長

ビジネス営業本部統括長

ビジネス開発本部管掌

海外事業本部管掌

開発マネジメント本部管掌

2018年４月 当社取締役専務執行役員

営業統括本部長

ビジネス開発本部管掌

先端技術推進本部管掌

海外事業本部管掌

開発マネジメント本部管掌（現在）

(注)３ 217

取締役

執行役員

経営企画

本部長
鈴 木 正 彦 1957年８月９日生

1982年４月 (株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）

入行

2011年８月 当社入社

2012年４月 当社経営企画本部経営企画部長

2013年11月
当社執行役員

経営企画本部長

2018年６月 当社取締役執行役員

経営企画本部長（現在）

(注)３ 57

取締役 ― 小 川 昭 一 1945年５月16日生

1968年４月 日本銀行入行

1995年６月 (株)池田銀行(現(株)池田泉州銀行)

取締役

1995年10月 同行常務取締役

2000年５月 同行専務取締役

2005年６月 同行代表取締役副頭取

2009年10月 (株)池田泉州ホールディングス取締

役

2010年５月 (株)池田泉州銀行代表取締役副頭取

2011年６月 (株)池田泉州ホールディングス取締

役退任

(株)池田泉州銀行代表取締役副頭取

退任

2015年６月 当社取締役(現在)

2016年６月 フィデアホールディングス(株)

社外取締役(現在)

(注)１

(注)３
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

取締役 ― 山 下 公 央 1951年２月18日生

1974年４月 (株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行)

入行

2004年７月

2005年５月

(株)UFJホールディングス(現(株)三

菱UFJフィナンシャル・グループ)執

行役員リスク統括部・コンプライア

ンス統括部担当

同社執行役員リスク統括部・コンプ

ライアンス統括部担当退任

2005年６月 カブドットコム証券(株)

社外取締役(取締役会長)

2010年６月 同社社外取締役(取締役会長)退任

雄洋海運(株) (現JXオーシャン(株))

社外監査役

大阪証券金融(株)(現日本証券金融

(株)) 社外監査役

2012年３月 雄洋海運(株)社外監査役退任

2012年６月 三信(株)社外監査役

(株)みどり会社外監査役

2013年７月 大阪証券金融(株)社外監査役退任

2014年６月 (株)名村造船所社外監査役(現在)

2016年６月 三信(株)社外監査役退任

2017年６月 (株)みどり会社外監査役退任

当社取締役(現在)

(注)１

(注)３
1

監査役 常勤 近 藤 潔 1954年９月19日生

1977年４月 東洋信託銀行(株)(現三菱UFJ信託銀

行(株))入社

2006年４月 当社入社

当社執行役員広報室長

2008年６月 当社取締役

2011年４月 当社取締役執行役員

社長室長

2013年４月 当社取締役上席執行役員

社長室長 人事部担当

総務部担当 経営企画本部管掌

経理部管掌

2015年４月 当社常務取締役

社長室担当 人事部担当

総務部担当

2016年６月 当社監査役(現在)

(注)４ 344

監査役 ― 小 田 晉 吾 1944年11月８日生

1970年７月 横河・ヒューレット・パッカード

(株)(現日本ヒューレット・パッカー

ド(株))入社

1997年１月 同社取締役

2005年５月 同社代表取締役社長

2007年10月 同社代表取締役社長退任

2008年４月 IT ホ ー ル デ ィ ン グ ス ( 株 ) （ 現

TIS(株)）社外取締役

2008年６月 (株)インターネットイニシアティブ

社外取締役（現在）

2017年６月

2018年６月

TIS(株)社外取締役退任

当社監査役(現在)

(注)２

(注)５
―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(百株)

監査役 ― 川 島 貴 志 1960年８月８日生

1983年４月 第一生命保険相互会社(現第一生命保

険(株))入社

2005年４月 同社人事部長

2009年４月 同社執行役員人事部長

2010年４月 第一生命保険(株)執行役員人事部長

2012年４月 同社常務執行役員人事部長

2013年６月 同社取締役常務執行役員

2015年４月 同社取締役専務執行役員

2015年６月 当社監査役(現在)

2016年10月 第一生命ホールディングス (株)

取締役専務執行役員

2017年４月 第一フロンティア生命保険(株)代表

取締役社長

第一生命ホールディングス (株)

取締役

2018年３月 第一フロンティア生命保険(株)代表

取締役社長退任

第一生命ホールディングス(株)

取締役退任

(注)２

(注)６
―

計 2,015

(注) １．取締役 小川昭一、山下公央の両氏は社外取締役であります。

２．監査役 小田晉吾、川島貴志の両氏は社外監査役であります。

３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。

４．2016年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

５．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。

６．2015年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
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７．当社は2005年４月１日より執行役員制度を導入しております。

　 なお、執行役員の氏名及びその担当は次のとおりです。

氏名 担当

前川 秀志 専務執行役員 管理本部長

矢本 理 専務執行役員
営業統括本部長 ビジネス開発本部管掌 先端技術推進本部管掌

海外事業本部管掌 開発マネジメント本部管掌

鈴木 正彦 執行役員 経営企画本部長

川内 達夫 常務執行役員 開発マネジメント本部長

清田 聡 常務執行役員 金融事業本部長

小松 昭隆 常務執行役員 ビジネス開発本部長

新野 章生 常務執行役員 産業・社会ソリューション事業本部長

戸村 敦雄 常務執行役員 海外事業本部長

井辻 豊 執行役員 金融事業本部 第二事業部長

黄川田 英隆 執行役員 先端技術推進本部長

権藤 恭子 執行役員 金融事業本部 第三事業部長

佐々木 基好 執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 社会基盤事業部長

品川 肇 執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 ＩＴサービス事業部長

志村 利也 執行役員 市場開拓事業部長

杉浦 勝 執行役員 産業・社会ソリューション事業本部 産業事業部長

鈴木 信二 執行役員 金融事業本部 第一事業部長

八木 清公 執行役員 経営管理・IR室長

　(注) 前川秀志氏、矢本理氏及び鈴木正彦氏は取締役を兼務いたしております。
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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】

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、業務執行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、

監査役の機能と併せ社外取締役を複数登用しており、取締役会の機能を強化し、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。

(ロ)企業統治の体制図
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(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。

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、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。
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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。

(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である小川昭一氏、山下公央氏の２名、社外監査役である小田晉吾

氏、川島貴志氏の２名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、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３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、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（会）の機能強化のため、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することとしており、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）の指揮命令権に従うとともに、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。

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、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７名、その他７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。
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④ 社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は２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。

社外取締役小川昭一氏は、2016年６月からフィデアホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりま

す。現在、同社と当社企業集団との取引はございません。また、同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、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。従って、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。

社外取締役山下公央氏は、株式会社名村造船所社外監査役を兼務しております。なお、同氏は、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。また、過去に社外取締役または社外

監査役であったカブドットコム証券株式会社、ＪＸ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、

及び現在社外監査役である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。従って、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。

社外監査役小田晉吾氏は、2018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、及び現在社外取締役である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月期における各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。従って、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。また、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、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。

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

行者

ｂ 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をいう。）

ｃ 近において次の（ａ）から（ｃ）までのいずれかに該当していた者

（ａ）ａ 又は ｂ に掲げる者

（ｂ）当該会社の親会社の業務執行者（業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定

する場合にあっては、監査役を含む。）

（ｃ）当該会社の兄弟会社の業務執行者
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ｄ 次の(ａ)から(ｆ)までのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者

(ａ)ａからｃまでに掲げる者

(ｂ)当該会社の会計参与(社外監査役を独立役員として指定する場合に限る。当該会計参与が法人である場合

は、その職務を行うべき社員を含む。以下同じ。)

(ｃ)当該会社の子会社の業務執行者(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

い取締役又は会計参与を含む。)

(ｄ)当該会社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する

場合にあっては、監査役を含む。)

(ｅ)当該会社の兄弟会社の業務執行者

(ｆ) 近において(ｂ)、(ｃ)又は当該会社の業務執行者(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)に該当していた者

社外取締役は、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、必要に応じて、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

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

取締役
(社外取締役を除く。)

159,300 126,300 － 33,000 ８

監査役
(社外監査役を除く。)

15,600 15,600 － － １

社外役員 30,000 30,000 － － ５

(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及び賞与については、株主総会決議により決定された年額報酬限度額内

で、取締役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。
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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

12銘柄 1,271,393千円

(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
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

㈱池田泉州ホールディン
グス

672,579 309,386
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
のため保有

㈱千趣会 330,344 264,935
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
のため保有

ショーボンドホールディ
ングス㈱

46,000 225,170
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

213,120 149,120
業務上の関係を有する企業で、今後のグローバ
ルな取引拡大を展望し戦略的に保有

富士急行㈱ 112,000 110,544
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
及び福利厚生の充実のため保有

常磐興産㈱ 59,100 94,914
当社子会社と業務上の関係を有する企業で、今
後の取引拡大のため保有

㈱インフォメーションク
リエーティブ

50,000 45,900
当社のパートナー企業として、取引関係の維
持・強化を図り、当社の事業拡大のため保有

トモニホールディングス
㈱

46,600 27,494
傘下行と業務上の関係を有し、今後の取引拡大
のため保有(未上場株式として従来から保有)

当事業年度

特定投資株式

銘柄
株式数
(株)

貸借対照表計上額
(千円)

保有目的

ショーボンドホールディ
ングス㈱

46,000 361,100
共同で合弁会社設立の経緯があり、政策投資と
して保有

富士急行㈱ 56,000 156,128
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
及び福利厚生の充実のため保有

㈱池田泉州ホールディン
グス

372,579 149,031
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
のため保有

㈱三菱UFJフィナンシャ
ル・グループ

202,820 141,365
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
のため保有

㈱インフォメーションク
リエーティブ

50,000 59,650
当社のパートナー企業として、取引関係の維
持・強化を図り、当社の事業拡大のため保有

㈱千趣会 75,344 44,754
業務上の関係を有する企業で、今後の取引拡大
のため保有

トモニホールディングス
㈱

46,600 22,041
傘下行と業務上の関係を有し、今後の取引拡大
のため保有(未上場株式として従来から保有)

(ハ)保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

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 46,300 1,850 46,200 3,200

連結子会社 ― ― ― ―

計 46,300 1,850 46,200 3,200

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)

内部統制に関するアドバイザリー業務を委託しております。

　

(当連結会計年度)

財務デューデリジェンス業務を委託しております。

④ 【監査報酬の決定方針】

特に記載する事項はありません。


